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Curriculum and Schedule

WED THU FRI

特別講演

鈴木 大地
スポーツ庁 長官

9:45-10:05 2-301

オリンピック理解
東京2020オリンピック・パラリンピック組織委員会参与

10:10-11:00 2-301

11:10-12:00 2-301

共生社会と人間学
13:10-14:40 2-301

パラリンピアンから学ぶ人間力
岩田 朋之ロービジョンフットサル

日本代表キャプテン

14:50-15:40 2-301

ラグビーワールドカップ2019理解

徳増 浩司
(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会
事務総長特別補佐

15:50-16:40 2-301

昼 休 み

受講前ガイダンス （9:30～9:40）

（12:00～13:10）

国際スポーツ
ボランティア

1回

2回

3回

4回

5回

9:00-10:30
2-201

9:00-10:30
2-301

9:00-10:30

組織と
リーダーシップ

9:00-10:30
2-204

おもてなし
ワークショップ

6回

7回

8回

9回

江上 いずみ

筑波大学 客員教授
札幌国際大学 客員教授
グローバルマナースプリングス代表

市瀬 良行

神田外語大学 教授
体育・スポーツセンター長

江川  潤
神田外語大学 講師

国際スポーツ
ボランティア

組織と
リーダーシップ

国際スポーツ
ボランティア

組織と
リーダーシップ

国際スポーツ
ボランティア

組織と
リーダーシップ

10:40-12:10

2-204

10:40-12:10

2-201

10:40-12:10

2-301
10:40-12:10

13:10-14:40 13:10-14:40

2-204

13:10-14:40

2-201
13:10-14:40
2-301

14:50-16:20

2-301

14:50-16:20 14:50-16:20

2-204

14:50-16:20

2-201

GROUP 1 GROUP 2 GROUP 3 GROUP 4

貴島 和美

一般財団法人　
国際ビジネスコミュニケーション協会
マーケティング統括室

アスリートから学ぶ人間力

昼 休 み（12:10～13:10）

9:00-9:50 2-301

昼 休 み（11:50～12:50）

英語            ① 中国語 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

参  加  実  績 (神田外語大学 2007年～2019年7月)
国際大会の通訳ボランティア

10回

11回

12回

13回

14回

15回

10:00-10:50 2-102 10:00-10:50 2-103 10:00-10:50 2-204 10:00-10:50 2-201 10:00-10:50 2-202 10:00-10:50 2-203 10:00-10:50 4-206 10:00-10:50 4-205 10:00-10:50 4-204 10:00-10:50 4-203

11:00-11:50 2-103 11:00-11:50 2-204 11:00-11:50 2-102 11:00-11:50 2-202 11:00-11:50 2-203 11:00-11:50 2-201

12:50-13:40 2-204 12:50-13:40 2-102 12:50-13:40 2-103 12:50-13:40 2-203 12:50-13:40 2-201 12:50-13:40 2-202

