
https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/URL

関西大学入学試験情報総合サイトKan-Dai web
入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！

イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

https://www.kansai-u.ac.jp/fl/URL

外国語学部のさらに詳しい情報、最新のトピックを知るには、「外国語学部ホームページ」をご確認ください。

スタディ・アブロード・プログラムの体験者のメッセージも多数紹介しています。

外国語学部ホームページ

最新情報を手に入れよう!

外国語学部
URL https://www.kansai-u.ac.jp/f l/ 〒564‐8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.（06）6368‐1121（大代表） e-mail gaiji@ml.kandai.jp
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千里山キャンパス 

阪急電鉄「大阪梅田」駅から、「北千里」行で
「関大前」駅下車（この間約２０分）、すぐ。また
は「京都河原町」行の場合「淡路」駅下車、
「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。

大阪（大阪梅田）からのアクセス 

Osaka Metro堺筋線（阪急電鉄に相互乗
り入れ）が阪急電鉄「淡路」駅を経て「関大
前」駅に直通しています。

Osaka Metro利用のアクセス 

阪急電鉄「大阪梅田」行で「淡路」駅下車、「北
千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車、すぐ。

京都（京都河原町）からのアクセス 

大阪モノレール「大阪空港」駅から
「門真市（かどまし）」行で「山田」駅
下車、阪急電鉄に乗り換え「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

大阪国際（伊丹）空港からの
アクセス 

JR「新大阪」駅からOsaka Metro御堂筋
線「なかもず（方面）」行で「西中島南方」
駅下車、阪急電鉄に乗り換え「南方（み
なみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

新幹線「新大阪」駅からの
アクセス 

至大阪梅田

外国語学科

外
国
語
学
部

F a c u l t y  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e  S t u d i e s

学部案内  2 0 2 3

関西大学の入試日程やポイントをチェック！
入試情報2

入試イベントの詳細を掲載！
イベント情報1

関西大学入試センター
公式Instagram

6
関西大学の最新ニュースをお届けします。
キャッチ！ Kan-Daiニュース3

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

3

6

6

1 2

1 2

3

入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。 2次元コードを
読み取って、「友だち追加」を
してください。

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

DAILY VLOG
キャンパスライフをバーチャル体験！

4

関大生の1日を動画で体験！ キャンパスの雰囲気、ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう！

4

5

4

5

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう！



徹底した少人数教育で
「外国語のプロフェッショナル」を育成。

外国語学部では、高度な外国語コミュニケーション能力を備え、

世界を視野に入れて活躍できる「外国語のプロフェッショナル」を育てます。

英語あるいは中国語の主専攻言語はもとより、

プラスワン外国語（ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、朝鮮語など）の習得にも力を注ぎます。

また、5つのプログラムを通して、各言語が話される文化圏や

異文化交渉に関する鋭敏な洞察力、言葉やその習得の仕組みに関する高い見識、

そして通訳翻訳の理論や方法に対する深い理解を養います。

本学部では、入学時に主専攻言語として、「英語」または「中国語」のいずれかひとつを選択し、少人数

クラスのもと外国語運用能力の徹底的な伸長を図ります。加えて、プラスワン外国語・副専攻言語の卓

越した運用能力も育成します。

外国語運用能力を徹底的に伸ばす
少人数クラスとプラスワン外国語。

国際社会に貢献できる人材を育てる。

1特徴

2年次にスタディ・アブロード・プログラムとして、すべての学生が海外の提携大学へ約1年間の留学を

行い、言語や専門知識の習得だけでなく、寮生活やホームステイを通じて、その国の文化や歴史、考え方

や生活習慣を体験します。なお、留学時の取得単位は卒業単位に算入されるため、4年間で卒業が可

能です。

1年間留学しながら4年で卒業できる
スタディ・アブロード・プログラム。

3年次・4年次では、「言語コミュニケーション教育」 「言語分析」 「地域言語文化」 「異文化コミュニケー

ション」「通訳翻訳」という5つのプログラムを通して、専門知識の深化をめざします。総合大学の利点を

生かし、国際関係論や国際協力論、観光政策論のような幅広い社会科学系の科目の履修も可能です。

興味・関心に応じた分野で
専門知識を深化させる5つのプログラム。3特徴
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言語習得やコミュニケーションの基礎理論と外国語の学び方、教え方を
実践的かつ科学的に学びます。

言語分析
言語の仕組みや意味、機能を系統的に学びます。

通訳翻訳の理論や方法を系統的かつ体験的に学びます。

※2つ以上のプログラムを修了することも可能です。

通訳翻訳

文化と心理、異文化接触・交渉について学際的に学びます。

異文化コミュニケーション

地域言語文化
地域固有の言語文化に関する理解を深めるとともに、グローバル
社会に求められるさまざまな視点を身に付けます。

5つのプログラム
言語コミュニケーション教育

言語
コミュニケーション
教育プログラム

言語分析
プログラム

通訳翻訳
プログラム

異文化
コミュニケーション
プログラム

地域言語文化
プログラム

英語
or
中国語

2特徴
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Q.はみだし
Q&A 入学後すぐに実施するオリエンテーション中に選択します。（主専攻言語指定の入試による入学者は変更できません）A.主専攻言語、プラスワン外国語はいつ選択するのですか？

外国語の
プロフェッショナルとは？

スタディ・アブロード・プログラムで
外国語運用能力と「生きる力」を養成。

外国語を学ぶということは、異文化を理解することを通して、自国文化の価値を再認識することです。
私たちが養成しようとしている「外国語のプロフェッショナル」は、単に外国語が流暢に話せるだけでなく、異文化への理解と多文化共生力、問題解決力、
多面的思考力、批判的能力を備え、外国語を使って自分自身を世界に向けて発信できる能力をもった人材です。
関西大学外国語学部では、そのような「外国語のプロフェッショナル」へと導く充実した学習環境と、多彩なカリキュラムを展開しています。

■教育／中学校・高等学校教諭　教育産業　出版社

■企業／国内外航空会社　外資系企業　商社　観光

■国際機関／外交官　NPO、NGO職員

■通訳・翻訳／通訳者・翻訳者

■その他／マスコミ　製造業　国家・地方公務員

「外国語のプロフェッショナル」として活躍できるフィールド

外国語学部では、主専攻言語として英語、中国語または
日本語＊を選択し、少人数制（20人前後）で学んでいき
ます。これに加えて、ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペ
イン語、中国語、朝鮮語、英語のなかから1つの言語を選
択して、第2外国語を学べるプラスワン外国語を開講し
ています。クロス留学を選択した場合には、さらに時間数
を増やし、副専攻言語（ドイツ語・フランス語・ロシア語・
朝鮮語・中国語）として学ぶこともできます。

