
● 長い前置き

　 「海外旅行について書いてくれ」という原稿依頼が
来たのですが、ぼくは海外生活は約9年と長かったもの
の、「海外旅行」というのは実はほとんどしたことが
ないのです。理由は単純で、海外にいる間は赤貧生活
を送っていたからです。旅行に行くお金などなかった
のです。とはいえ、ボロ車を持っていたので車で行け
る範囲で旅行はしました。ぼくがいたアメリカを含
め、欧米の多くの国では高速道路が無料ですから、ガ

ソリン代と安モーテル代（一部屋30～60ドルぐらい）
があれば貧乏旅行はできたわけです。

　 とはいえ、ヨーロッパではありませんから、広いア
メリカでは車を走らせたっていつまでたってもアメリ
カなわけです。ぼくが住んでいたマサチューセッツ州は
「ニューイングランド」（英国からの入植者が最初に
街を築いた地域）と呼ばれる地方に属し、アメリカ全
体から見ればごくごく小さな地域なのですが、それで
もちょっとぐらいボロ車を飛ばしたぐらいではなかな
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　 会長多忙により副会長の私が代わって御挨拶申し上げ
ます。季節も秋から冬に移り変わり、寒さもだんだん本
格化してきました。みなさん風邪などひいていないです
か？季節の変わり目は特に、自分の体調管理に十分気を
つけて、寒い冬も乗り切っていきましょう。
　 ところで皆さん、あなたのストレス解消法は何です
か？睡眠、スポーツ、食べること、また映画や音楽鑑
賞、読書に耽る・・・人によって多種多様だと思いま
す。しかし中には、自分のストレス解消法を見つけられ

ていない人もいるのではないでしょうか？そんな人は、
何でも新しいことを始めてみることです！きっと好きな
ことが見つかるはずです。気晴らしに旅行に行ったり料
理を作ったりするのもオススメです。
　 日ごろ勉強、部活やサークル、アルバイトなどに明け
暮れて、朝から晩まで頑張っているあなた！時には何か
全く違うことをやって、頑張る自分に何かご褒美を考え
てみてはいかがですか？

副会長挨拶 甲南英語英米文学会副会長
森澤慧子

海外旅行のは・な・し
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中谷先生に聞く

誰もが行ってみたい海外旅行！
英語英米文学科の先生方なら経験豊富なはず？！
海外在住経験も長い中谷先生に伺いました！



か脱出できません。さらにニューイングランドを南へ
抜けて、ニューヨークやニュージャージー、ペンシル
ヴァニアあたりまで行っても、正直、ニューイングラ
ンドとあまり雰囲気は変わりません。車で旅行するこ
との無力さを感じる瞬間です。

　 しかし、北上すれば話は別です。ニューイングラン
ドはカナダに接してますから、北へ抜ければアメリカ
を脱出できるわけです。Hooray!

　 ということで、何泊かかけてボロ車でカナダに旅行
したことがあります。前置きが長くて申し訳ありませ
んが、とりあえず今回はカナダ旅行の話をさせていた
だきます。

● ボストンからモントリオールへ

　ぼくが9年近く住んだマサチューセッツ州ボストン近
郊は、アメリカ東海岸にありますが、あまり深い考え
もなく、車でカナダへ行くことを決心したのは2001年
9月のことでした。ボストンからニューハンプシャー州
を経由して5時間ほどでカナダ国境を越えられました。
車で国境を越えるのは初めてでしたので緊張しまし
た。が、ニューハンプシャーとカナダの国境なんて何
の観光資源もありませんから、まったく何もありませ
んでしたね。車が一切走ってないまっすぐなハイウェ
イの途中に高速道路の料金所みたいなのがぽつんと
あって、そこが国境の検問なのです。トランクを開けら
れた記憶がありますが、他は何もなく、パスポートに

