一覧

1時限目
11:35〜12:20

2時限目
12:40〜13:25

3時限目
13:45〜14:30

4時限目
14:50〜15:35

9 シンデレラの世界・世界のシンデレラ

保護者
も OK

─ 世界史から見た人気キャラ ─

模擬授業受講についての注意事項

※教室の定員を超える場合は、受験生を優先させていただきます。

●模擬授業は申込が必要です。
当日受付は、コミュニケー
ションプラザ1Fで
行っています。
●各授業とも、定員に達した
場合は締め切らせて
いただきます。

世界教養学科

世界教養学部

保護者 マークの授業は保護者の方も一緒に受講できます。
も OK （保護者の方の申込不要）

2号館2F 224

1 2 3 4

ダグラス ウィルカーソン
古くから、古代エジプトやギリシャから中国や全欧まで広い地域に伝わる民間伝承であると

全学共通PUT

7号館4F 741

PUTはPower-up Tutorialの略語です。力をつける個人指導のような教育という意図で名付け

2 3 4

PUT

Cruise Bogedin Alison Elaine Koga Jason Walters
Christopher Adam Lear Robert Beatty Scott Bowyer
Luke Stoltenberg George Van Horn

られました。1年次の英語のPUTの場合、原則として学生4名に対して外国人教員1名で行う
究極の少人数授業であり、名古屋外大特有の教育形態です。PUTでは、
しゃべりやすい雰囲気
の中で、英語話者の先生と、
じかに、長い時間やり取りすることにより、聞き返す、繰り返す、
まと
め直す、
あるいは相手が理解しているかを確認する、重要点を強調する、
あいづちを入れるなど

全学共通PUT

7号館4F 742・743

2 3 4

Takasaki Yui Denise Hewitt Patrick Langley
Jessica Robison David Townsend Tom Nicksick
Teresa Fujita Phillip Ledford

華やかな季節で、人びとは着飾ってボリショイ劇場（モスクワ）やマリインスキー劇場（ペテル

として日本でも人気を博すシンデレラの実相を世界史から見ると次から次へと驚くことがある

ブルグ）
といった有名劇場を訪れます。
この授業ではチャイコフスキーの3大バレエやオペラ、

と分かります。経済学・社会史など幾分野の知恵を借りて学際的にシンデレラの五不思議を

さらにはディアギレフ率いるロシア・バレエ団の演目などを鑑賞しながら、ロシア芸術の魅力

一緒に考えましょう。

を味わいます。

保護者
も OK

11 クリスマスからの宗教学入門

世界教養学科

K館4F K404

1

3

6号館1F 611

カラフルな衣装を身にまとい、
クリスマス・イブの夜空を舞う
「サンタクロース」。彼はいつどこ

過去40年ほど、日本語を母語としない人に外国語の一つとして日本語を教えてきましたが、

で生まれ、
日本に定着したのか？なぜトナカイがそりをひいているのか？世界のひとびとは、

その間、
日本語学習者からいろいろな質問を受けました。今日はその中から、いくつか実際に

クリスマスをどう祝うのか？
「キリスト教由来」であるにもかかわらず、日本中で祝われる

受けた質問をみなさんと一緒に考えてみたいと思います。私たちが普段意識しない日本語

人教員や他の参加者と外国語で話すことに慣れることを一つの目的としていますが、1年次に

浅野 輝子

※①と②の授業両方を受講することはできません。

通訳と一口に言っても、会議通訳やスポーツ、放送、ビジネス商談、司法、医療、国際会議、
アテンド、芸能、
ガイドなど、
さまざまな分野で通訳者が活躍しています。模擬授業では、実際
のクラスで使用しているテキストを用いて、通訳訓練法（シャドーイング、
ノートテーキング
など）について学びます。また、皆さんに自己紹介をしていただき、それを同時通訳室より
他の学生さんに通訳していただくという通訳の現場体験をしていただきたいと思います。
みなさんも、通訳として2020年の東京オリンピックをめざしましょう！

この“Global Communicative Topics”は、Core Englishという授業科目の模擬授業です。Core

17 英語で脳トレ!?

