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　「前期の授業開始を4月27日に延期し、すべてオンライン
による授業として開始する」
　この決定がなされた3月下旬から約3週間にわたり、

「Innovation KUIS 2020」の考えのもと、教員への授業実
施の支援、学生への受講の準備支援、さらに新入生にはオン
ラインでのガイダンスを含めた大学生活全体への支援の３
つの対象者別のトラックで、教職員が一丸となったオンライ
ン授業支援チームを組織して行いました。
　教員への支援は、専用の支援サイトを立ち上げ、教育の質

を落とさないことを第一義に、授業の目的を見据えたオンラ
イン授業への支援を展開しました。オンライン授業に欠かせ
ないツールに関しては、段階を踏んでさまざまな場面を想定
した支援プログラムに多くの教員が参加しました。その結
果、体育や実習等を除く約90％の科目をオンラインで開講
することができました。
　そして新入生へは、在学生と違い基本的なツールの使い
方をステップを追って理解できるような仕組みを準備し、授
業履修のためのガイダンスもオンラインで行うことでオンラ

イン授業の第一歩として参加できるようになりました。その
後は、在学生へのプログラムにあわせて、オンライン授業を
実際に体験して安心してもらえるように進めました。
　これらの取り組みの結果、他の大学で見られたようなオン
ライン授業開始当初の混乱はなく、その後の授業も順調に
進んでいます。「Innovation KUIS 2020」の考え方は、今回
のオンライン授業の実施に留まらず、今後の本学の教育の
質向上に向けた重要な取り組みとして、継続していくもとの
考えています。

　2020年2月から新型コロナウイルスの国内での感染拡大
が企業の経済活動に影響を及ぼしたほか、国際的なスポー
ツの祭典の開催中止、さらには航空会社国際便の大幅減便
などの動きが広がりました。結果、国内大手航空会社2社の
今年度客室乗務職の採用中断など本学学生への就職環境
に大きな影響が発生しています。日本の大学生の就職環境
は企業が採用活動時期を揃え、「総合職」という職種形態で
新卒学生の採用活動を行ういわゆる「メンバーシップ型採
用」が採用方法の中心です。従って新型コロナウイルスの影

響で一時的に採用活動が停滞したとはいえ、企業の採用活
動のタイミングを逃さず学生とのマッチングの機会を提供
するということが2020年度前期のキャリア教育部の就職支
援のミッションとなりました。この際に留意すべきこととして

「変化に早く対応する(スピード)」「時期を逃さない（タイミン
グ）」「小規模イベントでも回数を重ねる(量)」ということを念
頭に置き、学生支援を行いました。
　具体的な支援としては2020年4月からいち早くビデオ会
議システムを利用しての「WEB型会社説明会」を定期的に開

催し、すでに2020年4月～7月までで60社を超える企業の
会社説明会を実施しました。さらには「WEB型OBOG交流
会」を複数回実施するなど学生支援の取り組みを、回数を重
ねて実施しています。2020年8月以降の企業の大学生の採
用意欲がどのように推移するか不透明な部分がありますが、
4年生約1,000名への就職支援を「スピード×タイミング×
量」の３つの要素をふまえ2020年度後期も継続していきた
いと考えています。

　この度のコロナウイルスの世界的なパンデミックは、日本
では黒船の来航や悲惨な戦争に並ぶほどのパラダイムシフ
トになると考えています。これからは、これまでの常識や価値
観が通用しない社会でどう生き抜いて幸せになれるのか、一
人ひとりの「考える力」がより一層試される時代になるでしょ
う。しかし、これは裏を返せば、新しい常識を生み出し、自ら未
来を切り拓くまたとないチャンスが目の前に大きく広がって
いるということです。全国の多くの大学が、感染拡大防止と
学修機会の確保というジレンマを抱えるなか、本学は、開学
以降初めて、前期すべての授業をオンラインで実施すること
を決定いたしました。そして、授業開始までの期間を学生・教
職員が知恵を出し合い、質の高い学びの環境を共に創造す
るための期間と位置づけ、「Innovation KUIS 2020」と名
付けました。この期間、さまざまな葛藤を各々が抱えていた
にもかかわらず、学生・教職員のみなさんは、新たな学びへ
の適応に向け、ひたむきに取り組んでくれました。そして喜ば
しいことに、この困難な環境のなかで、学生・教職員同士がお

互いを助け、そして高め合う風土がうまれたと感じています。
本学にとって、これは大変な出来事なのですが、決して油断・
慢心することなく、継続的にアンケート等を実施し、ノウハウ
の共有やオンライン教育の改善に日々取り組んでいきます。
　また、全学生がこの環境の変化に適応しながら、これまで
にない価値観や創造力を獲得してもらえるように、「Innovation 
KUIS 奨学金」として、一律50,000円を支給しました。このほ
か、コロナ禍により家計が急変した世帯の学生に対する給付
型奨学金制度の導入や学費の納入期限を大幅に延長いたし
ました。認定留学を途中で切り上げざるを得なかった学生に
対しても、「国外留学奨学金」返還を免除といたしました。今
後も、学内でのアルバイト機会の創出や総合的な学生相談
窓口の開設により、学生のさまざまな不安を取り除くよう、教
職員一丸となって学生をサポートして参ります。
　人類の試練にあるなか、何よりも重要なことは、この経験
を通じて、市民社会の構成員としての自覚をもち、世の中を
深く考えるキッカケにすることです。今だからこそ外国語を

学ぶ価値や目的を認識し世界の人々との共生を考えてみて
はいかがでしょうか。学生、保護者の皆さまにおかれまして
も、引き続き、教職員と一緒に知恵を出し合い、困難な時代
の課題解決に向き合っていけたらと考えています。

学長　宮内 孝久

言 葉 は 世 界 を つ な ぐ 平 和 の 礎
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New Normalを創るのは私たちだ

[Innovation KUIS 2020]  オンライン授業支援チーム

新型コロナウイルス禍における2021年3月学生の就職環境の変化と対応
～新型コロナウイルス禍の学生支援を「スピード×タイミング×量」で対応する～

キャリア教育部 
ゼネラルマネージャー

杉本 雅視

オンライン授業の満足度はどのくらいですか？「履修していない」の回答を除く

結果：オンライン授業の満足状況は第1週目に引き続き概ね良好ですが、語学科目に関してはあまり満足できて
　　  いない学生の割合が多少高めですので、引き続き工夫が必要です。

アンケート実施期間：5/30～6/3（授業5週目終了後）　回答数：977名（回答率24.1%）

オンライン授業の学生向けアンケート集計結果は下記アドレスからご覧ください。
▶https://www.kandagaido.ac.jp/kuis/news/93268
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Innovation KUIS 2020の特徴
1.  基本方針を明確にし、教員・職員・学生が協働で取り組むプロジェクトとして位置付けた

2. 教員・職員が一体となった支援チームを構成した

3.  教育の質、授業の目的を変えないことを基本とした

4.  専任教員だけではなく、非常勤講師も含めた支援を行った

5.  在学生・新入生向けに「オンライン授業準備講座」を実施した

6. 保護者向けのオンライン授業体験会を実施した

7.  前期授業開始後も教員向け「オンライン授業情報交換サロン」を継続的に開催した

8.  学生向け、教員向けアンケートを継続的に実施し、一般公開を含めて結果をフィード
バックした
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Kuis News File　　※学年は活動時のもの

対日理解促進交流プログラム「カケハシ･プロジェクト」の一環
として本学で見学会を実施

　外務省推進事業『対日理解促進交流プログラム「カケハシ･プロジェクト」～日系人青少年招へい
第2陣～』（一般財団法人日本国際協力センター実施）の一環として、本学で見学会が実施された。
　当日は日系米国人大学生が来校し、本学学生がキャンパス内を英語で案内した。その後は小グ
ループに分かれてディスカッションを行い、日米の大学生同士による交流を行った。参加した在学生は

「ディスカッションを通して日系米国人の歴史を学び、とても有意義な時間を過ごすことができた」と
感想を述べた。

江藤一郎名誉教授の特別最終授業を開講

　1月11日(土)、江藤一郎名誉教授による特別最終授
業が行われた。1996年から20年超の長きにわたり本
学外国語学部スペイン語学科/スペイン語専攻にて教
鞭を執ってこられた江藤名誉教授は、2017年3月に定
年退職後も本学でのスペイン語教育に尽力された。
　当日は在学生や教職員、さらに江藤名誉教授からス
ペイン語を学んだ卒業生たちが多数、教室に集った。
当初予定していた会場が満員となったため、急きょ大
教室へ移動し開講され、江藤名誉教授の人望の厚さをうかがわせた。
　授業では「スペイン語"雑"学概論ースペイン誤訳留学ー」と題し、江藤名誉教授が長年の研究教育
のかたわら蓄積してきたスペイン語とスペイン文化にまつわる数々の「雑学プリント」のエッセンス
を、ご自身のスペイン・グラナダでの留学・在外研究での経験を交えながら、縦横無尽に語られた。会
場では時に笑いが巻き起こる場面もあり、最後は惜しまれながらも満場の拍手のうちに授業が終了
した。授業後の教室には最後まで江藤名誉教授との会話を楽しむ在学生・卒業生の姿が見られた。
　今後も、江藤名誉教授は神田外語大学の公開講座にて教鞭を執られる。

「OBOG交流会 〜Meet Your Alumni 2020〜」開催

　1月11日（土）、本学8号館にて「OBOG交流
会～Meet Your Alumni 2020～」が開催さ
れた。（キャリア教育部・神田外語大学同窓会共
催）
　当日は、商社・航空・メーカー・ホテル・物流・IT・
公務員など、さまざまな業界で活躍している卒
業生75名が参加。また在学生も82名が来場し、
計157名の参加者数となり、2年ぶりの大規模
なキャリア支援イベントとなった。
　交流セッション（座談会）は、1回50～60分間のセッションを3回行う形で実施した。開催後、在学生
からは、「全く考えていなかった業界にも興味が生まれ、視野が広がった。」「就職活動に対する不安や
疑問が解消された。」などの声が上がっており、大変有意義な時間を過ごせた様子がうかがわれた。
　今回は卒業生と在学生の参加者数がほぼ同数だったため、時には1対1で深く話し込む場面も多く
見られた。積極的に話を聞きに行く在学生の姿も多く、例年に比べ、より活発な交流ができたイベン
トとなった。