判子押して終わりでした。そういえば、今思えばあの
旅行はいわゆる9.11テロのほんの一週間前でした。あ
の歴史的事件の後ならば厳しい検問があったはずで
す。

　 さて、国境を越えて最初に逗留したのがモントリ
オールです。ニューハンプシャーやヴァーモントの国境
からすぐの都市です。カナダは国全体としてはもろにア
メリカ文化圏に入っている国で、ほとんどアメリカ合
衆国の一部なんじゃないかと思う時もあるんですが
（失礼）、そういう大雑把な意識で気軽にモントリ
オールを訪問したものですから、実際訪問してびっく
りしました。というのもあそこはフランス文化圏なの
ですね。いや、知識としては知っていたのですが、
知ってはいても「カナダってアメリカだろ」ぐらいの低
レベルな意識しかなかったので、本当にフランス系だ
というのを目の当たりにしてびっくりしたのです。交通
標識もフランス語だし、街の人も大多数がフランス語
をしゃべっています。フランス語は大学で勉強したこ
とがありましたが、気持ちの準備がなかったのでにわ
かに緊張しました。

　 それはともかく、「アメリカ大陸の中のフランス」
ということで、モントリオールはとても面白い街だと
感じました。ニューイングランドの街もヨーロピアン
な色が濃いのですが、やはりイギリス系、広く言えば
ゲルマン系ですので、モントリオールのラテン系の香り
は新鮮でした。

● モントリオールか
らナイアガラへ

　 さて、モントリ
オールの高くて狭い
宿に一泊した後は、
西 に ボ ロ 車 を 飛 ば
し、トロント経由で
ナイアガラに行きま
した。ボストンから
モントリオールより
もモントリオールか
らナイアガラの方が
遠かった。640キロほ
ど走り、ぐったりしつ
つ適当なモーテルに
チェックインしまし
た。トロントから先
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は英語圏ですから、文化的雰囲気としてはアメリカと
大差ありません。

　 ご存じの方も多いと思いますが、ナイアガラの滝は
アメリカとカナダの国境にあり、また、滝壺は一つだ
けではなく、複数あります。アメリカ側から見られる
滝をアメリカ滝、カナダ側からしか見えない滝はカナ
ダ滝と言います。規模から言えばカナダ滝の方が圧倒
的に迫力があります。アメリカ滝はわりと地味。よっ
て、アメリカ側のナイアガラは観光地化しておらず、上
品です。しかしカナダ側の方はカジノやら蝋人形館やら
ホラーハウスやらがあってもろに観光地化しています。

　 風情という観点からすると観光地化してしまってい
るというのは必ずしも良いことではありませんが（大
体、滝とホラーハウスなんて全然関係ない）、それで
もちょっと徒歩で中心地を抜ければ「ただの田舎の地
方都市」という風情となり、個人的にはそれほど悪い
印象は持ちませんでした。泊まったモーテルは中心地
からちょっと離れ
たところにあった
（それでも徒歩圏
内）のですが、芝
生などがあってす
ごしやすかったの
で、予定変更して
二 泊 し た ほ ど で
す。実は当時は博
士論文を書いてい
まして、当時の日
記を読み返すと、
昼間っからナイア
ガラのモーテルで
コンピュータを広
げて論文書きをし
た と い う 記 録 が
残っています。旅
行 中 な の に 何 を
やっているんでしょう。まさに悪あがき、愚か者の所
業です。

● ナイアガラからボストンへ

　 さて、カナダ側のナイアガラで二泊した後、またボ
ロ車で国境を渡り、アメリカに戻りました。この地域
では当然国境を渡る人の数は非常に多いわけですが、
だからといって検問が厳しいかといえばそういうこと

もなく、パスポートを一瞥しただけで、はい通って良
いよ、という感じで、パスポートに判子さえ押してく
れませんでした。なんていいかげんな！ しかし、その
5日後にはテロが起こり、非常に多くの人が国境で長い
間足止めを食らうことになります。その意味ではあぶ
ないタイミングでした。

　 アメリカ側のナイアガラはニューヨーク州に属し、
甲南大学が交換留学提携しているニューヨーク州立大
学バッファローはその近くです。そこからボストンま
で一気に車で戻ったのですが、（寄り道したことも
あって）行程は800キロに及び、当然のことながら疲労
困憊、憔悴しました。しかし楽しい3泊4日でした。皆
さんも、飛行機で観光地を渡り歩くだけでなく、地を
這って呑気に異国を旅行してみるのも良いではないで
しょうか。（中谷健太郎）
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ライトアップされた夜のナイアガラ・カナダ滝。
日付は9-11の起こる6日前です。



