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【英語コース】
教　授　東　　淳一（音声学／外国語教育／メディア・コミュニケーション学）
教　授　Thomas Schalow
　　　 （コミュニケーション／人工知能と知性／教育学）

教　授　中西のりこ（英語音声学）

【中国語コース】
教　授　大濱　慶子（日中翻訳／比較教育学／ジェンダー研究） 
教　授　胡　　士雲（中国語学） 
准教授　森平　崇文（中国メディア研究／演劇学）

准教授　表谷　純子（英語教育学／応用言語学／教育心理学）
准教授　仁科　恭徳
　　　  （応用言語学／コーパス言語学／辞書学／翻訳学／色彩コミュニケーション）
准教授　森下　美和（心理言語学／英語教育学／通訳・翻訳と異文化コミュニケーション）

【日本語コース】
教　授　小矢野哲夫（日本語学（現代日本語文法）） 
准教授　栗原　由加（言語学） 
講　師　香月　裕介（日本語教育） 
講　師　高橋　博美（教育方法学／ファシリテーション／日本近代文学）

2017年5月現在

多文化交流を通じて学ぶ

＜出店ブース前にて参加した学生たち＞

日本と中国の伝統行事である中秋の名月を、日本人及び関西在住の中国人がともに祝い交流することを目的に

開催された企画「中秋明月祭 大阪2016」に、グローバル・コミュニケーション学部がブースを設けました。2009年

より関西在住の華僑華人団体と日中友好団体が主体となってスタートした「中秋明月祭  大阪」は、同学部の胡

士雲教授が実行委員長を務めています。2016年10月8～9日に史跡 難波宮跡（大阪城公園脇）で開催された「中

秋明月祭 大阪2016」では、教員と学生が協力して手作りの中華煮卵とスープの販売を行い、学生たちは、来場者

に大学や学部での活動を話しながら、中国文化に触れ、日本に暮らす中国人と交流を深めました。

◉ 「中秋明月祭 大阪2016」への出店

＜試食・試飲コーナー＞

＜「日本の遊び」出店ブースの様子＞

＜足湯体験 来場者への案内＞

グローバル・コミュニケーション学部生が、2016年9月に神戸国際展示場で開催された「ひょうごKOBE 医療健康フェア」

の通訳兼運営ボランティアとして活躍しました。このフェアは、5月の主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）に合わせて開