本学が国際的なチューター育成プログラム実施機関として認定される

　本学アカデミックサクセスセンター（ASC）が実施しているピアチュータープログラムが、ITTPC 
(International Tutor Training Program Certification)の
国際標準チュータートレーニングプログラム「レベル1」を実施
する大学として、米国に本部を置く学会CRLA(Co l lege 
Reading and Learning Association)より認定された。
　ITTPCは、大学等で学生同士が学びあうチューター制度にお
いて、学習サポートを行うチューターの質を標準化することを目
的に、設けられた認定制度である。
日本国内では、沖縄県の名桜大学、北海道のはこだて未来大学
に次いで3番目の認定大学となる（2020年2月時点）。これにより、本学は一定のチューター養成課
程を修了した学生に対して、国際基準の「チューター認定証」を発行することが可能となった。

新入生・在学生に向けた、卒業生からの応援メッセージ企画を実施

　新型コロナウイルス感染拡大の影響があるなかで不安を抱える新入生・在学生のため、神田外語大
学同窓会が中心となり、卒業生から応援メッセージを募集する企画を実施した。募集期間は5月8日

（金）～5月31日（日）で、計27名の卒業生からあたたかいメッセージが贈られた。普段のようにキャンパ
スで学友と会えず環境の変化に戸惑いを感じている在学生は、同じ大学に通った先輩から多くのエー
ルをもらい勇気づけられた様子であった。以下、メッセージを抜粋。

〈卒業生からの応援メッセージ〉
　新型コロナウイルス流行のため、登校できず、友人や先生方とも会えず、本来の大学生活を送ること
ができない今の状況は、とても辛いと思います。特に新入生や留学生は不安でいっぱいなのではない
でしょうか？私が在学中に東日本大震災が起き、道路が歪み余震が続き心細いなか、友人や先生方に支
えられ授業を受けたことを思い出します。 「いつも通り」の生活が戻ってくることを信じて、みんなで乗
り切りましょう。卒業生として応援しています。

〈在学生からのサンキューメッセージ〉
　たくさんの勇気のでる前向きなメッセージをありがとうございます。私は就職活動が滞り不安になっ
ていましたが、先輩方のように優しく立派な考え方をもつ社会人になるために頑張ろう、とやる気が湧き
ました。今だからできることを精一杯に取り組み、残りの大学生活を大切にしたいと思います。先輩方も
不安定な情勢の中で大変なことと存じますが、神田外語大学の後輩として、心より応援しております。

その他のメッセージは大学ホームページに掲載中。
▶https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/70243/

関東国際高等学校と高大連携協定式を挙行

　2月14日(金)、本学と関東国際高等学校は「高大連携協定」
の協定式を挙行した。これは国内初となるインドネシア語・ベト
ナム語・タイ語といった東南アジア３言語における高大連携協
定である。本協定により両校のカリキュラムの再編や、関東国
際高等学校の2年生、3年生には本学からアクティブラーニン
グによる英語授業の提供、本学への進学が決まった生徒には
高校3年後期に大学での英語4技能学習サポート、大学の履修
科目免除などを実施することを検討している。
　協定式では多くの教育業界関係者を来賓として迎え、両校
代表挨拶や協定の経緯、関東国際高等学校に在籍する生徒の紹介ほか、本学の春日淳教授(東南ア
ジア3言語専攻長、外国語学部アジア言語学科ベトナム語専攻)より「東南アジア３言語を学ぶ若者た
ちの未来」と題してメッセージを贈った。その後、本学の宮内孝久学長と関東国際高等学校のジェー
ムズ・ハーマン校長による協定書への調印が行われた。

第91回外務省在外公館派遣員試験に合格

　第91回外務省在外公館派遣員試験に18名が合
格した（姉妹校・神田外語学院の在学生・卒業生2名
を含む）。この11年間で、本学と神田外語学院の在
学生・卒業生の外務省在外公館派遣員試験合格は
73カ国168名となった。

土屋 祐太朗土屋 祐太朗（英米語学科4年）
　【派遣先】在パプアニューギニア日本国大使館
髙階 大祈髙階 大祈（英米語学科3年）
　【派遣先】在ベンガルール日本国総領事館
渡邊 綾渡邊 綾（英米語学科4年）
　【派遣先】在ガーナ日本国大使館
宮内 睦歩宮内 睦歩（国際コミュニケーション専攻4年）
　【派遣先】在バルバトス日本国大使館
椛澤 舞子椛澤 舞子（英米語学科4年）
　【派遣先】在ウガンダ日本国大使館
齊藤 み友齊藤 み友（英米語学科4年）
　【派遣先】在トリニダード・トバゴ日本国大使館
北住 阿璃紗北住 阿璃紗（国際コミュニケーション専攻4年）
　【派遣先】在インド日本国大使館
村田 真悠村田 真悠（国際コミュニケーション専攻4年）
　【派遣先】在大韓民国日本国大使館
冨田 昌芳冨田 昌芳（中国語専攻4年）
　【派遣先】在広州日本国総領事館

大石 悠介大石 悠介（ブラジル・ポルトガル語専攻4年）
　【派遣先】在レシフェ日本国総領事館
武田 美里武田 美里（スペイン語専攻2019年卒業）
　【派遣先】在コロンビア日本国大使館
柴田 三揮柴田 三揮（英米語学科4年）
　【派遣先】在イラン日本国大使館
河野 紗奈河野 紗奈（スペイン語専攻4年）
　【派遣先】在チリ日本国大使館
世木澤 みのり世木澤 みのり（インドネシア語専攻4年）
　【派遣先】在インドネシア日本国大使館
梅田 夏美梅田 夏美（国際コミュニケーション専攻2019年卒業）
　【派遣先】アフリカ連合日本政府代表部
甚野 匠甚野 匠（スペイン語専攻3年）
　【派遣先】在ホンジュラス日本国大使館
久郷 桃久郷 桃（神田外語学院英語専攻科2年）
　【派遣先】在ヨルダン日本国大使館
菊地 ひかり菊地 ひかり（神田外語学院英語専攻科2018年卒業）
　【派遣先】在エジプト日本国大使館

神田外語大学 グローバル・コミュニケーション研究所　久保谷 富美男
TEL：043-273-2324   E-mail：kubotani@kanda.kuis.ac.jp

この外務省在外公館派遣員試験の対策を含む勉強会『｢∞｣グローカル教養講座』はグローバル・コミュニケー
ション研究所が主催しています。在学生・卒業生の皆さんも希望する方は、いつからでも勉強会に参加可能です
ので下記までお問い合わせください。

※学年は合格当時のもの
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2019年度卒業生が千葉県と千葉市から表彰

　2019年度の本学卒業生３名が、千葉県と千葉市から表彰を受けた。千葉県知事賞と千葉県私立
大学短期大学協会 会長表彰は、在学中に学業に励み、他の学生の模範となる優秀な成績を修めた
者に対して授与される賞である。また千葉市大学市長賞は、千葉市のまちづくりに寄与し、活性化に
貢献すると共に、学業成績が優秀な者に対し授与される賞である。各賞の受賞者と詳細は下記の通
り。

千葉県知事賞
受賞者：谷津 佑典（英米語学科）
受賞理由：ラグビーワールドカップ2019日本大会の日本戦を含む4試合において、ラグビーニュー
スを配信するメディアのレポーターとしてボランティア活動を実施したほか、朝日新聞と14大学・法
人による連続フォーラム「朝日教育会議｣（2019年開催）に学生代表の一人としてパネルディスカッ
ションに登壇するとともに、学業成績も大変優秀であった。

千葉市大学市長賞
受賞者：湯原 海輝（国際コミュニケーション学科国際ビジネスキャリア専攻）
受賞理由：ゼミにおいて、幕張地域の商店街の飲食店やホテル、本学学生食堂でも利用可能な学割
回数券「幕割（まくわり）」の運用を企画・販売し、千葉市の地域経済の活性化に寄与したほか、学業成
績も大変優秀であった。

千葉県私立大学短期大学協会 会長表彰
受賞者：鈴木 笙太（国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻）
受賞理由：優れたアジアのドキュメンタリーの世界配信サービスを提供する株式会社アジアンドキュ
メンタリーズ主催「ドキュメンタリー映画感想文コンクール」（2019）において、優秀賞（学生の部）を
受賞するとともに、学業成績も優秀であった。

｢フィリピン英語会話モジュール｣公開

　本学と東京外国語大学の共同開発による無料
インターネット教材「世界の英語モジュール」の
第9弾となる「フィリピン英語会話モジュール」を
公開した。アジア英語としては、シンガポール英
語、インド英語に続いて3番目の英語会話モ
ジュールとなる。
　フィリピンはアジアで最も英語が使われてい
る国である。近年、日本からフィリピンへ数多くの
日本人がビジネスや観光で訪問し、英語の学習
を目的とした渡航者も増えている。また、在日
フィリピン人の数が30万人を超える現在、日本の英語教育の現場にフィリピン人が登用されること
も珍しくなくなった。フィリピン英語はアメリカ英語を規範とし、タガログ語やスペイン語の影響も受
けた独特な英語となっている。

詳しくはこちら➡http://labo.kuis.ac.jp/module/
※ 本モジュールは、日本学術振興会の科学研究費助成事業（基盤研究(B)、課題番号18H00695、研究代表者：