比較文化論 通訳技法 医療通訳技法 比較文化論 通訳技法 医療通訳技法 比較文化論① 比較文化論 比較文化論① 比較文化論①

通訳技法 医療通訳技法 通訳技法 医療通訳技法 比較文化論

医療通訳技法 比較文化論 通訳技法 医療通訳技法 比較文化論 通訳技法

比較文化論

11:00-11:50 4-206 11:00-11:50 4-205 11:00-11:50 4-204 11:00-11:50 4-203

比較文化論② 比較文化論② 比較文化論②

小坂 貴志

英語            ② 英語            ③ 英語            ④ 英語            ⑤ 英語           　

呉 哲煥

大饗 里香
神田外語大学 教授 日英通訳・翻訳・英会話講師

矢頭 典枝
神田外語大学 教授

中曽根 俊
日英通訳・翻訳・ボイスオーバー

伊藤 博子
南新宿整形外科 理学療法士

花澤 聖子
神田外語大学 教授

柳沼 孝一郎 髙木 耕
神田外語大学 准教授

昼 休 み（11:50～12:50）

13:50-14:40 2-301

14:50-15:40 2-301

12:50-13:40 4-206 12:50-13:40 4-205 12:50-13:40 4-204 12:50-13:40 4-203

通訳概論・技法 翻訳概論・技法 通訳概論・技法 通訳概論・技法

神田外語大学 教授・副学長

花澤 聖子
神田外語大学 教授

朴 ジョンヨン
神田外語大学 准教授

Sanz Rivera Arsenio 奥田 若菜
神田外語大学 准教授神田外語大学 准教授

孫国鳳
大学セミナーハウス所属・
東京外国語大学兼任講師

本田 恵子
神田外語大学 講師

渡部 美貴 Gustavo Meireles
神田外語大学 講師神田外語大学 講師

145回

1,285名

893名

174名

114名

 65名

 21名

 4名

 3名

 3名

 6名

その他　　　　　2名

●　第22回ソチオリンピック冬季競技大会（2014）
●　高円宮牌 フェンシングワールドカップ（2014～）
●　第3回WBSC いわき U-15 野球大会（2016）
●　ジェフユナイテッド市原・千葉 選手通訳（2016～）
●　文部科学省 スポーツ・文化・ワールド・フォーラム（2016）
●　2017 冬季アジア札幌大会（2017）
●　世界少年野球大会 千葉大会（2015）、横浜大会（2017）
●　第10回アジアエアガン選手権大会（2017）
●　2018平昌冬季オリンピック（2018）
●　WDSF世界ユースブレイキン選手権（2018）
●　第15回ジュニア合気道記念大会（2019）
●　B.League U15 Challenge Cup（2019）

NPO法人 CRファクトリー
代表

通訳概論・技法

新条 正恵小坂 貴志 大饗 里香

新条 正恵大饗 里香 小坂 貴志

矢頭 典枝中曽根 俊 伊藤 博子

矢頭 典枝 中曽根 俊伊藤 博子

江上 いずみ 市瀬 良行・江川 潤貴島 和美呉 哲煥

江上 いずみ市瀬 良行・江川 潤 貴島 和美呉 哲煥

市瀬 良行・江川 潤 貴島 和美呉 哲煥江上 いずみ

パラリンピック理解

中森 邦男

　グローバル社会が急速に進行している中、真のグローバル人財に求められるのは語
学力だけでなく、世界に通用する人間力です。つまり、自ら主体的に考え、責任を持って
行動することが重要です。
　このセミナーは、人間としてのキャパシティを広げるための学び、リベラルアーツ（教
養教育）を身につけるために役立つカリキュラムになっています。内容としてはスポー
ツ・文化をはじめ、日本・異文化理解、そしてホスピタリティマインド、通訳技法・スキル
等幅広い知識・技能を学ぶことができます。このセミナーを通じて日本全国から一人で
も多くグローバル人財が輩出されることを願います。

教育担当コーディネーター

朴　ジョンヨン

神田外語大学 准教授
スポーツ通訳ボランティア推進室長

※予定終了時刻：16:00

アドベンチャー
コミュニケーション
プログラム（ACP）

アドベンチャー
コミュニケーション
プログラム（ACP）

アドベンチャー
コミュニケーション
プログラム（ACP）

アドベンチャー
コミュニケーション
プログラム（ACP）

受付（2-301教室前）（9:00～9:30）

公益財団法人日本障害者スポーツ協会
日本パラリンピック委員会参事

日本フェンシング協会理事／JOCアスリート委員
2008年 北京オリンピック出場
2012年 ロンドンオリンピック男子フルーレ団体銀メダル獲得
文部大臣顕彰、河北文化賞、気仙沼市民栄誉賞等受賞 千田 健太

神田外語大学 講師

孟 信美

新条 正恵
Multilingual Club ファシリテーター

筑波大学 教授

真田  久

主 催 者 挨 拶 （9:40～9:45）

江上 いずみ
筑波大学 客員教授
札幌国際大学 客員教授
グローバルマナースプリングス代表

社会福祉法人 太陽の家
 理事長

三菱商事太陽株式会社
社長

神田外語大学
学長

山下 達夫 福元 邦雄 宮内 孝久

おもてなし
ワークショップ

おもてなし
ワークショップ

おもてなし
ワークショップ

ファシリテーター

スポーツと国際ビジネス
神田外語大学
ボランティアセンター部長

篠村　勉

音楽とリベラルアーツ
チェロ奏者
リベラルアーツ塾ライシアム 代表

クリストファー 聡 ギブソン

長尾 滉

神田外語大学 卒業生
2018平昌冬季オリンピック
ボランティア参加者

眞壁 ひとみ

神田外語大学 卒業生
JR東日本東京駅
ボランティア参加者

懇 親 会（会場：食神）（16:30（受付開始）～19:00）

1-101, 1-102, 1-103. 3-110

1-101, 1-102, 1-103. 3-110

1-101, 1-102, 1-103. 3-110

1-101, 1-102, 1-103. 3-110