催されたG7保健担当大臣会合の関連事業です。「阪神・淡路大震災からの復興」、「神戸医療産業都市の推進」に取り組

む神戸市の特色を生かし、先端医療やロボットなど医療健康に関する地域の取り組みや、神戸の観光・食などの魅力を

国内外に発信するブースが数多く並びました。

英語コースの学生は、神戸市と連携して「有馬温泉足湯体験」コーナーや「KOBEバル」コーナーで、展示物の説明や試食・

試飲サンプルの提供に携わりました。神戸の魅力を少しでも多く伝えようと工夫する中で、相手の立場に立って会話を

進める機転や思いやりが重要であることを学びました。語学力だけではなく、臨機応変にお客様対応をする力こそが社

会で通用するコミュケーション力であると気づく機会となりました。

◉ G7神戸保健大臣会合開催記念
　 「ひょうごKOBE医療健康フェア」

（胡）

（中西）

（森下）

神戸市中央区に住む外国人コミュニティの方々が中心となって行っている「多文化交流フェスティバル」に、本学部の学

生が ブース出店と運営サポートとして参加しています。フェスティバルでは、各国の音楽や踊り、民族衣装のファッション

ショー等のステージプログラムや、各国の料理が食べられる屋台ブース等があり様々な国の文化を体験することができ

ます。第10回の今年は、神戸開港150年プレイベントとして東遊園地を会場に、イベント規模を拡大。グローバル・コミュ

ニケーション学部では、中国茶、紅茶、緑茶等それぞれの飲み物に合う、その国のお菓子を組み合わせて販売する

「WORLD CAFÉ」と、折り紙、お手玉等の日本の伝統的なあそびが体験できる「日本の遊び」のブースを設置。当日は天候

にも恵まれ、1500人近い来場者でにぎわいました。普段は外国文化というと、海外に目が行きがちな学生も、身近に外国

にルーツを持つ人たちが生活しており、多様なコミュニティが存在していることを肌で実感する機会となりました。

◉ 「第10回多文化交流フェスティバル」

＜「ヤンガー」後、全員で記念撮影＞

大阪YWCAが中国からの帰国者のために開いている日本語教室「堺健老クラブ」の学生

21人とボランティアら計31人がポートアイランドキャンパスを訪れ、グローバル・コミュニ

ケーション学部の学生でつくるプロジェクトメンバーと交流しました。堺健老クラブで学

ぶ学生は、中国残留孤児の一世、二世やその配偶者の方々です。交流会は、舞獅團によ

る威勢のいい獅子舞で始まり、トランプを使った手品のほか、学内ツアーや二胡演奏な

どもあり、最後は全員がカラフルな衣装や扇子を持って踊る中国東北部に伝わる大衆舞

踊「ヤンガー」で盛り上がりました。

◉ 堺健老クラブとの交流会

連携先：神戸市立義務教育学校港島学園

連携先：神戸市立兵庫商業高等学校、神戸市立神港橘高等学校
　　　  南京町商店街振興組合、新長田大正筋商店街

＜中学生に自国の紹介をする留学生＞

＜南京町の春節祭に参加した舞獅團のメンバー＞

日本語コースの留学生が、ポートアイランドキャンパス近隣の港島学園を訪問し、

中学1年生の生徒と交流授業を行いました。留学生も中学生も、この交流授業に

向けてお互いに事前準備を行い、当日、本学部の留学生は自国の文化や自分自

身の生活について紹介し、中学生は中学校生活や自分たちの年代の流行につい

て紹介しました。最後に、留学生の母国の伝統的な遊びを通して文化交流を行

い、留学生は交流授業を通して日本理解を深めるとともに、中学生の国際意識

を高めることにも貢献しました。

◉ 学生による出前授業～国際交流～
　 （学生チャレンジプロジェクト）

「南京町」に象徴される神戸における中国文化と、それを担う華僑華人社会との交流を目指して、グローバ

ル・コミュニケーション学部の中国獅子舞経験者を中心に、12名の学生で「神戸学院大学舞獅團」を結成

しました。中国獅子舞で世界的に活躍する、兵庫商業高等学校（神港橘高等学校）龍獅團の練習や活動に

参加しながら、南京町での中秋祭や春節祭、新長田の三国志祭りにおいて獅子舞を披露することができ

ました。参加した学生にとって、真摯に獅子舞に取り組む高校生や、中国文化の伝承に積極的な地元の華

僑華人の人々と触れ合う得難い機会となりました。

◉ 獅子舞を通じた地域交流、高大連携プロジェクト
　 （学生チャレンジプロジェクト）

連携先：神戸市経済観光局、G7神戸保健大臣会合推進協議会

（栗原）　連携先：堺健老クラブ、大阪YMCA

（栗原）

（森平）

・「学生チャレンジプロジェクト」→「その他の連携」P.74参照

・「学生チャレンジプロジェクト」
　→「その他の連携」P.74参照

連携先：はりま産学交流会、姫路商工会議所、中小企業相談所＜懇親会での自己紹介の様子＞

2016年11月18日に姫路商工会議所で開催された「はりま産学交流会 創造例会」にグローバル・コ

ミュニケーション学部1年次生が参加しました。本会は、ものづくり企業を中心に約100社の会員

企業が集まり、新たな事業創出を目指すはりま産学交流会と連携して展開する研究発表会です。

本学からの発表者だけでなく、近畿大学や明石工業高等専門学校による産学連携を提案する研

究発表を通して、学術界と産業界との有機的なつながりの必要性について学びました。研究発表

後の懇親会では参加学生が自己紹介と将来の夢について語り、自分自身がはりま地域の産業へ

どのように貢献できるかを具体的に考える機会を得ました。

◉ はりま産学交流会

（中西）

連携先：「中秋明月祭  大阪2016」実行委員会、西日本新華僑華人聨合会

連携先：神戸市中央区役所、多文化交流フェスティバル実行委員会

異文化間でのコミュニケーション能力を実践的に鍛え、
新しい価値を生み出す人材の育成をめざし、
学部の専門性を生かした多彩な取り組みを地域に発信します。

（2015年開設）
◎在籍学生数2016年10月現在

グローバル・コミュニケーション学科　267人

The Faculty of Global Communicationグローバル・
コミュニケーション学部
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獅子舞を通じた地域交流、高大連携プロジェクト