矢頭典枝）の補助金を受領して実現している。

「KUIS中国語専攻・新入生オンライン歓迎会2020」を開催

　5月16日（土）、キャリア教育部はWEB会議シ
ステムを利用した、オンラインでの「中国語専攻
新入生歓迎会」を開催した。世界各地において拡
大している新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、大学生活を謳歌できていない新入生のた
めに、中国語専攻の在学生・卒業生・教職員を交
えた歓迎・交流の場を設けた。
　当日は在学生（1～4年生）43名、卒業生27
名、教員4名と、計74名の参加となり、8つの小グ
ループに分かれて、50分間ずつ計2回のセッショ
ンを行った。WEB上で実施したことにより、物理的には足を運ぶことができない海外（上海・台湾）在
住の卒業生も参加が可能となった。
　進行は二部制とし、第一部は中国語専攻の先生方からのご挨拶に始まり、卒業生による卒業後の
キャリアや、在住している現地の様子などが語られた。第二部では、在学生・卒業生・教職員がそれぞ
れ小グループに分かれ、交流セッションを行った。卒業生や教職員からは、コロナ禍で大学でのキャン
パスライフを送れない現状に対する励ましやアドバイスがあり、1年生からも先輩学生や卒業生に対
し、「大学生活ですべきことは何か」「履修して良かった授業」「中国語を使って仕事をしているか」な
ど、中国語専攻のさまざまな世代が集まる場ならではの多様な質問が飛び交い、有意義な時間を過
ごせている様子だった。
　先生方からも、久しぶりに卒業生たちにも会えて非常に嬉しかったとの感想が寄せられ、オンライ
ンだからこそ手軽に実現できる交流の場を重ねていくことが、縦の繋がりを築き上げていくうえで大
切だと実感する機会となった。

外務省「Juntos!!中南米対日理解促進交流プログラム」 に 
在学生2名が参加

　イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専
攻の学生2名が、2月29日(土)～3月9日(月)の期間、
外務省の「Juntos!!中南米対日理解促進交流プログラ
ム」に参加した。このプログラムは、在日ブラジル人の
支援やブラジルとの交流活動に従事するNPO関係者
等をブラジル(サンパウロ、パラナ)に派遣し、日系人や
ブラジルに関する理解を促進し、ブラジル訪問経験を
日本での活動につなげることを目的としている。
　1月に応募が始まり、本学からは2名の学生が選考に合格し、ブラジルへ派遣された。現地で学生
たちは、若者日系人グループとの意見交換、出稼ぎ帰国者との懇談、日本関連施設等への訪問を
行った。イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専攻の渡辺風香さん(3年生)は、在日ブラジ
ル人の進学率の低さに関心をもち、それを上げるために大学生という立場で何かできないかという
想いで参加を決意。｢ブラジルは日本と違い、生徒の個性を重視し、教師も一人ひとりに寄りそった教
育をしていた。今回の経験を活かし、将来は海外にルーツをもつ子どもたちへの教育支援や、その家
族のサポートをしたいと思った｣など、本プログラムは短期間ながら、学生たちにとってブラジルとい
う多国籍国家のなかで約200万人の日系社会について理解を深める機会となった。

　田中真紀子教授（外国語学部英米語学科・教授/児童英語教
育研究センター・センター長）の著書が研究社より刊行された。
　2020年度から小学5、6年生の正式な教科となる英語では、

「聞く」「話す」に加えて、「読む」「書く」ことを学ぶ。英語絵本を用
いた言語活動は、文字の読み書きや語彙習得に効果があるだ
けではなく、英語のコミュニケーション能力の育成にも活用で
きる。また、他教科との連携も行いやすいというメリットもある。
　本書では、アメリカの小学校でよく行われている絵本を用い
た読み書き指導を日本の小学校でどのように取り入れることが
できるかを解説。その実践編として、効果的な読み聞かせ活動
ができる絵本形式のストーリー7点を厳選し収録。ストーリーの
内容から展開して実際に教室で行えるさまざまな活動例とそ
の指導手順を詳しく説明している。
　各ストーリーの朗読音声データに加え、その絵本ページと、
活動で使用する絵カードやワークシートを無料ダウンロードで
きる。（研究社HPより）

　徳増浩司客員教授（ボランティアセンター）の新著『君たちは
何をめざすのか《ラグビーワールドカップ2019が教えてくれた
もの》』が発売された。2015年より本学主催の「通訳ボランティ
ア育成セミナー」でも講師を務めてきた徳増客員教授は、ラグ
ビーワールドカップの大会招致から運営まで16年間ラグビー
ワールドカップの日本開催に貢献してきた。
　本書の中には、著者の多くの体験談から「国際コミュニケー
ションの大切さ」とそのキーポイントが明示され、その独特の
メッセージは本学の学生にとって特に学ぶべき内容が網羅され
ている。

著者：田中真紀子
発行：研究社
判型：A5判並製
項数：182項
定価：本体2,100円＋税
ISBN：978-4-327-41102-2

著者：�徳増浩司
発行：ベースボール・マガジン社
判型：A5判
項数：232頁
定価：本体1,700円+税
ISBN：978-4-583-11294-7

『絵本で教える英語の読み書き　
  ―小学校で実践したい英語絵本の指導法』

『君たちは何をめざすのか《ラグビーワールド
カップ 2019TMが教えてくれたもの》』

　本学大学院言語科学研究科は、東京キャンパスに英語学専攻MA TESOLプログラム（修士課程）を置き、千葉幕張
キャンパスに日本語学専攻 日本語学コース/日本語教育学コース（修士課程）と言語科学専攻（博士課程）を置いています。
それぞれのキャンパスで、大学院説明会、講演会、入学試験を実施しています。新学習指導要領で求められる授業力を
育成する、１年制の「TESOL履修証明プログラム」 (非学位プログラム) が2020年4月から新規にスタートしました。

・・・・・・ 大学院からのお知らせ ・・・・・・

■大学院言語科学研究科　https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/grad/　
■お問い合わせ　神田外語大学 言語科学研究科　Email : infograd@ml.kuis.ac.jp
英語学専攻 TEL:03-3254-3586（月・木〜日 11：00〜18：00）　日本語学専攻 TEL:043-273-1320（月〜金 9：30〜17：30）

Ⅰ期 出願期間 2020年9月16日（水）〜9月30日（水） 試験日 10月17日（土）

Ⅱ期 出願期間 2020年12月9日（水）〜2021年1月6日（水） 試験日 2021年1月23日（土）

Ⅲ期 出願期間 2021年2月8日（月）〜2月15日（月） 試験日 2021年2月25日（木）

日本語学専攻
［千葉］

2020年9月期入学 出願期間 2020年7月1日（水）〜8月26日（水） 試験日 9月6日（日）

2021年4月期入学 出願期間 2020年12月1日（火）〜2021年1月15日（金）試験日 2021年1月24日（日）
英語学専攻
［東京］
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同窓会・ホームカミングデーや本学開催の諸行事への参加

企業内、職域などの同窓の集まりに参加

ゼミや研究室の集まりに参加

クラブ・サークルの集まりに参加

ホームページや SNS（Facebook、Twitter など）の閲覧をしている

本学に寄付をしたことがある

友人、知人、親戚等に神田外語大学関係者（学生・教職員）がいる

公開講座、図書館の利用など、自身の学習のため

同窓との付き合いを保っている

恩師との付き合いを保っている

仕事上のつながりがある

つながりはない

その他

本学とどのようなつながりがありますか。

海外での勤務経験や業務における外国語の使用について
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卒業生アンケート2019卒業生アンケート2019

　千葉県南総文化ホール（館山市）において、「第11回国際
交流フェスタ in AWA 外国人による日本語スピーチコンテ
スト」（千葉県南総文化ホール主催）が開催され、本学留学生
別科の交換留学生が見事上位に入賞した。
　初級の部において観客賞を受賞した Jean Felipeさんは、

「難しい数字」と題したスピーチにおいて、西欧諸語と異なり
「万」の桁が単位として存在する日本語の数字の難しさを日
本での経験談を交えながら観客にわかりやすくスピーチし
た。
　上級の部において優秀賞を受賞した李 靑衍さんは、「待つのが上手な日本人」というスピーチにお
いて、日本人が待つことを苦にしないという気づきをもとに、その文化的特徴を日本語の言語的側面、
さらには哲学者の洞察も交えて説得力豊かにスピーチした。
　上級の部で最優秀賞と観客賞を受賞した李 瑄宰さんは、「私にとって日本は祖父」と題したスピーチ
において、千葉県で育ちながらも戦争によって帰国したために日本に残った姉と離れ離れになってし
まった韓国人の祖父への愛情を感動的なエピソードとともに伝え、観客の涙を誘った。上級の部では、
受賞者2名が上位賞を本学留学生別科の交換留学生が受賞した。

　「第14回 日本でタイ語を
学ぶ学生のためのタイ語弁
論大会」が本学ミレニアム
ホールにて開催された。
　今年は「努力」をテーマに、
3大学、神田外語学院の学生
が普段学習している成果を発
揮した。受賞者は以下の通り。

　「2019年JAL中国語スピーチコンテスト東京大会」にお
いて、アジア言語学科中国語専攻3年生の大澤萌子さん
が見事優勝した。
　大澤さんは賞品としてJALロゴ入りのスーツケースを
獲得し、2020年3月に台湾への研修旅行に招待された。

「第11回国際交流フェスタ in AWA 千葉県在住外国人「第11回国際交流フェスタ in AWA 千葉県在住外国人
による日本語スピーチコンテスト」による日本語スピーチコンテスト」[2019年12月8日（日）][2019年12月8日（日）]

「第14回タイ語弁論大会」「第14回タイ語弁論大会」[2019年12月14日(土)][2019年12月14日(土)]

「2019年JAL中国語スピーチコンテスト東京大会」「2019年JAL中国語スピーチコンテスト東京大会」
にて優勝  にて優勝  [2019年12月7日（土）][2019年12月7日（土）]

弁論大会・スピーチコンテスト
※学年は受賞時のもの

▪受賞者▪受賞者
【初級の部】
観客賞：Jean Felipe Henriques Coutinho 
　　　 （ブラジル、ジュイス・ジ・フォーラ大学からの交換留学生）