2年次に１年間の留学「スタディ・アブロード・プログラ
ム」を必須としています。留学前半は外国語運用能力
のレベルアップに集中、後半は専門科目の履修やイン
ターンシップ参加など、個々のレベルに応じて各大学
のプログラムに参加します。1年間にわたる留学では、
外国語運用能力の向上はもちろん、海外での生活習
慣や文化の違いを直接体感することで、どのような状
況でも問題解決ができる「生きる力」を高めます。

外国語に関連する5つの専門プログラムで、
社会の即戦力となる人材を育成。

3・4年次には、主専攻言語（英語、中国語または日
本語＊）とプラスワン外国語をツールに、各自の興味
に応じて、以下の５つのプログラムを通じて専門分
野を系統的に学びます。実践的な科目も多く配置さ
れており、少人数教育も徹底しています。なお、２つ
以上のプログラムを並行して学ぶことも可能です。

少人数制の学びと
プラスワン外国語の充実。

学びの特徴 POINTS

外国語学部の学びを形づくる3つの柱

プラスワン外国語
●ドイツ語　●フランス語　●ロシア語
●スペイン語　●中国語　●朝鮮語　●英語
※主専攻言語とは異なる外国語を選択します。

＊外国人留学生編・転入試による入学生対象

＊外国人留学生編・転入試による入学生対象

●英語　●中国語　●日本語＊
主専攻言語 1 言語コミュニケーション教育

2 言語分析

4 異文化コミュニケーション

5 通訳翻訳

3 地域言語文化

5つのプログラム

取得できる資格
■中学校・高等学校教諭一種免許状
　（外国語［英語］、外国語［中国語］）

■学芸員 ■司書 ■司書教諭

■社会教育主事 ■日本語教師養成講座

▶

学びにも課外活動にも積極的に関わり、
価値観が異なる相手と関係を築けるように。
　英語が好きで入学しましたが、中国語にも興味をもち、副専攻言語として学び始めました。そして2年次には台湾の国立成
功大学で英語と中国語を学ぶクロス留学に参加。外国語学校で世界各国からの留学生とともに中国語を学び、大学の学部
授業では国立成功大学の学部生とグループ学習を行いました。最初の頃は周りに助けてもらうばかりでしたが、できることを探
して行動することで、自分の存在価値を作り出すよう努力しました。また、現地の高校生に日本語を教えるTA活動など、さまざ
まな課外活動にも積極的に参加。複数のコミュニティで活動する中で、価値観の異なる人 と々も関係を構築する力が高まっ
たと思います。今後も言語運用能力や異文化理解などを生かし、困っている人に寄り添える自分でありたいと思います。

本田 恵梨佳さん
（兵庫／雲雀丘学園高校出身）

4年次生

学生インタビュー

身に付けた関係構築力を生かし

人との関わりを大切にしていきたい

文化背景が異なるさまざまな国の学生と交流し、
他人を認め、受け入れる姿勢が身に付きました。
　英語科の教員をめざそうと思い、英語の教育指導に関する研究が盛んな関西大学外国語学部を選びました。入学後の
１年間で英語のインプットとアウトプットをしっかり行い、2年次にカナダのアルバータ大学へ留学。コロナ禍でオンライン授
業が大半でしたが、香港から来ているルームメイトをはじめ、多様な国の学生と交流できました。その中で感じたのが、相手を
見た目の印象で判断しない方がよいということです。多文化共生が浸透しているカナダで生活したことで、相手が自分と異
なるのは当たり前で、それを認めることが大切だと思うようになりました。将来英語の教員になった時には、自分が経験したエ
ピソードを交えながら、異なる文化圏の人 と々コミュニケーションを取る楽しさを伝えようと思います。

学生インタビュー

英語科の教員になって

異文化交流の魅力を伝えたい

大崎 佑真さん
（愛知／名城大学附属高校出身）

4年次生

本学部 井上典子ゼミが堺市PR動画
『OSAKA HIDDEN GEMS YOU MUST VISIT』
を制作しました。堺市の観光産業を活性化させるため
の活動の一環として始まり、当初は2020年冬の発表
を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響によ
り、完成に至らないままゼミ生達は卒業。それでも、就
職し新入社員として働く傍ら、動画を編集し、堺市長は
じめ、さまざまな方の協力を経て完成させました。洗練さ
れた動画をぜひご覧ください。

井上典子ゼミが堺市PR動画を制作

入学時、スタディ・アブロード・プロ
グラム（以下、SA）前・SA終了後、
4年次と定期的にTOEFL ITP®

を実施。目標値を設定し、外国語
運用能力の伸長を促します。また
スピーキングテストTSSTも導入
して口頭運用能力の伸長も確
認しています。

徹底した外国語運用
能力のスキルアップ

本学部では、英語のスキル習得のための科目だけで
なく、英語で専門分野も学ぶ科目（イマージョン科目）
を多数設置しています。以下はその数例です。

英語で専門分野を学ぼう！

■地域言語文化論（英米）
■会計学入門
■Projects in English
■外国語学習者論
■文化とコミュニケーション
■エリア・スタディーズ（英米）
■カルチュラル・インタラクション2

■第二言語習得論
■外国語教育メディア・教材論
■外国語早期教育論
■言語の構造（意味・談話）
■言語分析研究
■国際ビジネスコミュニケーション論
■国際協力・ボランティア論
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4年間の学びのイメージ

留学前 留学後1年間の海外留学

外国語学部では、少人数制で学ぶ演習科目と外国語科目、1年間の海外留学プログラム、深い　　専門知識を養う5つのプログラムなど、4年間を通して、学生の高度な思考力・コミュニケーション力を養成しています。