このページでは、特に２回生のためのゼミ紹介をお届けします。
現役ゼミ生からアンケートをとったので、ぜひ参考にしてみてください！
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ゼ ミ 生 に よ る

有村ゼミ
1. 有村兼彬 先生

2. 英語の文法

3. 毎回２人ずつ自分の研究範囲を発表。（後期は４回生
が卒論を１人ずつ。

4. 自分の発表する所だけなので、とても少ない。課題
は、英語で書かれた資料の訳とまとめ。

5. ゼミコンが、前・後期１回ずつ。

6. おっとりした優しい方です。ですが、時折、切れ味バ
ツグンのボケをかますユカイな一面も持ち合わせてい
ます。

7. みんなお酒が大好きです。ホントに。マジで。自分の
研究が終われば、特に苦労する事もないので、比較的
に楽です。

中島（信）ゼミ
　　    ※在外研究のため、来年度のゼミはありません。

中谷ゼミ
1. 中谷健太郎 先生

2. 語の意味と概念＝人が英語を理解する際、脳内でどん
なことが起こっているのかを「語の意味」に注目して
研究しています。

3. 英語の論文を読みすすめていきつつ発表もあります。
雰囲気は、いい意味で自由です。固く構える必要は全
くありません！

4. 学期中に数回、授業内容をまとめたレポートを提出し
なければなりません。あとは、年２回、発表がありま
す。

5. 新歓はもちろん、前期にゼミコン１回（＠中谷家）、
夏休みに合宿（＠長野県）をしました。後期もゼミコ
ン予定してます！

6. おもしろい先生です！また、講義も丁寧に教えてくだ
さいます。そんな明るくて熱心な先生です。

7. 研究内容は超マニアックですが、知れば知るほど興味
深い内容です！ぜひ、気軽に見学に来てください！！

特別企画

1. 先生のお名前は？
2. ゼミの研究内容・テーマは何ですか？
3. 授業の進み方はどんな形ですか？また、雰囲気は？
4. 課題は多いですか？どんな課題が出ますか？

5. イベント(ゼミコン、合宿etc)はありますか？頻度は？
6. 先生はどんな方ですか？
7. 先輩から２回生に、ぶっちゃけた一言を！！

英語学 イギリス

福島ゼミ
1. 福島彰利 先生

2. 去年と今年は、音声学の中のイントネーションの分析
を研究しています。

3. 教科書を中心に、グループごとに発表してディスカッ
ションを行います。雰囲気は落ち着いていますが、突
然先生がギャグを放りこんできたりします。

4. 多くはないと思います。次の授業で扱う教科書の範囲
を読んで理解してディスカッションに備えます。

5. 岡本近辺で年に２，３回ほど飲み会など行います。

6. 良きお父さんみたいな方です。二次会へ行けば、ウイ
スキー片手にZippoでセブンスターに火をつける先生が
見れるかもしれません。ただし、オフは短パンにサン
ダル。

7. このゼミで生き残るには、先生が放つギャグをいかに
うまく拾うことができるかがポイントです。

アメリカ

ライクロフトゼミ
1. ライクロフト 先生

2. 英米児童文学

3. 先生が関連資料のビデオやスライドを使って、その日
の内容によって講義形式で進められます。また、とっ
ても和やかです。

4. ３回生時の後期に１度発表がある以外は大きな課題は
ありません。が、たまに本を読んでくる、授業内容か
らの調べ物があったりします。

5. ゼミコンは前期・後期に１回ずつくらいの頻度です。
多くはないですが、出席率が高いので、みんなでワイ
ワイ楽しんでます。

6. 授業中に突然、歌い出したり、作中のセリフを話して
くださることがあり、とてもユーモアに富んだ楽しい
先生です。

7. ライクロフトゼミは、自主性を尊重してくれるゼミで
す。その割にゼミコンの時などは一体感が生まれるほ
ど仲が良いので、一度見に来てみてください。
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ゼ ミ 紹 介