【上級の部】
最優秀賞＆観客賞：李 瑄宰（イ・ソンジェ）（韓国、世宗大学からの交換留学生）
優秀賞：李 靑衍（イ・チョンヨン）（韓国、金剛大学からの交換留学生）

▪受賞者▪受賞者
　優勝　大澤　萌子（中国語専攻3年）

実施期間 ：  2020年1月～3月
告知方法 ： 卒業生Facebook および2020年1月11日(土)ホームカミングデー参加者
実施方法 ： Googleフォームを使用したWebアンケート
　　　　　※ホームカミングデー参加者の一部は紙のアンケート用紙を使用
回答所要時間 ： 約10分　　対象者 ： 卒業生　　有効回答数（2月末までの集計分） ： 158件

〈アンケート結果一部掲載〉

　神田外語大学・学院では全国高校向けの広報活動をより充実させるべく、お住まいの地域
周辺の高校を訪問し、先生や生徒に大学、学院の紹介を行う「神田外語進学アドバイザー」を
募集しています。
　1994年にスタートした制度で、現在、北海道、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神
奈川、新潟、富山、長野、静岡、福岡地域にて、計44名のスタッフが活動しています。
今回、以下の地域の方を特に募集いたします。
栃木県宇都宮市以北、群馬県、東京都（世田谷区、中野区、台東区）、神奈川県（東横線
沿い（武蔵小杉方面）、横浜市営地下鉄沿い）、新潟県、山梨県

ご興味がある方は必要事項（氏名〈フリガナ〉、既婚の方は旧姓、卒業年及び学科・専攻、現住所、
電話番号）を記入し、下記問い合わせ先までメールにてご連絡ください。

〔応募資格〕
◦ 神田外語大学または神田外語学院をご卒業後、3年以上の職務経験がある60歳未満

の方。
◦平日の昼間に高等学校への訪問、ガイダンス参加が可能であること。
◦ 進学アドバイザーとして指定の研修（年6〜7回）に参加可能であること。
◦ 基本的なPC操作（インターネット, メール, Word, Excel）ができること。
◦日常会話程度の英語力があること。
◦ 自宅PCやスマートフォンにてPDFファイルを確実に閲覧できること。

応募締切 ： 2020年8月30日（日）
神田外語大学 アドミッション&コミュニケーション部 進学アドバイザー募集係　
〒261-0014  千葉市美浜区若葉1-4-1  TEL：043-273-2826 / FAX：043-273-2988  
E-mail：event@kanda.kuis.ac.jp
※ ご記入いただく個人情報は、神田外語進学アドバイザー担当、及び神田外語グループからさまざまなご連絡をす

る目的にのみ使用いたします。

「神田外語進学アドバイザー」 新規スタッフを募集

お問い合わせ先

　卒業生の意見を今後の大学運営に活かすため、卒業生を対象としたアンケート(試行調査)を2018年
度に引き続き実施した。設問や選択肢は、本学が加盟するIRコンソーシアム(全国62の国公私立大学が
加盟)の共通項目を使用。回答者からは授業や学生生活の高い満足度と母校の発展に期待する声が寄
せられた。

（１）【大学入学時と大学生活】
　  ①入学試験形態　②志望順位　③授業科目・課外活動の熱心度
　  ④身についた能力　⑤海外渡航歴　⑥教育・研究・大学生活の満足度

（２）【卒業後の大学とのつながり】
（３）【就職状況】
　  ①初職の業種・就業形態　②初職の志望・選択理由　③現職の職種・職階・年収等
　  ④キャリアパスの満足度　⑤海外勤務経験　⑥英語検定試験スコア

（４）【社会で求められる能力】（１）④と共通
（５）【回答者属性】
　  ①卒業学科・専攻　②性別　③高校卒業時・現在の居住地　④現在の学習時間/週

調
査
項
目

【参加校】
（五十音/大学/専門学校順）大阪大学、神田外語大学、立命館アジア太平洋大学、神田外語学院

▪受賞者▪受賞者
【最優秀賞(全カテゴリーから2名)】
正田 ひかり（神田外語大学２年）
丸山 智恵子（神田外語大学１年）

【カテゴリー1：2年生の部】
１等 賞　正田 ひかり（神田外語大学）
２等 賞　白石 栞菜（大阪大学）
３等 賞　渡部 葵（神田外語大学）
努力賞　前園 沙恵（大阪大学）

【カテゴリー2：3,4年生の部】
１等 賞　西野 あすか（神田外語大学３年）
２等 賞　横溝 拓摩（神田外語大学４年）
【カテゴリー3：6ヵ月以下のタイ留学経験をもつ学生】
出場者なし

【カテゴリー4：6ヵ月より長いタイ留学経験をもつ学生】
１等 賞　ブー ホアン ドゥイ（立命館アジア太平洋大学４年）
２等 賞　菅野 賢太（神田外語大学４年）
３等 賞　細根 百香（神田外語大学４年）
【カテゴリー5：タイ人の親をもつ学生】
１等 賞　丸山 智恵子 （神田外語大学１年）
２等 賞　臼井 美菜 （神田外語大学１年）
３等 賞　松岡 美菜 （神田外語学院２年）
努力賞　藤村 有紗 （神田外語学院１年）

【神田外語大学　学生作文コンテスト1位】
1年生の部　松本 綾
2年生の部　渡部 葵

浜風祭、ホームカミングデー浜風祭、ホームカミングデー浜風祭、ホームカミングデー
開催開催開催についてについてについて

2020年度「第34回浜風祭」は10月24日(土)・25日(日)に開催します。
また、「第16回ホームカミングデー」は2020年度内の開催を検討して
います。
詳細は神田外語大学同窓会Twitter・Facebook・ホームページを
ご確認ください。
https://kandagaigo.ac.jp/kuis/alumni/
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神田外語大学ボランティアセンター活動報告神田外語大学ボランティアセンター活動報告神田外語大学ボランティアセンター活動報告
　ボランティアセンターは、今年度で設立から8年を迎え、2019年度1年間のボランティア参加者数は延べ
519名となった。
　今年は現時点では新型コロナウイルス感染拡大の影響によりボランティア活動ができる状況にないが、オ
ンラインで新入生向けに先輩の体験が聞ける座談会の開催、2021年に延期の予定となった国際的スポーツ
の祭典開催に向け、機運を盛り上げるためのイベントを企画する学生を募り、週1度のZoomでのオンライン
ミーティングの他、Slackというビジネスチャットツールを併用し企画を進めるなど、新しい生活様式に対応し
た新たな学生支援体制に取り組んでいる。

　2019年11月10日（日）～17日（日）、World Para Volley
（ワールドパラバレーボール協会）・日本パラバレーボール協会主
催の「World Super6（女子シッティングバレーボール国際大
会）」が台東リバーサイドスポーツセンター体育館（東京都台東
区）にて開催され、6名の在学生が帯同及び大会運営ボランティ
アとして参加した。World Super6は、世界ランキング上位国（全
４カ国：日本・アメリカ・ロシア・ウクライナ）の女子チームが参加す
るシッティングバレーボールの国際大会で、国際競技連盟公認と
しては日本で初の開催となった。
　参加学生は、海外チーム選手のお迎えやミーティングの語学サポート、その他サポート、Facebookでのス
トリーミングの際の画面操作、試合の中継手伝いなどの大会運営の補助にいたるまで、多岐にわたって活動を
行った。
　活動を通し、学生は、語学サポートの難しさを学んだとのこと。今後もこのような機会があればぜひ挑戦し、
スムーズにお互いの気持ちを伝えられるようになりたいと抱負を語った。

　1月15日(水)、７号館クリスタルホールに
て、2019年度ボランティア参加証授与式・報
告会を開催した。これは、2019年に国内外で
行われた各スポーツ大会での語学サポートボ
ランティアや大会運営、小中学校での語学教
育サポートなどで活躍した学生たちに向けて
感謝と激励を込めて表彰したものである。
　今回の授与式では、2019年に神田外語大
学ボランティアセンターが紹介したボランティ
アに参加した1年生～4年生までの本学の学生にボランティア参加証が授与された。今回は初の試みとして、
参加証授与の後に、（１）語学サポートボランティア・国際大会 （２）地域貢献・国際交流 （３）国際協力・国際開発
それぞれの分野で活躍した3名が、ボランティアに参加したきっかけや、ボランティアを通して学んだことなど、
これまでの活動と抱負を合わせて報告した。

　6月8日（月）～10日（水）の3日間、ボランティア経験者によるZoomを使ったオンライン座談会を開催し、新
入生を中心に各日30～40名程度の学生が参加した。
　各日2名の先輩学生が10分ずつ自分のボランティア体験を話し、残りの時間で参加者からの質問を受け付
ける、という形式で行った。発表した学生はこれまでの経験を話しただけではなく、ボランティアに興味のある
新入生に向けたメッセージも伝え、ボランティアができないなかでも準備ができることなどをアドバイスした。
　実施後のアンケートでは、このような先輩学生のメッセージに勇気づけられたという感想が見られたほか、ま
た座談会をやってほしいという要望も多く寄せられ、満足度の高さをうかがうことができた。

「World Super6（女子シッティングバレーボール国際大会）」帯同及び大会運営ボランティア「World Super6（女子シッティングバレーボール国際大会）」帯同及び大会運営ボランティア

2019年度ボランティア参加証授与式・報告会2019年度ボランティア参加証授与式・報告会

Welcome to KUIS！！ 先輩たちのボランティア体験～Zoomを使ったオンライン座談会～開催Welcome to KUIS！！ 先輩たちのボランティア体験～Zoomを使ったオンライン座談会～開催