はみだし
NEWS 資格科目・専門関連科目のなかの選択科目に、社会科学系の科目も提供。

1年次には国際関係論入門、3年次には会計学入門やアジア経済論、外交政策など社会科学系の科目も修得することができます。
修得した単位は卒業所要単位に含めます。

社会科学系の科目も受講可能！

主専攻言語・プラスワン外国語を選択。留学後に開
始する5つのプログラムの履修計画を立てます。

新入生オリエンテーション
4月

各種外国語能力テストの対策セミナーを実施。点数
アップをめざして、学びを進めます。

TOEFL®・IELTSTM・中国語
スキルアップ対策講座5月

まもなく留学開始！ スタディ・アブロード・プログラムに
参加した先輩たちとの交流会を実施します。

先輩学生との交流会
2月

9月 スタディ・アブロード・プログラムにおける留学先が決定 !
クロス留学決定者は副専攻言語の学習時間が増加します。

留学先決定

SAセンターなどを活用し、留学先大学の情報収集や
ビザの取得など、留学への準備を進めます。

留学に向けた準備を進める
10月 ■習熟度別クラス編制で

　スタディ・アブロード・
　プログラムの準備

■「導入科目」で、大学での
　学びの基礎を構築

■充実した留学準備教育

帰国

3～4月

12～2月

■1年間の長期留学を
　全員が経験

■危機管理サポート体制
　の充実

■留学先の各大学に専門
　コーディネーターを配置

留学開始

中国
華東師範大学

北京外国語大学

主専攻 中国語パターン B

外国語学部の学び STUDY

1年次
スタディ・アブロード・プログラ  ムに全員が参加！
外国語運用能力、異文化コミュ　ニケーション力を高める。

2年次 3・4 年次

少人数クラスでクラスメイトと

アクティブに学んでいます。少人数クラスでクラスメイトと

アクティブに学んでいます。

　留学期間を充実させるために、特にライティングとスピーキ
ングに力を入れて勉強を続けています。１クラス15～20人の
少人数環境で、先生が一人ひとりの学生の学習状況を把握
してくださっているので、適切な進度で授業が進みます。また、
授業中は発言しやすい雰囲気で、英語でのディスカッション
やペアワークの機会が豊富にあることも特徴です。

　帰国後の3・4年次は、地域文化や異文化交流
に関する授業を中心に学んできました。ゼミでは大
阪府堺市と連携して、観光パンフレットやPR動画
を作成しています。日本の若い世代にもアプローチ
するため、YouTubeチャンネルやInstagramも開
設。課題を明らかにして企画・実行する中で、交渉
力と分析力が身に付いたと感じます。

地域の魅力を発信するプロジェクトで

社会で必要となる力を磨くことができました。地域の魅力を発信するプロジェクトで

社会で必要となる力を磨くことができました。

■ Knowing How Japanese People Change
　 Their Speech Styles
■ 留学が日本人としてのアイデンティティに及ぼす影響に関する研究
■ ホームドラマにおける謝罪分析 －1990年代 VS 2010年代－
■ ハリー・ポッターのシフト分析と翻訳者研究
■ 異文化適応とSNSの影響力
 　－日本人留学生のSNSの使用方法からの考察－

5つのプログラム

卒業研究

3年次

4年次

■自分の興味・関心に
　応じて専門科目を学ぶ

■ゼミに所属し、
　研究テーマを探究

■外国語をより深く学ぶ

先輩の研究テーマ例

1 言語コミュニケーション教育

2 言語分析

3 地域言語文化

4 異文化コミュニケーション

5 通訳翻訳

森島 すみれさん
（大阪／市立南高校出身）

2年次生
島田 陸椰さん
（福岡／県立城南高校出身）

2022年3月卒業

Point！ Point！ Point！

主専攻 英語パターン

アメリカ

ウォーリック大学

ユタ大学

カンザス大学

アルバータ大学

オーストラリア
クイーンズランド大学

サザンクロス大学

オークランド大学

オタゴ大学
ニュージーランド

オレゴン大学

カリフォルニア州立大学    モントレーベイ校

A

カンタベリー・クライスト・ チャーチ大学

アストン大学

カナダ

イギリス

外国語の基礎力を徹底して磨き、
スタディ・アブロード・プログラムに備える。

外国語を継続して学びつつ、
興味・関心に応じた学問テーマを研究する。

クロス留学：主専攻 英語パターン C

キルギス
中央アジア・アメリカ大学

+主専攻 英 語 ロシア語

ドイツ
ヨハネス・グーテンベルク大学      マインツ

+主専攻 英 語 ドイツ語

フランス
リール・カトリック大学

+主専攻 英 語 フランス語

韓国 韓国外国語大学
+主専攻 英 語 朝鮮語

台湾
国立成功大学

+主専攻 英 語 中国語

　前期からオンライン留学がスタート。最初は意思
疎通に苦労したものの、授業を受けるにつれて少し
ずつ慣れていきました。授業では他国の学生たちと
一緒にディスカッションやプレゼンテーションにも取
り組み、互いに理解し合おうと努める中で、積極的
に会話ができるようになるとともに、英語のスキルや
表現力が高まったことを感じました。

留学を通して英語の  スキルや表現力とともに

コミュニケーションに  対する積極性を身に付けた
留学を通して英語の  スキルや表現力とともに

コミュニケーションに  対する積極性を身に付けた

渡邉 浩基さん
（福島／県立橘高校出身）

3年次生
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竹内 理教授

外国語学部長

　人と人をつなぐのは言葉です。言葉を通して心をかよわせなけれ
ば、相互理解も信頼感も生まれてきません。「話せば話すほど誤解
が生まれる」と言う人もいますが、私はそうは思いません。話さなけれ
ば、その結果生まれてくるのは、不信感のみではないでしょうか。自
分の意見や気持ちを言葉できちんと表し、相手の立場も理解する
よう試み、妥協点を探りながら共通の目標を達成していく。意見が
異なる相手を避けるのではなく、あえてこちらから話しかけていき、
共通点を探り出すように試みる。信頼関係を構築する手段としてこ
のように言葉を活用していくことが大切です。外国語を対象として、

こんな「前向きな」言葉の利用法を学び・究め、「外国語のプロ
フェッショナル」として巣立っていく場所が本学部なのです。昨今、
若者の内向き傾向に拍車がかかっており、ますます日本は世界か
ら取り残されていくように思えます。そんな状況のもとでは、外国語
の高度な運用能力を駆使し、人と人とのつながりを促進できるよう
な「プロフェッショナル」の存在意義は、企業はもとより、教育機関や
官公庁、NPO/NGOなどでもますます高まることでしょう。ぜひ、多く
の皆さんに、このやりがいある「外国語のプロフェッショナル」をめざ
して、本学部での学びに加わっていただきたいと思います。

人と人をつなぐ「外国語のプロフェッショナル」に！

関西大学外国語学部をめざす皆さんへ

カリキュラム CURRICULUM

Q.はみだし
Q&A 留学先での学習状況をもとに関西大学における単位が認定されます。これを卒業単位に含めることで、4年間での卒業が可能です。A.1年間留学しても４年で卒業できるのですか？

専攻言語科目
（中国語）

専攻言語科目
（日本語）

Academic Listening and Speaking  a/b
Academic Writing a/b
Academic Reading a/b
Grammar and Vocabulary Development a/b
English Communication for Study Abroad
Critical Literacy for Study Abroad
スタディ・アブロード・プレパレーション

