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Global College さらに充実
英語で学ぶ日本文化、世界の文化
専門分野を英語で学び、同時
に英語力をレベルアップ。以
下の科目を英語で開講してい
ます。

・Japanese Art and Literature

●科目ラインナップ

・Japanese Culture b:
Popular Culture (Manga)

・Cross-Culture Under
standing

ニュース

●Global College
さらに充実
●Jordan Smith 先生
が着任
●Smith先生から
P1

●夏期の
インターンシップ
●海外研修
●教育実習・
博物館実習
P2
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・Japanese Culture a: Art &
World Heritage Sites

・Japan from an International Perspective a

・Japanese Culture c: Tea
Ceremony and Flower Arranging

・Japan from an International Perspective b

・Japanese Culture d:
Popular Culture(Amime)

・Japanese Literature in
Translation

・Japanese Society a:
Thought and Behavior

・Introduction Japanese
Literature

・History of International
Exchange: Asia

・Japanese Film and Visual
Art

・History of International
Exchange: Europe & America

・Women in Asia
・Japan and Central and
South America
・Japan and Europe
・History of Japan a
・History of Japan b

Jordan Smith 先生が着任
ジョーダン・スミス准教授が、
カリフォルニア州立大学ロン
グビーチ校(California
State University Long
Beach)から、9月に本学科
に着任しました。
スミス先生はこれまで、韓国
の高麗大學校(Korea University)の他、アメリカ有数
の大学で教鞭をとってきまし
た。
日本の近代文学、日米の比
較文学を専門としていて、翻
訳も多く手がけています。ま
た、ある文学作品を翻訳され
たものの側からみたり、世界
のコメディーとユーモアから文
化の相違を見出したり、研究
と授業において新しい試みを
行っています。

本学では、Global College
の“Japanese Literature in
Traslation”, “Japan and
Asia”と、「国際文化特別講
義」、大学院の「英語コミュニ
ケーションI（口頭発表法）」、
「国際文化基礎論III（文献講
読・英文）」を担当します。

Smith先生から
主に文学翻訳理論、世界文学論を専門とし、スペイン語、日
本語及び英語の文学の翻訳もしています。比較文学専門で
「グローバルコメディーとユーモア論」「文学と芸術」「文学と音
楽」など、幅広い視点からの国際的な比較文学や大衆文化を
担当しています。学生にとって、キャリアの土台や国際的な舞
台への橋渡しになれるような授業を目指しています。

夏期の海外研修・インターンシップ
インターンシップ
城西国際大学

●自治体インターンシップ

国際人文学部
国際文化学科

「8月、長野県庁観光部で
インターンシップを行いまし
た。豊かな自然や伝統や
文化など、様々な資源に恵
まれた観光地としての長野
県を再認識しました。県庁
観光部の仕事の幅広さを
実感しました。

〒283-8555
千葉県東金市求名１番地
TEL:
0475-55-8800（代）

りました。県営公園や街路
整備を視察し、市民生活の
より良い変化も見ることが
できました。
まちづくり課は市民と地域
振興にとって大きな存在で
した。」（3年、橋詰）
「長野県庁佐久地方事務
所地域政策課でインターン
シップを行いました。地域
のみなさんを影で支えるよ
うな仕事だと感じました。
「地域発！元気づくり支援
金」の事業見学に行き、こ
れを発信するのも重要な
仕事だなと感じました。来
年の公務員試験に向けて
努力していきたいと改めて
思いました。」（3年、髙橋）

FAX:
0475-55-8811

チラシ発送やアンケート集
計、会議前の資料作成・印
刷、会場準備などの作業
から、効率や全体の流れ
の把握の重要性など、多く
を学びました。長野県のた
めに地元に戻って働きたい
という思いが固まりまし
た。」（3年、福田）
「長野県庁建設部都市まち
づくり課」でインターンシッ
プを行いました。丁寧にわ
かりやすく教えてくださり、
自分のまちの見方がかわ

「9月、新潟市江南区役所
の区民生活課でインターン
シップを行いました。区民
窓口係は区民生活課の中
で一番忙しい係でした。給
付係では国民健康保険、
後期高齢者医療制度、年
金について学び、窓口体
験をしました。生活環境係
では斎場、ガラスリサイク
ルセンター、動物愛護セン
ター、清掃センターなどを
見学しました。仕事の幅が
広く、苦情処理が大変な係
です。保険料係では、保険

制度について勉強してか
ら、保険料の計算をしまし
た。膨大な金額なので計算
も複雑でした。戸惑うことも
多かったのですが、職員の
方々に丁寧に指導してい
ただきました。」（3年、笠
原）
●コミュニケーション・イン
ターンシップ（台湾）
●関西国際センター日本
語教授研修
9月、台湾の高雄餐旅大学
で日本語を教えるコミュニ
ケーション・インターンシッ
プが行われ、国際文化学
科生の永井君（1年）、深澤
君（1年）たちが参加しまし
た。「関西国際センター日
本語教授研修」とともに、
詳細は次号で報告の予定
です。

海外研修
学科Web サイト
URL:
http://www.jiu.ac.jp/cultural

教育実習・博物館実習
千葉県の高校へ1名（国語
科）、中学へ1名（国語科）、
滋賀県の高校へ1名（社会
科）が、教育実習に行きまし
た。
博物館実習は、市川市立市
川歴史博物館、千葉市美術
館、佐倉市立美術館に1名
ずつ行きました。
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●サマーセミナー（インドネ
シア）
「8月、インドネシアのペトラ
クリスチャン大学で行われ
た「アジアサマープログラ
ム」に参加しました。２週間
にわたりインドネシアの多
様な文化を講義から学び、
実際に体験しました。
講義は全て英語で行われ
ましたが、比較文化を専攻
している私には、どの講義
も非常に興味深く、短い期
間でしたがとても貴重な経
験をしました。
韓国や台湾からの参加者
や現地の学生とも交流し、
異文化理解が深まったと同
時に素晴らしい友情を築く
ことができました。この充実
した経験を今後に活かし、
他国への視野をさらに広げ
ていきたいです。」（3年、古
川）

●国際文化研修（韓国）
●サマーセミナー（韓国）
●仁川大学校（韓国）
「仁川大学での
研修は、日本の
様々な大学から
の学生が参加
していました。
研修中の韓国
語授業は、私に
とってよい復習
となりました。
DMZやキムチ作り体験など
文化体験も充実していまし
た。自由時間にはソウルや
大田に行ってきました。」（3
年、半田）
「仁川大学の寮は、過ごし
やすい部屋でした。韓国語
は3クラスに分かれて授業
を受けました。
見学では、DMZに行き、北
朝鮮との国境線ギリギリの

所まで、足を踏み入れまし
た。日本の防空壕に近い雰
囲気を感じました。民俗村
にも行き、韓国の時代劇の
撮影現場や、昔の町並みを
見ました。韓国語会話がで
きたので、現地の方とのコミ
ニュケーションや、買い物等
は、苦になりませんでした。
仁川大学の学生や、日本の
他の学生とも打ち解ける事
ができ、良い二週間でし
た。」（3年、浅野）
※「国際文化研修」「サマー
セミナー（韓国）」の詳細は
次号で報告の予定です。