Englishという科目は、
「内容」「
、文法」、
そして、
「英語による授業」
という三つの要素を統合して

現代英語学科

行う、名古屋外国語大学の１年次の英語教育の核（core）
となる科目です（なお、
この方法は、

ます。
さぁ、
まずはこの模擬授業に参加してみましょう！

5号館2F 521

【インドネシア語】ユリア・ウィンダルティ

保護者
も OK
名古屋外大の「複言語プログラム」
では、12言語の中から、興味のある言語とその文化を学ぶ
ことができます。例えば、スペインに留学する学生も多く、複言語プログラムで勉強したスペ
イン語は実際にとても役立っています。
この授業では、世界でも母語話者の多いスペイン語
と、日本と大きな関りをもつインドネシア語を紹介します。
ことばを勉強することで無限に
広がる世界に触れてみてください。

5 海外ドラマを活用して英会話を学ぼう！
（フルハウスより）

英米語学科

2号館3F 233

保護者
も OK

2 3

森 明智

英米語学科

Mathew WHITE

よるリスニングやスピーキングの力が上がれば、皆さんが経験できる世界は格段に大きく
広がる事は間違いありません。では、英語圏ではない日本で、
どのように英会話の力を伸ば
せるのでしょうか？この授業では、英語圏のドラマ（フルハウス）を使いながら、実践的に英語
を聞き取る力や話す力を伸ばす学習を紹介します。ぜひ実際に体験してみてください。

7 マカロンからレ・ミゼラブルまで

保護者
─ 日本で出会えるフランス語で学ぶフランス文化・フランス語入門講座 ─ も OK

K館4F K403

1 2 3 4

Jérôme PACCOUD

1

3

日本国外で、
そして国内でも、異なる文化背景を持つ人々に出会うことは、
これからもどんどん

7号館3F 733
7号館3F 732

保護者
も OK

1 2 3 4
1 2 3 4

Youʼve probably played many games with friends or family simply for enjoyment. As
humans, we play games to create a relaxing atmosphere and to encourage friendly
competition and cooperation. We can combine the pleasure of playing games with the
beneﬁt of improving our English! In this workshop, we will introduce some of the games
that students in the Department of English Language Teaching recommend. Experience
the games ﬁrsthand and learn about the various ways in which playing games in English
contributes to a better learning environment and higher English proﬁciency.

8 世界にひろがる中国語

保護者
も OK

〜 簡体字と発音から始める中国語入門

中国語学科
黄 嬡玲

6号館1F 612

1 2 3 4

カタカナの外国語を見て、
「これは英語」
と決めつけてはいませんか？食文化、芸術など、様々な

中国経済の順調な発展に伴い、観光業界・医療機関からIT企業に至るまで中国語が必要と

分野でフランス語が身近で使われているのを知っていますか？独自に編集した映像で、皆さん

され、今や中国語は世界共通語になりつつあります。漢字を使用する日本人は、短期間で

がフランス語発見のスリリングな旅に参加できるよう工夫を凝らしました。言葉は文化です。

中国語を習得できる利点があります。
その中国語を始める最初の一歩として、
まず見慣れない

フランス語を出発点に、楽しみがら、多彩なフランス文化の魅力にも触れることのできるユニー

簡体字の成り立ちを知っておくと便利です。そして、
日々使われているなじみ深い漢字を中国

クな語学講座です。

語で発音するとどうなるかをまず体験して、さらに中国語に近づいてみましょう。

2号館
（新館）
3F 237

16 世界の英語を聞き、
世界について学ぼう！

現代英語学科

1 2 3 4

2014年4月から日本にある世界各国の大使館から、大使、一等書記官、参事官などを招き、週
替わりで世界の英語を聴き、世界の事情を学ぶ授業を展開している。2018年5月14日現在で、
85カ国の異なる国の方々に、英語で講演をしていただいた。講演後は学生たちが積極的に英
語で質問をし、世界各国の外交官と英語で意見交換をしてきた。現代国際学特殊講義Bという
授業で行ってきた内容である。学生がどんな準備をし、
どんな報告をするのかを紹介する。