中国語総合1a/b　中国語総合2a/b
中国語理解1　中国語理解2　中国語理解3
中国語表現1　中国語表現2　応用中国語
スタディ・アブロード・プレパレーション

プラスワン
外国語科目

プラスワン外国語（各言語）1a/b
プラスワン外国語（各言語）2a/b
副専攻言語（各言語）クロス留学

中国語講読　中国語口頭表現　中国語資格取得支援a/b　中国語方言　
中国語プラクティカルライティング　中国語アカデミックライティング
中国語プレゼンテーション　中国語上級a/b

日本語アカデミックコミュニケーション1　日本語アカデミックコミュニケーション2
日本語読解作文1　日本語読解作文2　日本語プロジェクトワーク

〔基幹科目〕

〔発展科目〕

〔基幹科目〕

〔発展科目〕

〔基幹科目〕

〔発展科目〕

〔発展科目〕

エリア・スタディーズ（英米）　エリア・スタディーズ（アジア）
エリア・スタディーズ（ヨーロッパ1）　エリア・スタディーズ（ヨーロッパ2）
地域言語文化論（英米）　地域言語文化論（中国）
カルチュラル・インタラクション1　カルチュラル・インタラクション2　
言語接触研究　言語と社会（欧米）　言語と社会（アジア）
比較文化論　多文化共生論　文化翻訳論
現代日本文化論　アメリカ文化論　　

通訳翻訳の理論と実技1　通訳翻訳の理論と実技2
通訳演習1（各テーマ）　翻訳演習1（各テーマ）
文化翻訳論　通訳演習2（各テーマ）　翻訳演習2（各テーマ）
心理言語学研究　第二言語習得論　文化とコミュニケーション
国際ビジネスコミュニケーション論

〔基幹科目〕

〔発展科目〕

〔基幹科目〕

文化とコミュニケーション　比較文化論
コミュニケーション論　多文化共生論　非言語コミュニケーション論
コミュニケーション研究　国際ビジネスコミュニケーション論
メディアコミュニケーション論　観光コミュニケーション論
国際協力・ボランティア論　言語と社会（欧米）　言語と社会（アジア）
カルチュラル・インタラクション1　ジャーナリズム・メディア論

Advanced Academic Reading 1
Advanced Academic Reading 2 
Advanced Academic Communication 
Advanced Writing 1　  Advanced Writing 2
Critical Thinking Skills　  Projects in English 1
Projects in English 2
英語資格試験対策 1　  英語資格試験対策 2

演習科目

資格科目・
専門関連科目

ス
タ
デ
ィ
・
ア
ブ
ロ
ー
ド
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

プラスワン外国語（各言語）3a/b　プラスワン外国語（各言語）4a/b
副専攻言語（各言語）3ａ/ｂ　副専攻言語（各言語）4ａ/ｂ
副専攻言語（各言語）5ａ/ｂ

専攻言語科目
（英語）

プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目

Intensive English Program Ⅰ～Ⅳ　中国古典文講読a/b実践中国語（中級）　実践中国語（上級）

言
語
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

教
育

言
語
分
析

異
文
化

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

通
訳
翻
訳

地
域
言
語
文
化

言語教育学（英語）　言語教育学（中国語）
言語教育学（日本語）　第二言語習得論
外国語学習者論　外国語テスト・評価論
外国語教育メディア・教材論　外国語早期教育論
心理言語学研究　日本語教育演習　
文化とコミュニケーション　多文化共生論　言語の構造（音声・音韻）

専門演習

国際関係論入門　ロシア文化論a/b
寄附講座（各テーマ）　特殊講義（各テーマ）　ほか

会計学入門　アジア経済論　国際社会と経済
国際協力論　外交政策　ロシア経済とビジネス　ほか

卒業演習1　卒業演習2

言語の構造（音声・音韻）　言語の構造（意味・談話）
言語と社会（欧米）　言語と社会（アジア）
言語分析研究（一般）　言語分析研究（英語）
言語分析研究（日本語）　言語分析研究（中国語）
第二言語習得論　心理言語学研究　言語接触研究
文化とコミュニケーション

導入科目

基礎演習　データサイエンス入門
ことばの世界（英語）　ことばの世界（中国語）　
スタディ・アブロード地域文化入門　日本文化論
言語教育学概論　異文化コミュニケーション概論　
通訳翻訳概論　英語文学概論
中国文学概論

専
門
教
育
科
目

社会科学系の
科目も提供

教員紹介 外国語学部の専任教員とその専門分野を紹介します。

1年間の留学プログラムを含め、外国語運用能力と専門知識、
そして教養を着実に高める実践的なカリキュラムを展開。

1年次 2年次 4 年次3 年次
教授 Professors

■日本文化論
■演劇・パフォーマンス学／ジェンダー・セクシュアリティ論

阿南 順子

■英語教育学
　（学習方略／小学校英語）

池田 真生子

■地域言語文化論（英語圏）
■英詩／中英語

井上 典子

■中国語学習史・受容史 
奥村 佳代子

■朝鮮語学／語彙意味論 
高 明均

■中国語学（現代中国語文法）
小嶋 美由紀

■スペイン・ラテンアメリカ文学
鼓 宗

■ロシア文学
近藤 昌夫

■翻訳学（翻訳テクノロジー、職業としての翻訳） 
阪本 章子

■現代英語語法学
■世界の多様性／日英対照意味論

奥田 隆一

■ドイツ文学
■ヨーロッパ文化論

柏木 貴久子

■言語分析論（言語哲学）／意味論
■メレオロジー 

加藤 雅人

■言語学 
■通訳翻訳学

菊地 敦子

■地域言語文化論（中国）
■中国語学／中国語歴史研究 

玄 幸子

■日本語教育学
■談話分析（ナラティブ） 

嶋津 百代

ACADEMIC STAFF

■英語教育学
　（授業研究、スピーキング、教師教育） 

　井 裕之

■国際教育（高等教育）／
　英語教育学（TESOL）
■アイデンティティー

松永 薫

助教  Assistant
Professors

■応用言語学／語彙習得
■比喩

RAMONDA, Kris

■応用言語学／第二言語習得
■英語教育学

LUCAS,Matt

〈2022年4月現在〉

英語・中国語の教職課程や日本語教師養成講座も開講

※主専攻言語（日本語）は
　（3年次）編・転入学生（留学生）対象

■外国語教育学／日本語・中国語教授法
■日中語彙対照研究

沈 国威

■応用言語学／第二言語習得
■英語教育学

新谷 奈津子

■日本語教育学
■日本語学（現代日本語文法） 

高梨 信乃

■通訳翻訳学／応用言語学（通訳研究）
■音声学

高橋 絹子

■社会言語学
■言語政策論

高橋 秀彰

■英語授業実践学
■英語科教科教育法 

田尻 悟郎

■英語教育学/応用言語学
■第二言語習得

名部井 敏代

■語彙の習得
HUNT, Alan J.