2019年度ボランティア活動実績
ボランティア名 日程 人数

エアロビック協会Suzuki World Cup 語学サポートボランティア 4月13日(土)・14日(日) 3
千葉市小中学校ボランティア 4月1日(月）～2020年3月19日（木） 4
こどもラグビーワールドフェスティバル2019語学サポートボランティア 4月20日（土）・21日（日） 2
第24回海外高校生による日本語スピーチコンテスト企画運営ボランティア 4月27日(土）～8月24日（土） 5
柏市内小学校でのラグビークリニック語学サポートボランティア（All 
Blacks） 5月16日（木）～5月27日（月） 3
スパルタンレ-ス語学サポート・運営ボランティア 5月18日（土） 10
幕チャリ運営ボランティア 5月19日（日） 60
幕張新都心クリーンの日清掃活動（春） 5月22日（水） 1
流山おおたかの森高校外国人生徒サポートボランティア（前期） 6月17日（月）～7月10日（水） 2
2019年度千葉日本大学第一中学校 英語学習サポーター（前期） 6月～8月 1
八千代市こども支援ボランティア 6月～2020年3月31日（火） 2
千葉市立打瀬小学校留学生文化交流ボランティア 6月26日(水） 7
世界水泳2019オランダ選手団事前キャンプ語学サポートボランティア（KNT） 7月1日（月）～7月6日（土） 2
千葉県ユニセフ協会　設立15周年記念　ユニセフのつどい2019運営
補助ボランティア 7月7日（日） 7
ブラジルフェスティバル運営補助ボランティア 7月20日（土）・21日（日） 41
日中ビジネスマッチングイベント語学サポートボランティア 7月21日（日）・22日（月） 4
IIBC 東京国際合唱コンクール2019語学サポート・運営ボランティア 7月24日（水）～28日（日） 4
CIEE:オセアニア幼稚園ボランティア 7～9月 3
JR東日本語学サポートボランティア／テンポラリースタッフ（東京駅） 8月～ 4
JR東日本語学サポートボランティア／テンポラリースタッフ（成田空港駅） 8月～ 3
幕張ビーチ花火フェスタ2019「事前ビーチクリーン」ボランティア 8月1日（木） 11
第24回幕張本郷ふれあい祭り運営補助ボランティア 8月6日（火） 4
京都大覚寺日本文化体験＆語学サポートボランティア 8月21日（水）～23日（金） 12
ホストタウンボランティア：オリンピック委員会各国団長と自治体との交流会 8月22日（木） 3

「えいごであそぼ」英語講師ボランティア 8月22日（木）～24日（土） 5
ホストタウンボランティア：よさこいイベントでの各国参加者アテンド
語学サポートボランティア 8月24日（土） 1
第7回アフリカ開発会議(TICAD7)運営補助ボランティア 8月24日（土）～8月30日（金） 10
ホストタウンボランティア：チュニジア人音楽家の小学校訪問における
語学サポートボランティア 8月30日（金）～9月2日（月） 2
CIEE:オセアニア環境保護ボランティア 8～9月 6
CIEE:国際ボランティアプロジェクト 8～9月 13
CIEE:インドネシアボランティア 8～9月 2
CIEE:ベトナムボランティア 8～9月 1
CIEE:アメリカボランティア 8～9月 2
CIEE:カナダボランティア 8～9月 4
千葉市海浜アクアスロン大会運営補助ボランティア 9月7日（土）～8日（日） 10
レッドブル・エアレース千葉2019運営補助ボランティア 9月7日（土）～8日（日） 10
2019 World Taekwondo Grand-Prix語学サポート・運営ボランティア 9月13日（金）～15日（日） 8
Rugby World Cup 2019 Master Card VIP サポートスタッフ（吉香）9月14日（土）～11月4日（月） 4
幕張南小学校ニュージーランド交流会語学サポートボランティア 9月18日（水） 5
ラグビーワールドカップ2019フラッシュ・クオート・レポーター語学サ
ポートボランティア（Gracenote） 9月20日（金）～11月2日（土） 2
ラグビーワールドカップ2019ボランティア全国外大連合特別枠 9月20日（金）～11月2日（土） 7
ラグビーワールドカップ2019日本大会ボランティア「TEAM NO-SIDE」9月20日（金）～11月2日（土） 7
フィエスタメヒカーナ2019運営補助ボランティア 9月21日（土）～23日（月） 54
グローバルフェスタJAPAN2019運営補助ボランティア 9月27日（金）～29日（日） 17
第89回FICCオートキャンプ世界大会語学サポート・運営ボランティア 9月27日（金）～10月6日（日） 9
ZOZO CHAMPIONSHIP（ゴルフPGA TOURトーナメント）語学サ
ポートボランティア 10月21日（月）～27日（日） 5
2019年度千葉日本大学第一中学校 英語学習サポーター（後期） 10月～2020年2月21日（金） 5
流山おおたかの森高校外国人生徒サポートボランティア（後期） 10月～ 2
JR東日本：ラグビーワールドカップ2019熊谷駅語学サポートボランティア 10月9日（水） 2
即位礼正殿の儀 接遇支援業務 10月17日（木）～10月25日（金） 7
幕張ベイタウンハロウィンパーティ2019運営補助ボランティア 10月20日（日） 9

「英語で楽しむ親子おはなし会」読み聞かせボランティア 10月26日（土）･11月16日（土） 4
FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Masters 2019語学サポート・
運営大会運営ボランティア 11月1日（金）～11月3日（日） 9
第12回全世界空手道選手権大会語学サポートボランティア 11月9日（土）・10日（日） 3
World Super6（女子シッティングバレーボール国際大会）帯同および
大会運営 11月10日（日）～17日（日） 6
JR東日本語学サポートボランティア／テンポラリースタッフ（成田空港第２ビル駅）11月～ 4
JR東日本「学びの場」2019年度後期 11月11日（月）・12日（火）

11月27日（水）・28日（木） 5
幕張南小学校「学びフェスタ」講師ボランティア 11月16日（土） 11
第1回千葉県山武市九十九里浜植樹ボランティア 11月16日（土） 4
TOKYOベイエリアナイトランin豊洲　運営補助ボランティア 11月29日（金） 2
CIEE:台湾ボランティア 11月 1
JFAナショナルゴールキーパーキャンプ及び指導者養成コース語学サ
ポートボランティア 12月4日（水）～12日（木） 1
ゴルフ日本シリーズJTカップ語学サポートボランティア 12月7日（土）・8日（日） 1
高円宮杯フェンシングワールドカップ兼2020オリンピックテストイベント 12月13日（金）～15日（日） 6
大覚寺活け花体験会サポートボランティア 12月3日（火） 2
MAKUHARI BAY-PARKクリスマスイベント ボランティア 12月22日（日） 9
JR東日本語学サポートボランティア／テンポラリースタッフ（成田空港駅）2020年1月～ 7
こども歌舞伎公演チラシ語学サポートボランティア 2020年1月29日（水） 2
CIEE:国際ボランティアプロジェクト（アイスランド） 2020年1月～3月 1
CIEE:ベトナムボランティア 2020年1月～3月 1
CIEE:オセアニアチャイルドケアボランティア 2020年1月～3月 3
CIEE:オセアニア環境保護ボランティア 2020年1月～3月 1
CIEE:アメリカボランティア 2020年1月～3月 3
CIEE:カナダボランティア（地域サポート） 2020年1月～3月 1
成田国際空港語学サポートボランティア 2020年2月7日（金） 2
JR東日本語学サポートボランティア／テンポラリースタッフ（海浜幕張駅）2020年2月～ 1
CIEEカンボジアボランティア 2020年3月 3
中央区観光協会 外国語観光語学サポートボランティア 年間 9
NPO法人さざんかの会夢のふなっこ 学習サポートボランティア 前期・後期 10

神田外語大学の
「教育力」の高さを証明

　英国の新聞社タイムズの教育専門誌
「THE（Times Higher Education）」がベ
ネッセグループとのパートナーシップに基
づいて作成した「THE世界大学ランキング
日本版2020」に於いて、本学は総合で36
位（タイ）、私立大学の中では9位にランク
インした。このランキングは、これまで見
えにくかった日本の大学における「教育
力」に焦点を当て、学生の学びの質や成長
性に注目し、「教育リソース」「教育充実度」

「教育成果」「国際性」の4分野16項目を指
標として作成されている。分野別ランキン
グでは、「教育充実度」が7位、「国際性」が
18位という結果となった。

THE 世界大学ランキング 
−日本版2020−

私立大学順位 総合順位 大学名
1 11 国際基督教大学
2 13 早稲田大学
3 14 慶應義塾大学
4 20 上智大学
5 21 立命館アジア太平洋大学
6 33 立命館大学
7 34 豊田工業大学
8 35 芝浦工業大学
9 36 神田外語大学

10 39 東京理科大学
11 44 津田塾大学
12 45 同志社大学

45 関西学院大学
14 47 立教大学
15 49 学習院大学

分野別ランキング 教育充実度 TOP10　■は私立大学
順位 大学名 設置区分 教育充実度

1 国際教養大学 公立 93.0 
2 国際基督教大学 私立 90.5 
3 筑波大学 国立 84.9 
4 立命館アジア太平洋大学 私立 84.3 
5 北海道大学 国立 83.4 
6 上智大学 私立 82.8 
7 神田外語大学 私立 82.6 
8 東京外国語大学 国立 81.5 
9 東京工業大学 国立 80.8 

10 東北大学 国立 80.6 

−分野− 教育充実度

教育充実度とは
学生調査「授業・指導の充実度」「知り合いへの大学の推奨度」と、高等
学校の進路担当教員の評判調査「グローバル人材育成を重視している
大学」「生徒の力を伸ばしている大学」を集計。どれだけ教育への期待
が実現されているかを表したもの。

総合9 36
7位 18位

私
立
大
学
中 位

7位

位（タイ）
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2019年度卒業生、2020年度新入学生、
2020年度入試結果

　新型コロナウイルス感染拡大の状況をふまえ、3月21日（土）に挙行を予定していた2019年度
卒業式（学位記授与式）は中止となったが、937名の学生が卒業を迎えた。また、4月１日（水）に挙
行を予定していた2020年度入学式も中止となったが、1,019名が新たに本学の学生となった。
▪2019年度卒業生総数937名▪2019年度卒業生総数937名