保護者
も OK

18 化粧とは？ ─ 変身の愉（たの）しみ

国際教養学科

1 2

K館3F K303

保護者
も OK

木村 友保

2号館
（新館）
2F 226

1 2 3

奥田 隆男

英語で脳トレをしてみませんか？この模擬授業では英語で脳トレをしながら、英語による

なぜ人は化粧をするのでしょう？なぜ口紅は赤いのでしょう？なぜ女性ばかり化粧しているよ

コミュニケーションを試みます。脳トレはゲーム感覚で楽しく頭を柔らかくすることができる

うに見えるのでしょう？
（男性も化粧する？）。なぜ耳に穴をあけピアスをするのでしょう？なぜ

と言われていますが、英語学習にも応用できます。さまざまな英語の問題を解きながら、

コスプレする人がいるのでしょう？――ひょっとしたら、化粧を考えると人間の秘密が見えてく

英単語の認知度や記憶力・英文の理解力も高めることができます。授業では、英語で脳トレ

るかもしれません。化粧についてさまざまな角度から考えます。

することで脳機能に与える効果や日常生活への影響なども詳しくお伝えします。

をささえる仕組み
19「地球」

─ 名古屋名物のひつまぶしは、食べられなくなる!? ─

国際教養学科

K館4F K405

保護者
も OK

1 2 3

大西 学

：
20『リメンバー・ミー／Coco』
“忘れられない人”とは？
国際教養学科

保護者
も OK

6号館1F 613

1 2 3

後藤 希望

土用の丑に欠かせない
「ウナギ」
。
近年では不漁が続き、
資源が枯渇している可能性があります。
実際に、
環境
省や国際自然保護連合
（IUCN）
では、
「ニホンウナギ」
を絶滅危惧種に認定しています。
しかも、
水産庁の調査で
は出回っている
「ウナギ」の半分は出所がわからず、密漁等の違法なプロセスで食卓に上がっています。
日本
人は
「ウナギ」
を代表に水産物の
「持続的な利用」
をできていませんが、
同時にスーパー等の店舗に水産物商品
が大量に並んでいるため、
その認識にも結びつきにくいです。
この授業では、
国連による
「持続可能な発展」
を
キーワードに、
ウナギやマグロといった水産物の
「持続的な利用」
を促す仕組みを紹介していきます。

メキシコの「死者の日」がテーマである映画『リメンバー・ミー／Coco』
を様々な角度から読み解きます。
メキシコの詩人オクタビオ・パスや歴史学者エリック・ホブズボームが論じる
「祭」
と
「伝統」に照らし合
わせながら、エイゼンシュテイン監督の『メキシコ万歳』や『007：スペクター』
で描かれる
「死者の日」の
実写を考察します。2014年以降、夏冬のオリンピックの閉会式に「故人を忘れない」
という場幕が入る
ように。果たしてスポーツの祭典の「伝統」になるのか？スタジオジブリ作品や『ONE PIECE』のセリフ
を通して、現在の日本の社会における
「忘れられない人／忘れられる人」についても考えます。

21 エアライン入門講座

22 英語で学ぶエアライン・ホスピタリティ

保護者
も OK

〜 エアライン業界に必要な教養力とは 〜

国際教養学科

5号館2FK404
522
K館4F

1 2 3

今泉 景子

保護者
も OK

23「ディズニー流」
の経営戦略
K館3F K302

1 2 3 4

原 慎之介

東京ディズニーリゾートは、開園から30年以上経った今でも色あせることなく、人々を魅了し
続けています。訪れる人の多くは、ただテーマパークに行きたいのではなく、
ディズニーだから
行きたいと考えていることでしょう。老若男女を虜にするディズニーの魅力、その背景には
ディズニーならではの経営戦略があります。
この授業を通じて、夢と魔法の王国をマネジメント
の視点からみていきましょう。

6号館1F 614

保護者
も OK

1 2 3 4

篠崎 ひさこ

エアライン業界に興味のある皆さんへ
なんとなくエアライン業界に憧れている方は多いと思いますが、客室乗務員やグランドスタッフは、実際
にはどのような仕事をしているのでしょうか？エアライン業界で働くには何が求められ、大学では何を
勉強したら良いのでしょうか？名古屋外国語大学では、実際に沢山の先輩たちが「夢」
を叶え、
エアライン
業界で活躍しています。
この模擬授業では、皆さんの「夢」を叶えるための様々なプログラムのご紹介
と大学で何を学べばいいのかのヒントをお伝えします。

グローバルビジネス学科

グローバルビジネス学科

名古屋外国語大学では充実したエアライン関連授業を展開しています。特にグローバルビジネス学科
では、
「グローバルマインドを持ったサービススタッフ」
「グローバル社会でのホスピタリティ」
を世界の
基軸である英語をツールにして学びます。本日も、英語で学ぶエアラインの授業を外資系航空会社の
トレーニングと同じようなインタラクティブな形式でご紹介します。特に
「恥ずかしがりやさんで引っ込み
思案だけど〜」航空サービスに興味があるみなさまのなにかのヒントになってほしいと願っています。
ご父兄の方々も是非ご一緒にお楽しみください。