■フランス語学／フランス語教育法
■対照言語学

平嶋 里珂

■異文化間コミュニケーション
桝本 智子

■応用言語学
　（L2リーディング、言語テスト・評価）

𠮷澤 清美

■中世英語・英文学／英語史
■西洋中世写本学

和田 葉子

■スペイン語教育
■スペイン文化論 

塩田 紗矢佳

■フランス文化論
■フランス文学

田島 義士

■応用言語学／心理言語学
■第二言語習得

田村 祐

■英語教育学／応用言語学
■異文化間理解

HOFMEYR Ana Sofia

■応用言語学（第二言語習得）／音声学
■外国語教育学

金 佳

■英語音声学
■英語教育学（音声英語教育） 

山根 繁

■応用言語学
■異文化間コミュニケーション論

八島 智子

■物語論／翻訳論
李 春喜

■英語教育学
　（コーパスの教育利用／測定・評価）

水本 篤

■朝鮮語学
■記述言語学（動詞形態論）

松岡 雄太

■異文化間コミュニケーション学
守﨑 誠一

■外国語教育
　（教授法やカリキュラム・イノベーション）
■異文化コミュニケーション
　（スピーキングに影響を与える要因）

HUMPHRIES, Simon C.

■語用論／社会言語学
■談話分析

BARKE, Andrew J.

■英語教育学／応用言語学
　（学習方略・動機づけ）
■教育メディア論

竹内 理

准教授 Associate
Professors

■社会言語学／語用論
■異文化コミュニケーション 

ALLEN,Todd James

■応用言語学／第二言語習得
■学習者論

植木 美千子

■社会言語学／中央アジア地域研究
■ロシア語教育 

小田桐 奈美

■日本語教育学
■地域・年少者日本語教育

伊澤 明香

■中国学／中国語教育学
■理論言語学

郭 楊

■言語教育学
■中国語科教育法
　（シラバス設計・コミュニケーション活動）

山崎 直樹

※このカリキュラムは2022年度のものです。
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Q.はみだし
Q&A 1年次生の9月に、本人の希望やTOEFL®等のスコアをもとに決定します。A.留学先大学はどのように決定されますか？

スタディ・アブロード・プログラム

STUDY ABROAD PROGRAM

（提携校：10カ国1地域19大学）

華東師範大学

中国

北京外国語大学

中国

【中国語】主専攻言語

1年間の留学を通して、外国語運用能力、文化の深い理解、
そして「生きる力」を育むための必修プログラム。

●原則２年次に、１年間の留学を必須としています。
●留学先はすべて、本学部教員が事前に交渉を重ねコーディネートした有名大学。
●徹底した外国語運用能力のスキルアップのあと、各留学先において専門科目の履修やインターンシップ、ボランティアへの参加などが可能。
●本学部が独自で開発しているからこその充実した留学プログラム。

クロス留学とは、英語圏以
外の地域に留学し、主専攻
言語である英語と該当地
域で使用される言葉（副専
攻言語）との両方を学ぶプ
ログラムです。

ヨハネス・グーテンベルク
大学マインツ

【英語＋ドイツ語】

ドイツ

韓国外国語大学

韓国

【英語＋朝鮮語】

国立成功大学

台湾

【英語＋中国語】

中央アジア・アメリカ大学

キルギス

【英語＋ロシア語】

リール・カトリック大学

フランス

【英語＋フランス語】

ユタ大学

アメリカ

クイーンズランド大学

オーストラリア

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学

イギリス

カンザス大学

アメリカ

オークランド大学

ニュージーランド★
★
★

★

アストン大学

イギリス

ウォーリック大学

イギリス

カリフォルニア州立大学 モントレーベイ校オレゴン大学

アルバータ大学

カナダ

【英語】主専攻言語

【英語+1言語】主専攻言語 〈クロス留学〉

1 留学のための経済的支援

留学期間の海外旅行傷害保険料・関大ＴＲＳ※1
料金・安否確認システム※2料金（約11万円）を関
西大学が負担しています。また、独立行政法人日
本学生支援機構（JASSO）「海外留学支援制
度」に学部として申請し、11年連続で採択を受け、
毎年70名程度の学生に返還不要の奨学金（月
額7～8万）を支給しました。
　

2 留学前教育

留学先大学には定員および入学条件が設定
されています。希望の大学に留学するため、1
年次には徹底した外国語運用能力のスキル
アップを図ります。また、必修科目「ＳＡプレパ
レーション」で、留学に必要な手続き、外国で
の生活・文化、危機管理などを紹介し、留学
が初めての学生でも安心して留学に臨めるよ
う丁寧に事前教育を行います。

5 関大トータル リスクマネジメント
    サポート（関大TRS）
留学中のさまざまなトラブルに、24時間・
365日・日本語でサポートする、緊急時専用
のダイヤルを開設しています。 

6 安否確認システム

緊急事態に備え、スマートフォンのアプリを利用
して、迅速に学生の安否を確認できるシステム
を導入しています。

3 外国語学部生専用のスタディ・
　 アブロード（SA）支援センター
　 を設置

留学先の大学や国々の情報
を提供したり、外国語能力テ
ストの参考図書を閲覧したり
という機能を備え、留学を力
強くサポートします。

4 保護者も安心！
　SA支援ポータルサイトを開設
スタディ・アブロード・プログラム中
の学生たちの様子や現地の大学の
最新情報・安全情報などを紹介し
ています。

※1 詳しくはサポート体制5を参照　※2 詳しくはサポート体制6を参照

サ
ポ
ー
ト
体
制

サザンクロス大学

オーストラリア

オタゴ大学

ニュージーランド★
★
★

★

※留学費用の概要は、関西大学外国語学部ホームページの「よくある質問」をご確認ください。
※留学先など、プログラムの一部は変更することがあります。
※感染症や自然災害、政情など相手国の状況により、プログラムが遂行できない場合もあります。その場合は代替手段が講じられます。また国籍によっては、相手国の事情により、入学許可やビザ発給等が困難な　　　　　　場合もあります。この場合は次善の国・地域への留学となります。

　北京外国語大学中国語言文学学院とのダブル・ディグリー・プログラム（DDプロ
グラム）は、関西大学外国語学部のスタディ・アブロード・プログラム（SAプログラ
ム）に参加した学生が、留学期間を半年間延長し、必要な単位を修得することによっ
て、卒業時に両大学の学士号を取得することができるプログラムです。（主専攻言
語：中国語対象。なお、中国国籍の学生は参加できません。）

