
 

 

 

 

 

 

平成 24年度全県キャンパスプログラム前期通常講義「兵庫の国際交流」が姫路

書写キャンパス・神戸学園都市キャンパスにて開講されました。 

兵庫県立大学総合教育センター 大内幹雄教授が担当しました。 

 

講義「兵庫の国際交流」では、兵庫県と海外諸国との国際交流について、兵庫

県立大学の国際交流事業と関わりのある国々との教育、文化、科学技術交流の

現状と将来について講義する。海外との学術交流の意義について学ぶことを目

標としています。 

 

 

4月 11日 

姫路書写キャンパにて第 1回目が開講されました。 

大内教授に「大学生の国際交流とは」をテーマに、お話しいただきました。 

 

講義内容は、 

1．大学の国際交流とは何ですか？ 

2．大学に入学後の海外留学とは 

3．海外留学をするには 

4．留学のための語学能力とは 

5．大学院とは何ですか？ 

6．大学での勉強「英語を学ぶ」から 

「英語で学ぶ」へ   

7．「英語で学ぶ」とは何ですか？ 

8．理系英語のポイントの紹介 など 

 

 

4月 25日 

姫路書写キャンパスにて、第３回目が開講されました。 

40名の学生が履修しました。 

 

富士通テンテクノロジ株式会社 顧問 福山重樹氏を講師にお迎えして、「グロ

ーバルビジネスと英語」というテーマで、お話ししていただきました。 

 

講義内容は、 

1．富士通テンの紹介（グローバルものづくり企業） 

 ・会社概要（グローバルな組織体制とは） 

  ・設計業務、技術者の仕事とは 

 ・Corporate Culture（求められる姿勢） 

2．富士通テンにおけるグローバルビジネス経験 

兵庫の国際交流 

 

 



・技術担当者時代（1971年～1982年） 

・幹部社員時代（1982年～2003年） 

・役員・顧問時代（2003年～） 

3．グローバル時代の英語（英語の価値と役割） 

4．これからの国際組織モデル 

 

 

6月 11日 

神戸学園都市キャンパスにて、第９回目が開講されました。 

兵庫県観光・国際局 観光監 藤井英映氏を講師にお迎えしての講義でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配布資料） 

Ⅰ兵庫県の国際化の現状 

 1 県内外国人登録の状況 

 2 県内外交人留学生の状況 

 3 県民の海外活動の状況 

 4 友好・姉妹提携などの状況 

 5 国際機関・外国公館等の立地状況 

 6 外資系企業の立地状況 

 7 貿易の動向  

 8 県内企業の海外進出状況 

 

海外生活の体験を交えた、楽しく興味深いお話でした。 

学生からの質問にもジョークを交え丁寧にご回答をいただきました。 

・「海外での生活で、楽しかったこと、驚いたことは」 

・「学生時代に学んだ英語力は社会に出て役立ちますか」 

・「兵庫県内のベトナムコミュニティについて」 

 

（開講日時） 

神戸学園都市キャンパス 月曜日 ４時間目（14時 40分～16時 10分） 

第 1回目 4月 9日  

「大学の国際交流とは」  

兵庫県立大学総合教育センター 教授 大内 幹雄 

第 2回目 4月 16日 

「中国の文化と教育」  

  



兵庫県立大学国際交流センター 国際交流相談員 劉 雯氏  

第 3回目 4月 23日  

「中国の環境経済」                                        

中国・き南大学経済学院 教授 梅 林海氏 

第 4回目 5月 7日 

「海外で学ぶ英語研修」 

  オーストラリア・カーティン大学英語研修センター講師 Amber Glaskin氏   

第 5回目 5月 14日  

「グローバルビジネスと英語」 

富士通テンテクノロジ 顧問 福山 重樹氏   

第 6回目 5月 21日 

 「フランスの文化」                 

兵庫県国際交流課 国際交流員 ジェレミー ピショ氏  

第 7回目 5月 28日 

 「イギリスの文化」                

  兵庫県国際交流課 国際交流員 ベンジャミン プリース氏 

第 8回目 6月 4日 

 「企業の国際戦略」                                             

シスメックス 執行役員 本部長 浜口 行雄氏  

第 9回目 6月 11日 

 「兵庫県の国際化」                               

兵庫県観光・国際局 観光監 藤井 英映氏   

第 10回目 6月 18日 

 「アジアから見た日本」                           

オーストラリア・カーティン大学工学部講師 Hussein Znad氏  

第 11回目 6月 25日  

「オーストラリアの教育と文化」 

兵庫県立大学総合教育センター 特任教授 小川 雅啓氏   

第 12回目 7月 2日 

 「防災の国際協力」                     

兵庫県立大学社会貢献課課長 青田 良介氏  

第 13回目 7月 9日  

「公務員の海外派遣」 

兵庫県警外事部 警部補 三木 一也氏   

第 14回目 7月 16日 

「ヨーロッパの文化」                           

姫路日仏協会会長 白井 智子氏   

第 15回目 7月 23日 

「イタリアの食文化」                            

兵庫県立大学経済学部 教授 秋吉 一郎氏   

 

姫路書写キャンパス 水曜日 １時間目（9時～10時 30分） 

第 1回目 4月 11日 

 「大学の国際交流とは」                                 

兵庫県立大学総合教育センター 教授 大内 幹雄 



第 2回目 4月 18日  

「中国の文化と教育」  

兵庫県立大学国際交流センター 国際交流相談員 劉 雯氏 

第 3回目 4月 25日 

 「グローバルビジネスと英語」 

富士通テンテクノロジ 顧問 福山 重樹氏 

第 4回目 5月 2日  

 「イタリアの食文化」                            

兵庫県立大学経済学部 教授 秋吉 一郎氏  

第 5回目 5月 9日  

 「兵庫県の国際化」                               

兵庫県観光・国際局 観光監 藤井 英映氏 

第 6回目 5月 16日 

 「アジアから見た日本」                           

オーストラリア・カーティン大学工学部講師 Hussein Znad氏 

第 7回目 5月 23日  

「フランスの文化」                 

兵庫県国際交流課 国際交流員 ジェレミー ピショ氏  

第 8回目 5月 30日  

「イギリスの文化」                

  兵庫県国際交流課 国際交流員 ベンジャミン プリース氏 

第 9回目 6月 6日 

  「企業の国際戦略」                                             

シスメックス 執行役員 本部長 浜口 行雄氏  

第 10回目 6月 13日  

「防災の国際協力」                     

兵庫県立大学社会貢献課課長 青田 良介氏  

第 11回目 6月 20日  

「アジアから見た日本」                           

オーストラリア・カーティン大学工学部講師 Hussein Znad氏  

第 12回目 6月 27日 

「オーストラリアの教育と文化」 

兵庫県立大学総合教育センター 特任教授 小川 雅啓氏  

第 13回目 7月 9日  

  「公務員の海外派遣」 

兵庫県警外事部 警部補 三木 一也氏 

第 14回目 7月 16日 

 「ヨーロッパの文化」                           

姫路日仏協会会長 白井 智子氏  

第 15回目 4月 23日  

「中国の文化と教育」  

兵庫県立大学国際交流センター 国際交流相談員 劉 雯氏 

 

（記事：全県キャンパスプログラムコーディネーター 三村晴美） 