青山ゼミ
1. 青山義孝 先生

2. アメリカ文学

3. 一人一人、担当ページを決めてまとめてきて、発表し
ます。雰囲気はゆるーいですよ❤わからないところは
先生が教えてくれるので安心❤❤

4. 課題は、年に２回ぐらいのレポートです。

5. ゼミコンがよくあります！先生も飲み会大好きみたい
です！！笑

6. ほわーんとした雰囲気がかわいくて、おちゃめな先生
です❤カラオケ大好きで、ゼミコンのあとのカラオケ
ではマイクを離しませんよ！

7. とりあえず、のほほーんとしたゼミ！みんな先生大好
き！ゆるゆる！笑

秋元ゼミ
1. 秋元孝文 先生

2. 現代アメリカ文学

3. 生徒が中心となり、議論を主にした授業です。学年の
境がなく、皆、仲が良いです。

4. 課題は多くないけど、発表に際するハンドアウト、プ
レゼンの準備などがあります。

5. ゼミコンは、やりたい時にします。昨年は１年に３回
程度でした。

6. 少年の心を持ちながらも真剣に生徒と向き合ってくれ
てアドバイスをくれます。

7. 面白い論文を書きたいやる気のある人は、ぜひ秋元ゼ
ミに！！

安武ゼミ
1. 安武留美 先生

2. アメリカ文化

3. 雰囲気はゆったりと、進み具合も速すぎることはあ
りません。先生のアメリカ文化についての話に興味が
ある人には、とても楽しいと思います。

4. それほど多くないです！！２週間に１回ぐらいプリン
ト形式で課題が出ることがあります。

5. 前期、後期に１回ずつ飲み会があるかな！？

6. やさしい＆真面目な先生です！！しっかりと１人１
人の話を聞いてくれます！！

7. 今、このゼミは３回生だけで４人しかいません！！
明るいゼミになるように、アメリカ文化に興味がある
人は来てください！

井野瀬ゼミ
1. 井野瀬久美恵 先生

2. イギリス文化研究。

3. １回の授業で２名が論文テーマについてプレゼン形式
で発表。

4. ほぼなし。報告前の準備のみ。

5. ゼミコンは年３回、合宿はありません。

6. 時に厳しく、時に優しい。

7. 厳しい噂は本当ですが、将来必ず役に立ちます！

大森ゼミ
1. 大森義彦 先生

2. アメリカ文学について作品を読解することにより研究
します。

3. 担当者が発表する形式ですが、担当者以外も毎回予
習していないといけません。ゼミの雰囲気は温かく、
勉強しやすい環境であると思います。

4. 授業で進む範囲は、毎回予習する必要があります。テ
スト前にレポートの課題が出ます。

5. ４月や５月にゼミコンが１回あります。それ以外は、
ゼミ生が企画してやっていく感じです。

6. とにかく優しい方です。知識が豊富で学ぶことがとて
も多いです。たまにシャレを言って、場の雰囲気をな
ごませてくれる方です。

7. アメリカ文学が好きな方、英文読解が好きな方はとて
も楽しめるゼミだと思います。先生の人柄もとても良
く、オススメです。

中島（俊）ゼミ
1. 中島俊郎 先生

2. 現在のテーマは「ルイス・キャロルとその時代」

3. イントロダクションを先生がされて、グループでその
時のテーマを報告し、参加者全員で討議するやり方で
す。アットホームです。

4. ２、３週に１度巡ってくるグループ発表にむけてのプ
レゼンが課題です。

5. 春１回ゼミコン、年末か年始にゼミ旅行計画中です…

6. きびしい中にもやさしさあり、柔軟をこころえてい
る、おもしろいと思われる先生です。でも、一直線が
ある時はやりにくい！！

7. 就活に結びついたゼミで企業からの説明会もありまし
た。プレゼンが面接に活きるように頑張っています！



２回生（後期）の例》部活:あり！　　バイト: 月/木/土　　教職履修中

　 1限目 2限目 3限目 4限目 5限目

月 上級英語S（留P） 基礎中国語
（会話）

中級ドイツ語