実践的な授業や留学生との交流で
スピーキング能力が向上
　SAプログラムで1年間留学する中、中国語に触れる
機会をより多く持ちたいと思い、DDプログラムに参加しま
した。約半年間のプログラムでは、学年や国籍を超えた留
学生との交流とともに、グループで取り組む弁論大会の
実践を通して、自分の課題の1つでもあったスピーキング
能力が格段に向上したことを実感。身に付けた中国語運
用能力を生かし、将来は日本と中国の架け橋として活躍
する人材になることをめざしています。

（兵庫／須磨学園高校出身）4年次生 向井 萌香さん

ダブル・ディグリー・プログラム参加者のコメント

卒業時に日中両方の学位取得が可能！
との

ダブル・ディグリー・プログラム
北京外国語大学

アメリカアメリカ
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Q.はみだし
Q&A 充実した準備プログラムがあるので、入学までに海外経験がなくても全く問題ありません。A.海外経験がなくても大丈夫ですか？

体験レポート
スタディ・アブロード・プログラム

REPORT1年間の留学によって外国語運用能力と異文化理解を高めるスタディ・アブロード・プログラム。
どのような学び、暮らしを体験したのか、プログラムに参加した学生に留学生活の様子を語ってもらいました。

留学先の大学の講義が受けられることに魅力を感じ、カンザス大学への留学を決めました。コロ
ナ禍により、2月から7月まではオンラインでニュージーランド・オークランド大学の授業を受講。8月
から渡航できることになり、現地での時間を少しでも無駄にしたくないという強い思いで臨みまし
た。留学先では言語学を履修。授業では学生が積極的に意見を発言していく環境だったため、リ
スニングやスピーキングが鍛えられたのはもちろん、さまざまな物事に対し、自分はどういう意見なの
か、そしてなぜそう思うのかを常に考え、人に伝える力を身に付けられたと思います。

現地での留学期間を最大限に生かせるように
無駄のない行動を計画して実践

3年次生 日裏 智尋さん 大阪／府立花園高校出身

アメリカ／カンザス大学

外国語教育に力を入れていることに魅力を感じ、北京外国語大学へオンライン留学。授業では、
定められたテーマについてプレゼンテーションを行うグループワークや、中国における社会問題な
どのテーマについて討論するディベートなどに取り組みました。授業で困ることのないように、知ら
ない単語は音を覚えて復習し、次の授業の予習も徹底したことで、苦手だったリスニング力の向
上を実感。オンライン留学であったものの、常に中国語に触れることができる環境で、中国語運
用能力はもちろん、計画的に物事に取り組む力を磨くことができました。

常に中国語に触れられる環境により
中国語運用能力の向上を実感

3年次生 佐々木 那南さん 岩手／県立不来方高校出身

中国／北京外国語大学

英語圏以外の国で外国語を学びたいと考え、ドイツへの留学を決めました。前期は現地のコーディ
ネーターが薦めてくれた英文学や翻訳、英語のエッセイの書き方に関する講義などを履修。後期に
は、自分が興味をもった映画や自叙伝についての講義などを受けました。さらに週に2回ドイツ語の講
義もあり、英語とドイツ語両方の言語の学びを深めていきました。留学中は、コロナ禍における規制
や感染状況に関する正しい情報の収集など、言葉の壁がある中で自分一人で対処していくことは
大変でした。しかしこれらの困難を乗り越えられたことで、自分に自信を持つことができたと思います。

現地で起こるさまざまな問題に対し、
自分で解決していく力を身に付けた

3年次生 大野 環さん 静岡／県立浜松北高校出身

ドイツ／ヨハネスグーテンベルク大学マインツ

留学中に
一番印象に
残ったこと

5カ月の外国語学校での授業の後、オークランド大学の学部授業をオンラインで受講しました。授業
は自分の興味のあるテーマを選択でき、私は翻訳やクリティカル・シンキングなどを中心に学びました。
ディベートやディスカッションなどの形式で行われるものが多く、授業を通して哲学や論理学といった
興味を惹かれるテーマに出会うこともできました。これにより、英語運用能力の向上のみならず、自分
の考えを伝えたいという動機を持ち、積極的に表現していくことができるようになったと思います。この
留学での経験を生かし、3年次から始まるゼミでは翻訳について専門的に学んでいきたいです。

自分の意見が求められる環境で、
積極的に伝え、表現していく力を修得

3年次生 中村 和馬さん 兵庫／育英高校出身

ニュージーランド／オークランド大学

留学中に
一番印象に
残ったこと

翻訳学の授業の課題で初めて「Academic Blog」を書きまし
た。論理の妥当性はもちろん、自分の体験や意見、挿絵なども
交えて読者の興味を引くように執筆していくことが大変ながら
も新鮮で、楽しんで取り組むことができました。

「Academic Blog」を執筆することの面白さを実感

現地でできた友人たちとの食事や旅行などが一番印象に
残っています。当初は言語への不安もあり、友達を作ることに
苦労しましたが、その分、異なるバックグラウンドを持つ友人た
ちとの交流は全てが刺激となりました。

異なる文化を背景に持つ友人たちとの交流が刺激に
留学中に
一番印象に
残ったこと

留学中に
一番印象に
残ったこと

新入生歓迎会をきっかけに、カンザス大学の学生と仲良くなりまし
た。楽しい出来事だけでなく、大変な課題も共に悩んで乗り越えたこ
とで、より強い友情を育むことができたと思います。卒業までにもう一
度会う約束をしているので、その日が来るのを楽しみにしています。

現地の友達と苦楽を乗り越えて友情を育んだ

中国語検定「HSK」の上級コースの対策授業を履修。非常に難し
い授業でしたが、学ぶうちに語彙が増えるとともに成語の傾向もつ
かめ、大きな力になりました。また中国の文化に触れる授業では発
表のための資料作成も行い、より理解を深めることができました。

中国語検定上級コースの難関授業を
乗り越えたことが大きな自信に
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広島／広島なぎさ高校出身
外国語学科2022年3月卒業

就
職
率 97.5%

男子学生

小学校で英語を教える！小学校教諭一種免許状の取得が可能です！
はみだし
NEWS 神戸親和女子大学との提携による「小学校教諭一種免許状取得プログラム」を利用して通信教育で学びます。