特 別イベント

外国語学部

「もっと自然に英語で会話したい！」
と、誰でもそのように感じた事があると思います。英語に

フランス語学科

6 Improving English through Playing Games

保護者
も OK

三品 由紀子

難しい専門用語で言うと、
「内容基盤型の言語教育」
と
「言語基盤型の言語教育」
と
「英語媒介の

を目指しています。
学生と色んな国の英語母語話者の先生が英語でやり取りをします。
聴く力も

【ス ペ イン 語】パブロ・アパサ

「フェイク・ニュース」
（うそのニュース）は、
フェイスブックなどのSNSの爆発的な普及と歩調

めざすは東京オリンピックの通訳！
保護者
現代英語学科で楽しく通訳を体験してみよう！ も OK
東館3F 同時通訳室 1 2 3 4
現代英語学科

は、
ネイティブスピーカーと直接話す時間を十分に確保できるので、英語でのコミュニケーショ

1 2 3 4
1 2 3 4

2号館
（新館）
3F 236

近藤 野里

15

“超”少人数の語学授業で、全学部・全学科を対象とした教育システムです。
この授業では、外国

ぐんと上がります。
英語を正しく読解して、
自分の言いたいことをちゃんとした英語で書く力もつき

2号館2F 223

世界共生学科

保護者
も OK

PUT（パワーアップチュートリアル）は、他大学に例を見ない「学生4人と外国人教員1人」
で行う

みる値打ちのあるテーマで「批判的に」考えて、
しっかりした英語で話ができるようになること

大岩昌子

2 3

2号館
（新館）
3F 235

小野 展克

14 文化の違い、
「食べる」
ことから考えてみよう！

のかを考えます。

教育」
の三つの教育方法を統合したものということができます）
。
名外大のCore Englishは、
どの

＜複言語プログラムから：スペイン語・インドネシア語＞

世界共生学科

知ってもらえたら嬉しいなぁと思います。

な文化差を考えながら、日本人にとっての「普通」が多文化の中ではどのようにとらえられる

学科にいても英米語学科などと同じレベルで英語の勉強ができるように保証しています。
考えて

4 世界の言語に触れてみませんか？

保護者
も OK

13 「フェイク・ニュース」に揺さぶられる世界とジャーナリズム

の姿を、模擬授業を通して、皆さんに感じてもらい、日本語教育の楽しさ、面白さを少しでも

と一緒に考えましょう。

めの土台づくりができ、外国語で考え、外国語で発信する力を養います。4対1で行われる授業

1 2 3 4

1 2 3 4

異論の言い方や、議論の仕方なども学びます。

現代国際学部

全学共通プログラム 複言語プログラム

Eric Hirata
Henry Robert Troy

K館3F K304

坂本 正

相手にとっては普通ではないことも多々あります。
この授業では、
「 食べる」
ことに関する様々

開講されるPUTを受講することで、3・4年次に外国語で行う専門研究や長期留学に対応するた

保護者
も OK

国際日本学科

は、
どうなるのでしょうか。元共同通信記者で、今もジャーナリストとして活動を続ける小野展克

カーと身近に接し、英語で自分を表現する楽しさを実感してみましょう。

─ Core English

保護者
も OK

12 えっ？外国人に教えて、
学んだ日本語!?

増えていきます。お互いの文化が異なると、あなたがそれまで普通だと思っていたことが、

ン能力（スピーキング力・リスニング力ともに）を伸ばすことに役立ちます。ネイティブスピー

3 Global Communicative Topics

酷寒のロシアの冬、それは寒いだけではありません。冬のロシアは同時にバレエ、オペラが

世界の政治経済の在り方に強いインパクトを与えています。世界とジャーナリズムの行方

と、会話が自然に流れ、持続するようになります。教材としてPUT専用テキストを利用し、意見や

─ 現代国際学部のパワーアップチュートリアル ─

1 2 3 4

を合わせて、世界中に広がりました。米トランプ大統領の誕生に一役買ったとの見方も強く、

の「会話の方略（conversation strategies）」
を身につけます。
この会話の方略がすらりと使える

（Power-up Tutorial）
2 PUT

世界共生学部

─ 外国語学部のパワーアップチュートリアル ─

2号館1F 213

言われるシンデレラの話は本当にそれ程古いお伽噺でしょうか。
ディズニープリンセスの一人

「不思議」な行事、
クリスマス。
クリスマスの由来を学びながら、宗教学の諸問題を紹介します。

（Power-up Tutorial）
1 PUT

世界教養学科
諫早 勇一

松山 洋平

●授業によって開講時間が異なりますのでご注意ください。

保護者
も OK

10 冬のロシア ─ バレエとオペラのロシア

24 模擬フライト
「Photogenic ﬂight to Malta」
エアライン業界 研究グループ

3号館1F エアラインラウンジ

1 2

4

「エアライン業界研究グループ」に所属する学生が、実際の飛行機での旅を再現
した模擬フライトを開催します。今年は絶景で有名なマルタ共和国行きの航空
便を就航します。マルタ共和国についてだけでなく、
「エアライン業界研究グルー
プ」についてもクイズ形式で知ることができます。最近はやりの“インスタ映え”の
する素敵な国へクルーと共に空の旅を楽しみましょう！皆様のご搭乗を心より
お待ちしております。