出前で国際交流

親子お弁当ラリー

大学の創立50周年を記念して、大学の活性化・地域の活性化・社会貢献等につながる学生の主体的・自主的な学びを支援することを目的として2015年度

より「学生チャレンジプロジェクト」を実施しています。2016年は、○件のアイデアが寄せられ、書類選・プレゼンテーション審査の結果、6件のプロジェクト

が採択されました。

学生チャレンジプロジェクト

誰もが積極的に参加したいと思えるような栄養教育として、小学生

と保護者を対象に「栄養の大切さについて気軽に楽しく学んでもら

う」「食育を通して地域社会に貢献」「神戸学院大学から発信して地

域に食育の取り組みを広げたい」を目的に『お弁当ラリー』を、11月5

日と6日に大学祭にて開催しました。参加者たちは食事バランスガイ

ドに基づいた食品区分（主食・主菜・副菜×2・乳製品・果物）をテーマ

とした各ブースを回り、それぞれのテーマに関する食育クイズに挑

戦。全てのブースを回り、主食・主菜・副菜×2・乳製品・果物のおも

ちゃを集めるとゴールで本物のお弁当と交換。実際に食べるという

最も大事な過程と、ラリーの流れの中で得た楽しみや知識が結びつ

くことにより、小学生や同伴の保護者にも食の大切さと楽しみを実

感してもらうことが出来ました。

野菜を食べようプロジェクト

中高年と若者では野菜に対する意識が違うことを授業で学んだこと

をきっかけに、今まで以上に野菜に親しみを持ってもらうことを目的

に実施しました。オープンキャンパスでは、1日の摂取目標量（350g）

の野菜ブーケを展示。ミニ野菜ブーケ（120g）と簡単レシピブックを

高校生と保護者に配布し、短時間の講義を行いました。レシピブック

作成時は、誰もがわかりやすく手軽に野菜が摂取出来るようなレシ

ピを考え、栄養素も考慮し計算。参加者は野菜ブーケを見て実際の

重量も感じ、個人の野菜の摂取量の過不足を認識することによって、

適切な量の野菜の摂取を心掛けるよい機会となりました。野菜ブー

ケやレシピブックを使用することで、少しでも野菜に関心を持っても

らうことが出来ました。野菜ブーケは学内掲示も行い、プロジェクト

を通して学内外に向けた啓発活動を行いました。

防災フィールド実践セミナー

今後起こりうるであろう、南海トラフ地震など広域災害に見舞われた際にも、活用できる知識を地域の小

学生中心に身に着けてもらうことを目的に、防災フィールドセミナーを実施しましました。小学生の防災

意識や知識の向上のため、講義やワークショップで知識を深めた後に、実際の避難所や火災の体験学習

を行いました。講義で得た知識を実際の災害時に活かせるようにするため、よりリアリティのある体験学

習を目指します。子供たちは煙中体験・消火器体験・119番通報を3つのグループで体験し、消火器の実際

の使い方や災害時にとるべき行動を学びました。また体験学習後に感じた事などを共有しフィードバッ

ク。簡単なクイズとアンケートを行うことで、プロジェクトの中で学んだことがしっかりと身についている

か再確認も出来ました。参加者からはイベントの内容がわかりやすく、「楽しく学ぶことができた」という

声をいただきました。

「もしも」に「いつも」備えよう！
～How to use ローリングストック～

東日本大震災など大規模災害時には食事や栄養について問題が取り上げられます。避難所で配給される

食品は、炭水化物の過剰や蛋白質、ビタミンの不足など栄養の偏りが指摘されます。これらの問題を解決

するためには、自宅での備蓄が重要になりますが、一般家庭での備蓄率は47.4％と半数を満たない現状

です。このように災害時の栄養問題を解決するためローリングストック法を活用した備蓄の考え方を普

及し、備蓄率向上を目的に、試行錯誤を重ね、ゴミが少なく、エネルギーを効率的に利用して、調理をする

ことができる、ポリ袋調理を用いたレシピを開発。作成したレシピやローリングストックの説明、備えてお

くべきリストを掲載した「レシピブック」を作成しました。

グランフロント大阪ナレッジキャピタルにて、ローリングストックや災害時の栄養問題などについてまと

めた常設展示や講演会を行うほか、日本栄養改善学会近畿支部学術集会でも実践報告を発表しました。

グループ名：栄養学部 地域食育推進プロジェクト（栄養学部）
指導教員：栄養学部  太田 淳子

グループ名：農園～enjoy life～（栄養学部）
指導教員：栄養学部  太田 淳子

グループ名：Seagull Rescue（現代社会学部 社会防災学科）
指導教員：現代社会学部 社会防災学科　中田 敬司

グループ名：グローバル・コミュニケーション学部 留学生（グローバル・コミュニケーション学部）
指導教員：グローバル・コミュニケーション学部　栗原 由加

グループ名：神戸学院大学 舞獅團（グローバル・コミュニケーション学部）
指導教員：グローバル・コミュニケーション学部　森平 崇文

→ 「グローバル・コミュニケーション学部」 P.28参照

グループ名：防災系栄養女子（栄養学部）　　　指導教員：栄養学部  伊藤　智

・「オープンキャンパスの活性化および薬学部の紹介」／薬学部「科学部」
・「薬学生が作る食用生薬の健康茶」／薬学部「枸杞仁」
・「ちびっこBOUSAIトライアスロン」／現代社会学部 社会防災学科「SEAGULL RESCUE」
・「学際異文化交流プロジェクト」／経営学部「Glocal Net Workers」
・「地域住民との交流プロジェクト」／グローバル・コミュニケーション学部「学際異文化交流プロジェクト」 
・「VISSEL≪KOBE≫GAKUIN UNIVERSITY ANNIVERSARY PROJECT」／経営学部「柳ゼミ」

【 2015年採択事業 】
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