※別途費用（約47万円、テキスト代別）が必要です。 なお、本学での中学校または高等学校教員免許状取得を前提としており、小学校教員免許状のみの取得はできません。

2013年に初めての卒業生を送り出した外国語学部。
高い外国語運用能力と異文化適応能力が評価され、
今年も引き続きさまざまな分野への就職を実現しています。

Careerキャリア情報

就職実績

海外に羽ばたいた卒業生

卒業生の主な就職先〈2022年3月～2020年3月卒業生 過去3カ年の実績〉
留学で培った英語運用能力とコミュニケーション力

　約1年間のアメリカ留学をはじめ、ネイティブや英語のスペシャリストの先生方の授業により、英語のスキルを飛躍的に伸ばすこ
とができました。また、留学中に経験したさまざまな価値観、宗教観をもつ人 と々の交流によって、グローバル人材として活躍するた
めに必要不可欠なコミュニケーション力を身に付けられたと思います。

就職活動で強みになったこと

グローバルに活躍できる力を発揮して
人と人の交流を創造し、
新たなつながりを生み出す存在になりたい

　2年次のアメリカ留学や学生生活を通してさまざまな交流を重ねる中で、人と人との新たなつながりを生み出す仕事に魅力を感じま
した。JTBは地方創生、人流創造などの事業も行っており、学生時代に培った英語運用能力と異文化交流・理解の経験も生かせる
ことから、就職を決めました。在学中は「異文化コミュニケーション」と「地域言語文化」のプログラムを選択。そこで身に付けた異文化
交流の知識、そしてグローバル社会で求められる多角的な視点が、今の仕事にも役立っていると思います。今後はグローバル社会で
活躍できる人材としての力をさらに磨いて、国と国、人と人の交流を促進・創造し、グローバル社会の発展に貢献することが目標です。

株式会社JTB

に就職

OB・OGインタビュー

佐川グローバルロジスティクス、山九、阪急阪神エ
クスプレス、郵船ロジスティクス、オプラス、神鋼物流、
阪南倉庫、コネクシオ、ジンズホールディングス、ビッ
グモーター、ファーストリテイリング、良品計画、イズミ、
岩谷産業、エノテカ、近鉄百貨店、神戸トヨペット、
ＪＦＥ商事、神鋼商事、西原商会、阪和興業、山善、
菱電商事、富士ゼロックス山口、ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆Ｒ
ＥＳＯＲＴ、ＪＴＢ、スタッフサービス、日本マクドナルド、
マーキュリー、ＵＴコンストラクション、アイ・ケイ・ケイ、
アミティー、アミング、管清工業、キー・ネットワーク、
クイック、グッドタイムリビング、社会福祉法人神戸
福生会、松竹、中の坊、ＮＯＶＡホールディングス、
H.I.S.ホテルホールディングス、カヌチャベイリゾート、
神戸工業試験場、ＮＯＶＡ、北海道エアポート、ホテル
オークラ神戸、オリエントコーポレーション、ジャックス、
日本生命、三菱ＵＦＪ銀行、京都信用金庫、鳥取銀行、
パナソニック ホームズ、飯田産業、トランスコスモス、
富士ソフト、楽天、アドウェイズ、ＪＲＡシステムサービス、
ＤＴＳ、ミライト・テクノロジーズ、エーザイ、コカ・コーラ 
ボトラーズジャパン、資生堂、住友電気工業、トヨタ
紡織、ニトリ、パナソニック、福井村田製作所、マツダ、
三菱電機エンジニアリング、ローム、江崎グリコ、コクヨ、
ポーラ、ムーンスター、ヤクルト本社、生駒市教員、
大阪府教員、吹田市教員、兵庫県教員

旭化成ホームズ、App le  Japan、ウシオ電機、大阪
シーリング印刷、興和、サカタインクス、サンスター文具、
ＪＸ金属、住友重機械工業、住友ファーマ、ソニーグ
ループ、トクヤマ、豊田自動織機、ＮＩＴＴＯＫＵ、白鶴酒
造、バルテック、日立製作所、日立造船、松井製作所、
ミスミグループ本社、村田機械、アウンコンサルティング、
アドソル日進、ヴァル研究所、エクイニクス・ジャパン・
エンタープライズ、エヌ・ティ・ティ・データ関西、オプ
テージ、カプコン、ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング、
サイボウズ、システナ、シティ・コム、ＳＨＩＦＴ、スポーツ
ニッポン新聞社、ＴＩＳ、東映アニメーション、楽天グ
ループ、日本貨物鉄道、日本通運、北海道旅客鉄道、
イオンリテール、稲畑産業、エムエム建材、京滋ユア
サ電機、光昭、シャープマーケティングジャパン、神鋼
商事、双日、日本出版販売、阪和興業、丸紅情報シス
テムズ、住友生命保険、第一生命保険、だいこう証券
ビジネス、兵庫県信用組合、東急リバブル、みずほ丸
紅リース、朝日オリコミ、アドベンチャー、学校法人大
阪歯科大学、学校法人神戸学園、ギミック、国立大
学法人岡山大学、国立大学法人広島大学、サンリオ、
ＣＳ－Ｃ、ジェイアール西日本メンテック、セコム、綜合
警備保障、電通、東京ガスコミュニケーションズ、ネット
ワーク渡辺税理士法人、星野リゾート、レイヤーズ・コン
サルティング、大阪府教員、岐阜県職員、高知県教員、
寝屋川市職員、日本年金機構、一般財団法人日本海
事協会

※会社・団体の名称は当時のものによる

2022年3月卒業生 2021年3月卒業生

モンベル、ミキハウスグループ、ミズノ、キヤノンマーケ
ティングジャパン、三菱電機、ニトリ、電通テック、ＺＩＰ
ＡＩＲ Ｔｏｋｙｏ、双日ジェクト、小松製作所、日本航空、
ＡＮＡ、スカイマーク、シンガポール航空、ＡＮＡウイングス、
ＪＡＬスカイ、ＡＮＡ関西空港、Ｋスカイ、ＡＮＡエアポート
サービス、ＤＨＬグローバルフォワーディングジャパン、
日本通運、神鋼商事、ワタナベエンターテインメント、
サイボウズ、ニチイ学館、ＪＴＢ、Ｈ.Ｉ.Ｓ.、ＪＴＢ関西、
三越伊勢丹ニッコウトラベル、リゾートトラスト、ＫＮＴ―
ＣＴホールディングス、JTBコミュニケーションデザイン、
ミリアルリゾートホテルズ、アパホテル、星野リゾート、
楽天、メタルワン、ブルボン、アクセンチュア、ジェイズ・
コミュニケーション、エレコム、パイロットコーポレーション、
ＥＣＣ、イーオン、日鉄物産、東和薬品、小野薬品工業、
シャープマーケティングジャパン、バンダイナムコエン
ターテインメント、コンベンションリンケージ、ＪＴＢビジ
ネスネットワーク、ＳＭＢＣ日興証券、りそなグループ、
福岡銀行、大阪信用金庫、京都中央信用金庫、北お
おさか信用金庫、ダイフク、大成建設、双日オートグ
ループ大阪、レバレジーズ、近江鉄道、メルセデス・
ベンツ日本、イオンモール、住友電気工業、住友倉庫、
西日本鉄道、ＩＨＩ、キーエンス、ＩＨＩインフラシステム、
八光自動車工業、稲畑産業、東京都特別区職員、
東京都高校教員、石川県中学教員、愛知県高校教員、
三重県中学教員、関西大学職員、大阪国際滝井高
校教員、清教学園中・高校教員