（2020年3月31日現在）

外国語学部 931名

英米語学科 403名

中国語学科/専攻 56名

韓国語専攻 38名

インドネシア語/ベトナム語/タイ語専攻 59名

スペイン語専攻 59名

ブラジル・ポルトガル語専攻 47名

国際コミュニケーション学科 269名

大学院　言語科学研究科 6名

博士前期課程英語学専攻 2名

博士前期課程日本語学専攻 4名

▪教育職員免許取得者／▪教育職員免許取得者／
　日本語教員養成課程修了者／　日本語教員養成課程修了者／
　児童英語教員養成課程修了者／　児童英語教員養成課程修了者／
　�Certificate�Program�in�Japan�　�Certificate�Program�in�Japan�
Studies修了者Studies修了者

教育職員免許取得者 51名

日本語教員養成課程修了者 18名

児童英語教員養成課程修了者 7名

Certificate Program in Japan Studies修了者 7名

▪2020年度入学者総数�1,019名▪2020年度入学者総数�1,019名
（2020年4月1日現在）

外国語学部 1,005名

英米語学科 390名

アジア言語学科 191名

イベロアメリカ言語学科 139名

国際コミュニケーション学科 204名

2年次編入 23名

3年次編入 58名

大学院　言語科学研究科 14名

博士前期課程英語学専攻 6名

博士前期課程日本語学専攻 8名

 2020年度 入試結果
▪プレゼンテーション型入試▪プレゼンテーション型入試

学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率
アジア言語学科 9 48 47 12 3.9
イベロアメリカ言語学科 7 79 79 18 4.4
2学科合計 16 127 126 30 4.2
▪公募学校推薦入試▪公募学校推薦入試

学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率
英米語学科 60 139 137 119 1.2
アジア言語学科 17 50 49 33 1.5
イベロアメリカ言語学科 13 43 43 25 1.7
国際コミュニケーション学科 23 49 48 48 1.0 
4学科合計 113 281 277 225 1.2
▪自己推薦入試▪自己推薦入試

学科 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率
英米語学科 40 157 153 41 3.7 
アジア言語学科 30 123 121 32 3.8 
イベロアメリカ言語学科 22 77 74 24 3.1 
国際コミュニケーション学科 20 64 62 18 3.4 
4学科合計 112 421 410 115 3.6 
▪英語資格特別選抜入試▪英語資格特別選抜入試

学科・専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率
英米語学科 若干名 1 1 1 1.0 
国際コミュニケーション専攻 若干名 5 4 1 4.0 
2学科・専攻合計 若干名 6 5 2 2.5 
▪一般入試▪一般入試

入試区分 学科・専攻 募集
人員

志願
者

受験
者

合格
者

実質
倍率

一般入試
〈前期〉

A日程

英米語学科 130 532 512 132 3.9 
アジア言語学科 69 388 385 75 5.1
イベロアメリカ言語学科 49 176 173 47 3.7
国際コミュニケーション学科 69 357 345 87 4.0
4学科合計 317 1,453 1,415 341 4.1

一般入試
〈前期〉
B日程

英米語学科

※1

415 402 115 3.5 
アジア言語学科 311 302 65 4.6
イベロアメリカ言語学科 132 130 43 3.0
国際コミュニケーション学科 241 235 67 3.5
4学科合計 1,099 1,069 290 3.7 

一般入試
〈前期〉
C日程

英米語学科

※1

407 397 112 3.5 
アジア言語学科 339 336 69 4.9
イベロアメリカ言語学科 146 144 40 3.6
国際コミュニケーション学科 263 256 71 3.6 
4学科合計 1,155 1,133 292 3.9 

一般入試
〈後期〉日程

英米語学科 20 186 168 27 6.2 
アジア言語学科 5 186 173 22 7.9
イベロアメリカ言語学科 5 75 70 17 4.1 
国際コミュニケーション学科 7 119 107 20 5.4
4学科合計 37 566 518 86 6.0 

センター利用
入試〈前期〉

2科目

英米語学科 100 601 599 177 3.4 
アジア言語学科 24 448 448 114 3.9
イベロアメリカ言語学科 21 160 160 48 3.3
国際コミュニケーション学科 44 322 321 130 2.5
4学科合計 189 1,531 1,528 469 3.3 

センター利用
入試〈前期〉

3科目

英米語学科

※2

559 559 239 2.3 
アジア言語学科 334 333 99 3.4
イベロアメリカ言語学科 129 128 50 2.6
国際コミュニケーション学科 287 286 117 2.4
4学科合計 1,309 1,306 505 2.6 

センター利用
入試〈前期〉

4科目

英米語学科

※2

144 144 79 1.8 
アジア言語学科 54 54 24 2.3 
イベロアメリカ言語学科 50 50 20 2.5
国際コミュニケーション学科 53 53 24 2.2
4学科合計 301 301 147 2.0 

センター利用
入試〈後期〉

2科目

英米語学科 10 20 20 7 2.9 
国際コミュニケーション専攻 5 15 15 5 3.0 
2学科・専攻合計 15 35 35 12 2.9 

センター利用
入試〈後期〉

3科目

英米語学科 ※3 20 20 12 1.7 
国際コミュニケーション専攻 6 6 1 6.0 
2学科・専攻合計 26 26 13 2.0 

※1 募集人員は、一般入試〈前期〉A日程に含まれます。
※2 募集人員は、センター利用入試〈前期〉２科目に含まれます。
※3 募集人員は、センター利用入試〈後期〉２科目に含まれます。

同窓会メールマガジン登録キャンペーン実施中！
　神田外語大学同窓会では、新たに同窓会ホームページを開設しました。現在、
神田外語大学の卒業生にとって楽しく、お仕事の一助ともなる情報を定期的にお
届けするメールマガジンの登録キャンペーンを実施しています。ご登録いただい
た方には素敵なプレゼントもご用意していますので、同窓会ホームページを是非
ご覧ください！
神田外語大学同窓会ホームページはこちら
▶▶https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/alumni/

British HillsBritish HillsBritish Hillsからのご案内からのご案内からのご案内

https://www.british-hills.co.jp/
ブリティッシュヒルズ　TEL：0248-85-1313ご予約・お問い合わせ

ブリティッシュヒルズは国内にいながら英国を訪れたかのような文化的体験が
できるリゾートホテルで、四季折 の々イベントも開催しております。神田外語大
学の保護者の皆さま向けの優待プランもご用意しております。豊かな自然の
中、英国旅行気分を味わいながらリフレッシュしてみませんか？

● 料金：おひとり様 ￥20,000〜（1泊2食付・税サ込）

上記以外にも各種プランをご用意しております。
詳しくはホームページをご覧ください。

ご宿泊プランのご案内
　神田外語大学同窓会では、部活、サークルのOB・OG会やクラス会の開催を支援する制度を実施し
ています。 5名以上の本学卒業生・教職員（※退職された方も含みます）が参加する会であれば、参加
者１名につき¥1,000を支援します （※ただし年度内に1回限り）。また、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止対策として、対面だけでなくZoom等のオンラインツールを利用した集まりについても支援
いたします。詳しくは下記大学ホームページをご覧下さい。ご不明な点がございましたら、同窓会事務
局までお気軽にお問い合わせください。卒業生の皆様のご利用をお待ちしております。

神田外語大学同窓会事務局　〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1
TEL ：  043-273-2519　Email  almn@kanda.kuis.ac.jp
受付時間 ： 9:00〜17:15 

（土日・祝日、年末年始・入試期間・GW・お盆などの大学閉鎖期間を除く）

支援制度に関する
お問い合わせ

KUIS卒業生交流会支援制度のご案内KUIS卒業生交流会支援制度のご案内

KUIS卒業生交流会支援制度KUIS卒業生交流会支援制度 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/54647/

お問合せ 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-13-9 神田外語本部ビル3階　　神田外語キャリアカレッジ　担当　三好
電話 ： 03-3254-7100　/　Email ： kgcc@kifl.ac.jp　　TEL受付時間 ： 月〜金9:30〜18：00

【社内研修のご提案！】
こんな時こそ時間を有効に、オンラインで英語力を磨こう！こんな時こそ時間を有効に、オンラインで英語力を磨こう！

【ビジネス英語コース】 • Eメールライティング
 • スピーキング（雑談力）
 • ミーティング＆プレゼンテーション

【外国籍社員向け日本語コース】 • 生活日本語＆ビジネス日本語
 • 日本のビジネスマナー等

【非言語】 • 異文化理解研修

神田外語キャリアカレッジ

ご紹介者特典あり ： ご紹介者特典あり ： 
10,000円QUOカード進呈10,000円QUOカード進呈 
※ご契約成立時

特典

「英語教育公開講座2020」オンラインで開催！

　神田外語大学・神田外語学院は
9月19日（土）・20日（日）の2日間、
全国の小中高英語教員を対象に
した「英語教育公開講座2020」を
開催する。
　毎年多くの先生方にご来場い
ただき、29回目を迎える今回の
テーマは「英語授業のためのデジ
タル教材と機器」。今年度は初の
オンライン開催を予定している。
　基調講演には、「教えない授業」等ユニークな手法で新しい授業の形
をデザインする、新渡戸文化学園 山本崇雄先生をお迎えする。
　教育の形が大きく変化し、多くの学校でオンライン教育の対応が求め
られるなかで、新しい教材やIT機器の有効利用など、これからの教育現
場で役立つ講座を開講する。

対　象 ：  小学校・中学校・高等学校の先生方、英語教育関係者、 
英語・英語教育に関心のある方

講　師 ： 現役中高教員・神田外語大学教員・神田外語学院教員
〈開催日・会場〉〈開催日・会場〉 9月19日（土）・20日（日）オンライン開催(Zoom)予定
〈講座の詳細〉〈講座の詳細〉 https://www.kandagaigo.ac.jp/eikyo/