（会話）

中級ドイツ語
（検定対策）

英語文化研究Ⅱb

火 　 ブリティッシュ
スタディーズ

　 同和教育研究 上級英語GT
（留P）

水 　 基礎演習〈井野瀬〉 基礎中国語
（文法）

上級英語S（留P） 　

木 英語の音声 講読演習〈井野瀬〉 日本国憲法 IT応用 　

金 教育課程論 　 上級英語GT 　 　

土 　 道徳指導法 　 　
　　　　　　　S=スピーチ  GT=グローバルトピックス　　〈←ドラゴンボール×〉

・・とまぁ、2回生後期に僕が受けている講義の時程を載せてみました。『とり
過ぎちゃうの』とかいうツッコミは置いといて。。。
［一応これでも（専門科目は）19単位という扱いです］

☆僕は英語の中でも特に音声学が好きです。今年は木曜日の1限という、最も辛い時間にあります。福島彰利先生
の研究範囲です。「そもそも言葉を話す時に我々は何をしているのか」に始まり、音が連結したり消失したり、だ
じゃれ、英米間イントネーション〈BRとGE〉の違い、など様々な分野を面白い先生から楽しく学べます。基本的に
は先生のプレゼンとお話を聞いている感じで、時々例題をします。先生の話し方が非常に分かりやすくて興味を引か
れるのですらすら理解できます。僕にとっては発見と驚きと興味が尽きない世界です。

☆卒論を書くテーマを選ぶ場であり、大学生活の半分を過ごす場でもあるゼミがありますが、基礎演習というのはそ
の練習のようなものです。先生はランダムで決まりますが、今年僕は井野瀬先生に見て頂いています。キツいけど
ラッキーだと思います。英語の読み方や翻訳のありかた、文章の書き方など今すぐ役立つ実用的なことを学べます。
アメリカ側の視点に立った原爆投下の記事や幕末の日本について英語で書かれた物のうち1～2人、受け持ち和訳し
た物をクラスの皆で共有します。その後ほとんどの場合は先生からダメ出しされます。他にも井野瀬先生の講義で
は、英国文化史を題材に、物事の「裏を読む」力や、発生理由などを「考え」、自分の知識と連結させて「より深み
を知ろう」 とする姿勢を身につけるように指導を受けています。

☆まとめ☆
・・”下手”褒めだけになりました。どうにも退屈な時間の説明が逆に難しくて。。〈←まじめかッ〉いずれにして
も、英文科の講義は予備知識がかなり必要だと思います。

6

１回生の時は、詳しく説明してもらった授業内容。でも２
回生からの授業について話を聞ける場はほとんどない
のが現実です。「来年の授業ってどんな感じ？授業
のある日はどれぐらい減る？暇って本当？」そこで

今年２・３回生の実際の時間割を紹介！
ぜひ来年の参考にしてください！

時　間　割　紹　介

おすすめ
授業紹介！

コメント



3回生（後期）の例》　部活:あり！　　バイト: 月/火/金　　教職履修中

1・2回生のうちに年間上限単位数ギリギリまでとっていたので、３回生から急
激に授業数が減りました。　 前期の方がもう少し授業があったんですが…。　
教職関係の活動や部活など、３回生のうちにできる活動をたくさんしたいと

思ったので授業の無い日を２日作りました。1・2回生のみなさん、就活のために
も早めに単位は取っておく方が絶対いいですよ！笑

☆おすすめの授業は…数が少ないので選びにくいですが（笑）、やっぱり自分で選んだゼミ（セミナー）です。私の
ゼミは児童文学がテーマです。大半が３回生なので授業内容も３回生中心で、前期はいくつかの文学作品を歴史的、
文化的な背景から考えました。後期からはそれぞれが児童文学に関する好きなテーマで発表し、卒論に向けての研究
練習を行ってます。｢『文学』って言われてもよくわからん…」という人にでも、シンデレラなど、誰もが小さい頃
読んだことのあるお話を考えるのは楽しいと思うので、ぜひどんな授業か1度見に来てください！ライちゃんもきっ
と喜んでくれると思います。笑