2020年3月卒業生

2014年3月卒業
■アメリカ三越

O.K.さん

アメリカ合衆国

2015年3月卒業
■国際交流基金
　米国若手日本語教員

S.Y.さん

2014年3月卒業
■エミレーツ航空

S.Y.さん
アラブ首長国連邦

2014年3月卒業
■エミレーツ航空

M.T.さん

2015年3月卒業
■香港エクスプレス航空

■中国国際航空有限公司

N.Y.さん

中国

2016年3月卒業
Y.E.さん

■北京大学大学院
2020年3月卒業
N.K.さん

■大連国合人員訓練センター
2020年3月卒業
N.Y.さん

2016年3月卒業
■Ballarat Clarendon College
　日本語教員

N.M.さん
オーストラリア

2018年3月卒業
■在レバノン日本国大使館
　派遣員

Y.K.さん
レバノン

2018年3月卒業
■JICA青年海外協力隊

K.Y.さん
モンゴル

2016年3月卒業
■高麗大学 大学院

H.T.さん
韓国

2015年3月卒業
■カタール航空

K.K.さん

カタール

2022年3月卒業
■在コロンビア
　日本国大使館

M.A.さん

コロンビア

2018年3月卒業
■在ボツワナ日本国大使館
　派遣員

S.M.さん

ボツワナ

2019年3月卒業
■国際交流基金
　日本語教師

M.W.さん
インドネシア

2013年3月卒業
■ロンドン大学大学院
　（SOAS）

Y.K.さん

イギリス

2019年3月卒業
■バーミンガム大学大学院

A.J.さん

2019年3月卒業
■イーストアングリア大学
　大学院

H.Y.さん

2014年3月卒業
■ブラッドフォード大学
　大学院

K.Y.さん

2017年3月卒業
■ランカスター大学大学院

N.M.さん

2014年3月卒業
■シンガポール航空

N.C.さん
シンガポール

2016年3月卒業
■シンガポール航空

M.A.さん

2020年3月卒業
■シンガポール航空

K.M.さん

2014年3月卒業
■シンガポール航空

N.R.さん

イギリス

レバノン

ボツワナ オーストラリア

シンガポール

中国
韓国

モンゴル
日本

カタール
アラブ首長国連邦

台湾

インドネシア

アメリカ合衆国

2014年3月卒業
■エバー航空

K.K.さん
台湾

2017年3月卒業
N.M.さん

■台湾大学大学院

2021年3月卒業
H.J.さん

■台湾大学大学院

＊データは卒業時（卒業後1年以内も含む）のものです。

99.3% 女子学生

100%

2022年の3月に卒業を迎えた外国語学部生の就職率公式データは以下のとおりです。
この結果から、外国語学部生が社会で高く評価されていることがうかがえます。

在学中に培った高度な外国語コミュニケーション能力を活かして、
数多くの卒業生が世界各国で活躍しています。

大阪／上宮高校出身
外国語学科2020年3月卒業

実社会で即戦力となる高度な英語のスキル
　外国語学部の授業には、翻訳や通訳などの専門職に就くことも見据えた高度な外国語運用力の修得をめざす授業も数多
くあり、実社会で即戦力となるスキルを磨くことができました。またニュージーランドでの留学を通して、実際に自分の目で見て経
験することが視野を大きく広げ、海外に展開する企業で活躍するための力になることを感じました。

就職活動で強みになったこと

　世界に誇る技術を持っていることに加え、海外への事業拡大に対する意欲の大きさに魅力を感じ、今の会社に入社を決めまし
た。2年次に留学したニュージーランドでは、一人でヒッチハイクの旅を計画して実行。「絶対に意義のある旅にする」という思いで、
積極的に行動していくことに努めました。その結果、13台の車を乗り継ぐ、総移動距離1,000km以上の旅に。自分で立てた目標
に挑戦し、やり遂げたことで、自信と信頼が生まれるようになり、大きな成長につながったことを感じました。今後はチームの中心とな
り、1つのプロジェクトを成功させることができるように、自分自身を磨いていきたいと思います。

井口 敏輝 さん

香川／県立高松高校出身
外国語学科2021年3月卒業平野 凜 さん

留学中に培った自信と自分への信頼で
海外への事業展開やさまざまなプロジェクトの
成功に貢献していきたい。

相手を知ることから始めるコミュニケーション
　留学先で体験したさまざまな異文化コミュニケーションを通して、自分の文化や価値観が全てではなく、まず相手の価値観を
知ろうとすることから始めることの大切さを学びました。お客さまと良好な関係を築くことが必要不可欠となる広告業界におい
て、この時に得た経験が大きなアドバンテージとなりました。

就職活動で強みになったこと

橋本 幸音さん

海外での事業展開を考える
日本企業のプロモーションを支えていきたい

　元々好奇心が強く、さまざまなことに挑戦したいという夢をもっていました。広告業界はお客さまに応じて携わる仕事の幅
が無限に広がることから、自分の夢を仕事を通してかなえられると思い、この会社に入社を決めました。在学中はアメリカの
ユタ大学に留学。環境の変化によって多方面から刺激を受け、韓国語の習得も同時並行で行うなど、挑戦心をもって多く
のことに取り組みました。今後は、お客さまとの関わりを通してマーケティング力や柔軟な発想力を身に付け、海外展開を考
える日本企業のプロモーション支援に携わりたいと思っています。

株式会社電通に就職

■2022年3月卒業生
　業種別就職状況

製造業

20.0％

卸売業・
小売業

13.8％

4.8％金融業・保険業

教育・広告・
その他サービス業

29.0％ 19.3％
4.1％

情報通信業

運輸業・郵便業

3.4％公務員・公立学校教員

1.4％建設業
2.1％その他

2.1％不動産業・物品賃貸業

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

に就職
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