「第4回 高校生東南アジア小論文コンテスト」開催
　本学の創立30周年記念事業の一環としてはじまった、高校生東南ア
ジア小論文コンテストは、今年で第4回を迎える。第3回となった昨年
は、全国の高校生から2,024作品が寄せられた。コンテスト応募者は、

「インドネシア」「ベトナム」「タイ」の3部門の中から興味のある写真・記
事を一つ選び、1,000～1,200字の小論文にまとめる。 応募は1部門
につき1点となっているが、複数部門（最大3部門）での応募も可能。

［募集期間］ 2020 年 7 月 1 日（水）～9 月 11 日（金）
［応募資格］ 全国の高等学校に在学中の生徒 ※締切日時点
※ 高等専門学校、中等教育学校、海外の学校等については、高等学校

に相当する学年に在学する生徒
［応募詳細］ https://www.kandagaigo.ac.jp/essaycontest/
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　本年度より本学アジア言語学科主任を拝命いたし
ました岩井美佐紀と申します。私は1999年に本学
に着任し、20年以上教鞭を執ってまいりました。私の
専門は社会学で、現在の主要な研究テーマの一つに
アジア圏内の結婚移動があります。ベトナムを起点
に台湾や韓国などのグローバル家族の形成と社会
統合を調査研究しています。現在日本は約283万人
の在留外国人が居住し、その内84％がアジア各国
出身者であることから、すでに多文化・多言語社会に
なっています（総務省統計2019年）。最近の傾向と
して、神田外語大学にも外国ルーツの学生が増えて
いることを感じます。学生たちが「国際系の大学で多
様な価値観にふれるのが楽しい」と笑顔で答えてく
れるようなオープンな環境が本学の最大の魅力で

はないかと感じています。
　本学のアジア言語学科では中国語、韓国語、イン
ドネシア語、ベトナム語、タイ語の各専攻に分かれて
語学と地域文化を体系的に学びます。それ以外に、
留学やさまざまな課外活動を経験することで、この4
年間で地域言語とその文化を深く理解することがで
きるようになります。このような現地経験や文化理
解は、例えば日本におけるアジア諸国出身の人びと
とのコミュニケーションに大いに役に立つだけでは
なく、柔軟な思考力を身につけることもできます。ア
ジア言語学科では、さまざまな言語を駆使してさま
ざまなバックグラウンドをもつ人々と互いに尊重し
合い、自分の考えを世界に発信できる人材を育てる
ことをめざしています。

神田外語大学教員人事 新規任用（4月1日付） ①所属　②出身　③コメント

 昇　任	 	
英米語学科	 准教授	 小野塚　和人
英米語学科	 准教授	 藤巻　一真
アジア言語学科韓国語専攻	 教授	 平　香織
アジア言語学科ベトナム語専攻	 准教授	 伊藤　未帆
イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻	 教授	 青砥　清一

 退　任	 	
英米語学科	 語学専任講師	 内田　加奈美
英米語学科	 語学専任講師	 宗像　花草
アジア言語学科韓国語専攻　	 語学専任講師	 李　相勲
アジア言語学科インドネシア語専攻	 語学専任講師	 岡部　政美
イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻　	 副学長・教授	 柳沼　孝一郎
イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻　	 語学専任講師	 アナ・ピニャン・アルバレス
イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻　	 語学専任講師	 ニコラス・リコ
イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専攻　	 講師	 舛方　周一郎
イベロアメリカ言語学科ブラジル・ポルトガル語専攻　	 語学専任講師	 ヘンドリッキ・リンデラウフ
国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション専攻	 教授	 和田　純
アカデミックサクセスセンター	 講師	 酒井　亮征
留学生別科	 上級講師	 松尾　章
グローバル日本語センター	 上級講師	 尾沼　玄也
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 アナ・トイィッチェル
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 バートン・コメアワー
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 シャーロット・リン
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 ジョナサン・ロー
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 クリスタ・オーエン
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 ルアン・パスクッチ
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 ニコラス・トンプソン
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 レイチェル・マンリー
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 スコット・サステナンス
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 ジェイコブ・リード
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 カサラ・アレン
ＥＬＩ	 語学専任上級講師	 フィリップ・タオ
ＥＬＩ	 語学専任講師	 ジェシカ・ノヴァック
ＥＬＩ	 語学専任講師	 ヴァネッサ・ゴンゴラ
SALC		 上級講師・ラーニングアドバイザー	 山本　貴恵

井上 健人
（いのうえ けんと）

①英米語学科
②日本
③“Learn globally and Act globally” 
You’re the one who can make 

YOUR dream come true! We’re 
all here to help you.

Daniel Fernández Álvarez
（ダニエル フェルナンデス アルバレス）
①イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻
②スペイン
③こんにちは！バリャドリードから来まし

た。私と楽しくスペイン語を勉強しま
しょう！よろしくお願いします。

Nils Olov Fors
（ニルス オロフ フォルス）

①ELI
②Sweden
③I’m very happy to be at Kanda 

Univers i ty  of  Internat iona l 
Studies and I look forward to 
working with my students and 
colleagues!

Ran Kuperman
（ラン クーパマン）

①ELI
②Israel
③Education is important, but don’t 

forget to enjoy yourself too! Life 
is a journey, not a destination :)

Nicky De Proost
（ニッキー ド プルースト）

①ELI
②Ireland, Belgium
③Hello everyone! My name is Nicky — 

born in Belgium and grown in Ireland! 
I love books and video games, and I 
look forward to talking a lot about 
this with all of you.

Ashton Dawes
（アシュトン ドウズ）

①ELI
②USA
③As Shakespeare said, the road to true love never did 

run smooth. That might be the case for language 
learning, but a bumpy road can also be a lot of fun. 
You are on an amazing journey right now, so I wish 
you the best of luck in all your learning endeavours!

柏 真由美
（かしわ まゆみ）

①英米語学科
②日本
③I’m really excited to be part of KUIS! 

I ’m looking forward to learning 
together,  hav ing a  great  t ime 
together, and supporting you to 
achieve your goals! Happy learning :)

拝野 寿美子
（はいの すみこ）

①イベロアメリカ言語学科ブラジル・ 
ポルトガル語専攻

②日本
③私の専門は異文化間教育と移民研究で

す。ポルトガル語は多くの皆さんと同じよ
うに大学で学び始め、かれこれ○○年。
焦らず諦めず一緒に学びましょう。

鈴木 健太
（すずき けんた）

①グローバル・コミュニケーション研究所
②日本
③地域研究と現代史を専門にしていま

す。外語大学の視点を活かしなが
ら、世界と社会のさまざまな事象を一
緒に学んでいけることを楽しみにし
ています。

Thomas Ashton
（トーマス アシュトン）

①ELI
②England
③Hello everybody, I am Thomas 

from Cambridge, England. I look 
forward to meeting you all at the 
start of the next semester!

Ryan Felix
（ライアン フェリックス）

①ELI
②USA
③I am very much looking forward 

to  be ing  pa r t  o f  the  KUIS 
community. By learning from 
each other here, we learn about 
the world. Let’s begin!

Dominique Vola Ambinintsoa Razafindratsimba
（ドミニク ボラ アンビニンツア ラザフィンドラツィンバ）
①SALC
②Madagascar
③Hello, I’m from Madagascar, but I 

studied in the US and in New 
Zealand. I am looking forward to 
helping you with your language 
learning.

田川 憲二郎
（たがわ けんじろう）

①英米語学科
②日本
③「英語はどんな仕組みの言語なの

か？」 という素朴な疑問を抱き続けま
しょう。そして、その答えを一緒に見つ
けましょう。

Eliseu Pichitelli
（エリゼウ ピシテリ）

①イベロアメリカ言語学科ブラジル・ 
ポルトガル語専攻

②ブラジル
③Welcome to Portuguese classes 

!! Sejam bem-vindos às aulas de 
português!!

竹内 香織
（たけうち かおり）

①アカデミックサクセスセンター
②日本
③皆さんの英語学習を全力でサポート

していきたいと思います。一緒に頑張
りましょう！よろしくお願いします。

Christine Pemberton
（クリスティーン ペンバートン）

①ELI
②USA
③Hello!  I am from Chicago in the U.S.  I have 

lived in Japan and been teaching English for 
nine years.  I am a nature and animal lover and 
also enjoy games and movies.  I am really 
excited to join KUIS and to meet all of you!

Shalvin Singh
（シャルヴィン シン）

①ELI
②Canada
③Hi everyone! Looking really 

forward to meeting all of you and 
helping you achieve your language 
learning goals.

古島 友也
（ふるしま ともや）

①グローバル日本語センター
②日本
③KUISからの留学生もいるインドネシ

アのアトマジャヤ大学で勤務します。
ぜひインドネシアでお会いしましょ
う！

全 相律
（ジョン サンリュル）

①アジア言語学科韓国語専攻
②韓国
③「ことば」は人と人を繋ぐための道具

です。「ひと」に対する優しさを忘れず
に楽しく語学を勉強しましょう。

叶 尤奇
（ヨウ シュウキ）

①国際コミュニケーション学科国際 
コミュニケーション専攻

②中国
③コミュニケーションの理論と実践をつ

なげ、楽しく勉強しましょう。

Philip Cardiff 
（フィリップ カーディフ）

①ELI
②England
③Greetings to all students at KUIS! 

I come from Newcastle in the UK 
and have taught English in Kyoto 
and more recently Barcelona. I 
look forward to meeting you all.

Christina Brown
（クリスティーナ ブラウン）

①ELI
②USA
③Please call me Tina. I’m looking 

forward to talking with all of you!

Kodiak Atwood
（コディアック アトウッド）

①ELI
②USA
③Hi! I look forward to meeting you 

around campus and I hope I have 
the pleasure of teaching you in 
one of my classes!