☆英文科の授業単位としてカウントされる授業がほとんどない、また５限が多いので敬遠されがちですが、教職関係
の授業も面白いです！教科教育法や前期にあった特別活動指導法など、３回生になってから専門的で、実践を交えた
授業が増えてきてより一層そう思うようになりました。特に教科指導法での模擬授業は毎回準備が大変で、ほとんど
授業中は英語（留学生も参加してるから）なので緊張もするんですが、人とコミュニケーションする上で大事なアプ
ローチ方法にもつながっていると思うので、就活を考えている人にもおすすめです！

☆上級外国語は３年生のうちにとっておくと外国語の成績優秀者になれる（詳しくは国際交流センターの方に聞いて
ください！）可能性があるので、英語以外の言葉に興味がある人はぜひ目指してみてください！

☆まとめ☆
英文科は出席重視の授業が多いので、授業に出ていれば単位は取りやすいと思います。卒業後の進路を考えるために
早め早めで損はないと思います。 同回生のいない、下級生ばっかりの中で授業を受けるのは寂しいですよ…。笑　

　 1限目 2限目 3限目 4限目 5限目

月
中級フランス語
（読解）

火 授業なし！授業なし！授業なし！授業なし！授業なし！

水 授業なし！授業なし！授業なし！授業なし！授業なし！

木 英語の音声
セミナー

（ライクロフト） IT応用 教科教育法（英語）　

金 中級英語TOEIC
上級英語
オーラル

上級フランス語
（会話） 　

土 　
学校図書館メディア

の構成 　 　
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編集後記
久保田晃子＠３回（会長）

今回全体の編集をさせてもらって初めて大変さが分かりまし
た…。最近周りで就活を始める人が増えてきて焦ってます＞＜　
来年の今頃はどうなってるんかなぁ…。

森澤慧子＠３回（副会長）
妹とスイパラ行ってきました。方向音痴の妹を信じて行ったのが
間違いでした。予約していた時間より30分も遅れて無事到着しま
した；

盛本直輝＠３回（書記）
ゼミ紹介ページを担当しました。少しでも参考にしてもらえたら
嬉しいです！

横山悠佑＠３回（会計）

留学中です！

立田有佑＠２回

来年いよいよゼミにはいります。どのゼミも魅力的でどれに入ろ
うか迷い中です。

小野博成＠２回
２回生２人は仲良くやってます。部活(ＪＡＺＺ)やなんやで忙し
いですが、毎日楽しく勉強してます。Ｍecha Ｏnaka Ｓuita

略して、ＭＯＳ Big Band (同回生バンド)をお願いします！

岡彩子＠1回
ナルニア国物語の映画公開が楽しみです。

後藤菜摘＠１回

最近は寝ても寝ても眠たくて困っています。眠気が覚める何か良
いアイテムはないか探しています(>_<)

戸城美幸＠１回

あっという間に１年が終わっちゃいました(∵)!

浅井理那＠１回

最近アルフォートにハマってます(^^)とくにホワイトチョコのも
のがお気に入りです！食べすぎて体重計に乗るのがこわいで
す・・

本多智哉＠１回

大学初めての学祭がありました。約2ヶ月間作業をしていたの
で、大変でした。

KEALL助っ人募集中！
編集・出版に興味あるひと　イベント企画に関心のあるひと　

英文科の先輩・後輩・同級・先生と交流したいひと　学年問わず！ 仕事はたいへん少なくて楽です！
→興味ある人は火曜日昼休み10号館8階英文研究室に気軽にお越し下さい！

人気留学先ランキング　ベスト3
１位　バンクーバー（カナダ）
都会の便利さと自然が共存し、治安も良くまた、夏は爽やかで過ごしやすい
気候であるのが人気の理由。
 

２位　シドニー（オーストラリア）
海に囲まれ、リラックスした生活環境に加え都市機能も発達しており、オー
ストラリアの人々の親しみやすさも魅力の一つ。

３位　ロンドン（イギリス）
生活の中で色濃いイギリス文化を感じることができ最先端のアートやファッ
ション等見所も多くあることから、人気が復活。

KEALL調べ！

 

 


