
神戸大学「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」事業 

 

外国語集中講座について 
 

国際文化学部では、文部科学省スーパーグローバル大学等事業「経済社会の発展を牽引するグローバル人材

育成支援」の一環として、下記の要領で外国語集中講座を開きます。 

 

対象：国際文化、文、発達、経済、経営、法学部の学部生・院生、教職員 

主催：国際文化学部 

開講場所：国際文化学部学舎 

 

言語 講 師 日 程 備 考 教 室 

英語 シャーリー・アダムズ 

Shirley Adams 

2 月４日（水）～6 日

（金）、9 日（月）、10

日（火） 

 

毎日 4コマ、1限から

4限 

スピーキングとライティング。TOEIC 720点/ 

TOEFL iBT 77 点程度の力をつけることを目

標とする。教材はクラスで配布する。B5サイズ

のノートを用意すること。 

In the Intensive English course students will 

have guidance in becoming more proficient in 

the speaking and writing habits of native 

speakers of English. There will be daily 

lecture/presentations by the teacher, 

discussions in pairs and small groups of the 

issues presented, a short quiz, and writing 

exercises based on the lecture/discussion topics.  

The topics will be issues of concern to the 

international community of nations.  As 

homework students will be expected to review 

their notes taken in class and revise their 

writing exercises.   

Materials: Provided in class – no textbook 

required.  Please use B5 size loose leaf paper 

for quizzes and writing exercises. 

F202  

（予定） 

独語 ベティーナ・ゲッシュ 

Bettina Goesch 

 

2月17日（火）～20日

（金）、23日（月） 

 

毎日 4コマ、1限から

4限 

初級文法を終えていること。20 名まで受け入れ

ます。 

Based on the text book “Menschen A2.2” and 

copies from the work book we will practice 

communicative German in everyday situations 

with fun. This also includes writing of private 

and official e-mails, listening exercises with 

original films, TV programmes and music. 

Everyday the last lesson will be dedicated to 

project work: Making a 3-minute movie and 

presentations. 

L202 

仏語 クリストフ・ガラベ 

Christophe Garrabet 

 

2月17日（火）～20日

（金）、23日（月） 

 

初級文法を終えていること。20名まで受け入れ

ます。 

L203 



毎日 4コマ、1限から

4限 

この授業は、フランスへの観光や短期・長期留

学を希望する学生にとって必要となる語学力を

身につけることを目標としています。具体的に

は、日常生活や学生生活におけるさまざまなシ

チュエーションに見合った、自然なフランス語

を学びます。そのために、この授業では日常生

活に用いられる口語表現や語彙の習得や、リス

ニングなどに重点を置きます。ただし、このプ

ログラムは参加者の人数と要望に応じて変更す

ることがあります。 

教科書 : プリントを配布します。辞書があるこ

とが望ましい。 

中国語 付 瑞 

 

2月16日（月）～20日

（金） 

 

毎日 4コマ、1限から

4限 

初級文法を終えていること。中国に留学した際の

想定場面を中心に、現地生活に必要な知識の紹介

を含めたネイティブによる中級中国語会話。 

教材はプリントを配布する。 

L204 

西語 ロベルト・ネグロン 

Roberto Negron 

2月12日（木）～13日

（金）、16 日（月）～

18日（水） 

 

毎日 4コマ、2限から

5限 

 

初級文法を終えていること。この集中講義で

は、スペイン語文法を再確認しながら、CD付

きの教科書『Diálogos, diálogos 対話で学ぶス

ペイン語《テキスト＋CD》』（三修社）を使用

し、日常生活できるフレーズ等を学びます。ま

た、映像を用いてスペイン語圏の世界遺産、観

光地、歴史や文化も概観することで、グローバ

ルな視野でスペイン語を観察する力を養うこと

を目指します。詳しいシラバスは受講生決定後

に配布します。 

L205 

 

 

【注意】 

・受講料は無料、単位認定はありません。 

 

・テキストを購入してもらう講座もあります。 

その費用は実費です。各自、生協学館店で購入して下さい。 

 

・原則として1クラス、15名を上限とします（独語及び仏語は20名まで可）。 

  先着順に受け付けます。 

 

  提出期間 1月23日（金）～1月29日（木）午後5時まで 

  提出先 国際文化学部 教務学生係 

 

 ・授業は1日４コマ、通常の時限で行います。ただし、スペイン語は2限から始まります。 

 

・教室などが変更されることもあります。受講希望者は国際文化学部ホームページを見て下さい。 

http://web.cla.kobe-u.ac.jp/faculty/  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

神戸大学「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」事業 

外国語集中講座（2014年度）受講申込書 

 

学部／研究科 （             ） 

学籍番号                      氏名                        

連絡先 Email                        電話                        

受講希望言語 （○で囲んで下さい。開講日程があえば複数受講可） 

英語   ドイツ語   フランス語   中国語   スペイン語 

提出先 国際文化学部 教務学生係 

提出期間 1月23日（金）～1月29日（木）午後5時まで 