藤岡 亮子
（ふじおか りょうこ）

①留学生別科
②日本
③人との出会い、異文化との出会い、

将来の職業との出会い―キャンパス
には様々な「出会い」が待っていま
す。

磯田 沙織
（いそだ さおり）

①イベロアメリカ言語学科スペイン語専攻
②日本
③「なぜ」という素朴な疑問を大事にし

て、とことん突き詰めて考えていきま
しょう！

Alexandra Mustatea
（アレクサンドラ ムスタツェア）

①国際コミュニケーション学科国際 
コミュニケーション専攻

②ルーマニア
③I’m looking forward to starting on this adventure with 

you all! This year ahead of us seems to be a challenging 
one, but with a bit of creativity and kindness, I’m sure 
we can make it into a memorable and fun experience.

Malgorzata Polczynska
（マウゴジャタ ポウチンスカ）

①ELI
②Poland
③Hi! Please call me Gosia /　ゴー

シャ. I’m really looking forward to 
meeting you soon and hope that 
you will enjoy my classes!

Prateek Sharma
（プラティーク シャルマ）

①ELI
②India
③Please don’t be afraid of making 

mistakes, rather turn them into 
opportunities.

Derek Herbert
（デレク ハーバート）

①ELI
②England
③Welcome everyone! Come and 

chat to me anytime.

Matthew Rivera
（マシュー リヴェラ）

①ELI
②USA
③Hel lo!  I  am or ig inal ly  f rom 

Chicago, USA. I am new to 
Kanda and Japan and am very 
excited to meet you all and learn 
and grow together.

【2年制課程】
英語専攻科、アジア／ヨーロッパ言語科（フランス語コース、スペイン語コース、中国語コース、韓国語コース、
インドネシア語コース、ベトナム語コース、タイ語コース）、国際ビジネスキャリア科、児童英語教育科、
国際エアライン科（キャビンアテンダントコース、グランドスタッフコース）、国際観光科、国際ホテル科

【アントレプレナーシップコース、国際協力コース※2021年4月設置】
グローバルコミュニケーション科、留学科（海外大学3年次編入コース、コミュニティカレッジコース）

【1年制課程】
英語基礎養成科

　　　　　　　入試センター　  0120-815-864（フリーダイヤル）　TEL : 03-3258-5838お問い合わせ

語学力と専門スキル、そして異文化を理解する心を持ち、世界各国で活躍できる人材を育成しています。空港語学力と専門スキル、そして異文化を理解する心を持ち、世界各国で活躍できる人材を育成しています。空港
や、国内外のホテル、企業内英語関連部署、観光関連、児童英語教育の現場や国際ビジネスの世界で、6万人以上や、国内外のホテル、企業内英語関連部署、観光関連、児童英語教育の現場や国際ビジネスの世界で、6万人以上
の卒業生が活躍しています。神田外語大学へ編入学できる専門学校です。の卒業生が活躍しています。神田外語大学へ編入学できる専門学校です。

★神田外語いしずゑ会〔本人・兄弟・姉妹〕入学金返還制度あり
神田外語学院（Kanda Institute of Foreign Languages）

アジア言語学科 主任就任のご挨拶
外国語学部アジア言語学科主任　岩井美佐紀
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4号館101教室がリニューアル！

　オンライン授業や、テレワークのビデオ会議、ウェブミーティング用に本学学内を背景画
像としてご用意しました。KUIS8や7号館外観、MULC、八風居など学内の特徴的な画像が
豊富に揃っています。1920×1080サイズですので、ダウンロードしてご利用ください。
詳しくはこちら ▶ https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/70471/

　4月からの新年度にあわせ、4号館の101教室がお洒落なウッディ調にリニューアルさ
れた。26年間使用された教室の机と椅子の入れ換えをはじめ、今後さまざまな用途で教
室が使用できるよう、可動式の椅子を加えた。教室前方にあった大きな教壇を撤去し、平
土間にすることで広く使うことも可能になり、座席数も従来の400席から約450席に増席
した。また、黒板を撤去し、3台のプロジェクター（300インチ1面、200インチ2面）を設
置。板書は電子黒板を使用し、プロジェクターから投影される。
　4号館の101教室は本学で一番大きな教室であるため、授業以外にも講演会やさまざ
まなイベントの開催など、幅広く使用していく。

　2021年4月に新設するグローバル・リベラルアーツ
（GLA）学部の最新情報をお届けする。
　GLA学部では、地球上で山積みになっているさまざまな
課題や、インターネットの普及、急速なグローバル化やAIの
台頭と少し前には考えられなかったような大きな変化に対
し、挑戦する強い意志と幅広い教養をもち、世界の平和と繁
栄に貢献できる人材を育成する。

【海外スタディ・ツアー実施に関する合意文章】
　GLA学部で1年次前期に全員が参加する海外スタディ･ツ
アーの候補地である、ヘブライ大学（The Hebrew University 
of Jerusalem）とスタディ･ツアーに関する合意文章を交わ
した。
　ヘブライ大学は、三つの一神教（ユダヤ教、キリスト教、イ
スラム教）にとっての巡礼地･聖なる都市として世界中の
人々を魅了する国際都市：エルサレムに位置している。同大
学は1925年に設立されたが、創設メンバーにはアルバート･
アインシュタインやジグムント･フロイトなどが名を連ね、こ
れまでにノーベル賞受賞者を8名輩出するなど、世界でも
トップレベルの総合大学である。運動施設、図書館、コン
ピューターセンターなどの学習環境だけではなく、セキュリ
ティーが行き届いた学生寮も完備しており、安全な学習環境
と生活環境を提供している。ヘブライ大学はスコーパス山の
麓（東エルサレム）に位置しているため、旧市街地を一望でき
るだけではなく、パレスチナのヨルダン川西岸地域や死海を
望むこともできる。
　また、同じく海外スタディ･ツアーの候補地であるマレーシ
アのプトラ大学（Universiti Putra Malaysia〈UPM〉）およ

びスインバーン大学（Swinburn University of Technology 
Sarawak Campus）とスタディ･ツアー実施に関する合意
文書を交わした。
　プトラ大学は、マレーシアの首都であるクアラルンプール
の近郊に広大なキャンパスを有する、学生数3万人を擁する
国立の総合大学である。ここでは、多民族国家であるマレー
シアの宗教や生活様式の多様性、都市と地方の経済格差な
ど、さまざまな多様性を学ぶことができる。もう1か所の研修
予定先であるスインバーン大学は、マレー半島から海を渡っ
たボルネオ島に位置する大学である。ここでは、豊かな自然
が近くにあることから、生物の多様性や熱帯雨林の再生など
地球的規模の課題に取り組む体験を行うことを検討してい
る。

【グローバル・リベラルアーツ学部特別奨学金制度】
　GLA学部では、学部独自の二種類の給付型奨学金を設定
する。
　一つは「GLA Freshman Scholarship〈入学試験成績優
秀者特別奨学金〉」。新しい学部の、新しい学生に大いに期待
し、生き生きと学生生活を送り、グローバル社会に貢献でき
る人材に成長して欲しいという想いから、入学試験の成績上
位者を対象に、1人100万円の奨学金を給付する。
　もう一つは「GLA Outstanding Student Scholarship

〈1・2年次成績優秀者特別奨学金〉」。入学後の学業が優秀で
あること、努力をしっかり継続したことを評価し、さらに今後
も努力を続け、新しい学部においてリーダー的な存在とし
て、ますます活躍して欲しいという想いから、1・2年次の成績
優秀者を対象に1人100万円の奨学金を給付する。

　１９８７年の本学開学後、初の学部増設に際して、より努力
をした学生にさらなる飛躍を期待し、GLA学部が本学のフ
ラッグシップ学部へと成長していくことをイメージし、設定に
至った。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により先行きが不透
明になっているが、そのような状況下においても高い意志を
もち、「Global Liberal Arts for Peace（平和のためのグ
ローバル教養）」のコンセプトのもと、世界の平和に貢献でき
る力を身につけようとする学生を応援していく。

お問い合わせ一覧　各部署へ直接お問い合わせください。
■受付時間

※8月1日（土）から8月16日（日）は、夏季休業期間とさせていただきます。

平　日
  9時00分〜11時10分
12時10分〜17時15分

土曜日
9時00分〜11時30分

お問い合わせ内容 部署名 電話番号
科目履修、成績 教務部 043-273-1320

留学 国際戦略部 043-273-1615
学生生活や奨学金、

各種証明書 学生支援部 043-273-2948

就職、進路 キャリア教育部 043-273-1598

お問い合わせ内容 部署名 電話番号
学生相談、

カウンセリング メディカルセンター 043-273-1495

授業料の納入 総務部 043-273-1322

図書館の利用 図書館 043-273-1192

入試、イベント アドミッション&
コミュニケーション部 043-273-2826

第１５回ホームカミングデー開催
　1月11日（土）、卒業生が一堂に会し、交流を深める「第15回ホームカミングデー」が
開催された。今年も大学のアジアン食堂「食神（しょくじん）」を会場に実施。毎年、卒業
20周年を迎える方々を特別招待生として迎えており、今回は第9期生（1999年3月卒
生）が対象となった。記念品の贈呈とともに、お祝いの場を設けた。また、ステージでは
昨年に引き続き、イオンモール幕張新都心内にある「よしもと幕張イオンモール劇場」
から2組のゲストが登場。注目の若手芸人である「サンタモニカ」と「ぼる塾」によるス
テージに、会場は大いに沸いた。その他、今回も卒業生の協力のもと、エノテカ(株)によ
るワイン提供がされた。
　同日、午前中には卒業生と在学生との「OBOG交流会」や、長らく本学で教鞭を執ら
れていた江藤一郎名誉教授による「特別最終授業」などのイベントが行われたこともあ
り、1日を通して久々に旧友との再会を喜び合う場面が多く見受けられ、会場のあちらこ
ちらで盛り上がりを見せる会となった。

本学の施設を使ったバーチャル背景用画像配布のお知らせ

グローバル・リベラルアーツ（GLA）学部最新情報（2021年4月開設）


