
スペインウィーク

各イベントは参加無料です（事前申込み制除く）

2018年 11月23日（金） 〜 12月1日（土）

インターナショナルウィーク2018

東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」下車　徒歩13分

渋谷駅から特急利用・菊名駅にて各駅停車乗り換え　約30分

★ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

● アクセス

● キャンパスマップ

ごあいさつ

神奈川大学

学長 兼子 良夫

　神奈川大学では、この秋、スペインとその文化に親しんでいた

だく「インターナショナルウィーク2018スペイン～神奈川大学ス

ペインウィーク～」を開催する運びとなりました。これまで神奈

川大学は、良識ある市民としてあらゆる文化や宗教を尊重し、世

界に通用する教養を身につけた学生を育成する努力を続けてまい

りました。この「インターナショナルウィーク2018スペイン」は、

本学の学生が世界のさまざまな文化とその文化に内包される多様

な価値観を学び、国際的な感覚と良識を身につけるための教育の

一環として企画されたものです。

　スペインが位置するイベリア半島は古くから様々な文化を持つ

民族が行き交う場所でした。その歴史的経緯から、スペインは現

在でも実に多様で魅力的な文化を持っています。「インターナショ

ナルウィーク2018スペイン」は、国内外から講師をお招きして行

われるシンポジウム「España diversa ― スペインの多様性につい

て考える」をはじめ、様々なイベントを通じて、スペイン文化の

奥深さに触れて頂き、日本とスペインの文化交流を促進すること

を目的としております。学術的なイベントだけでなく、スポーツ

や音楽、フラメンコ、あるいは演劇、食文化についての講演、学

生の運営するスペイン語 café など、一般の方々にも気軽にご参加

いただき、多彩なスペイン文化をご堪能頂ける企画もたくさん用

意しております。

　開催にあたり、インスティトゥト・セルバンテスを始め、実に

多くのみなさまにお世話になりました。ここに厚くお礼申し上げ

ます。
	 神奈川大学

	 神奈川大学人文学会／神奈川大学外国語学部文化ウィーク

	 インスティトゥト・セルバンテス

	 スペイン政府観光局

主　　催

協　　賛

協　　力

画像提供

お問合せ先：学長室
〒221-8686	横浜市神奈川区六角橋3-27-1

TEL.	045-481-5661（代）

https://www.kanagawa-u.ac.jp



S p a i n  We e k学術シンポジウム・講演会 イベント内容

●基調講演　9：00 〜 10：40
	 関 哲行（流通経済大学社会学部教授）

	 中近世スペインのユダヤ人とコンベルソ

●パネルディスカッション　10：50 〜 12：30
	 地域主義の来し方行く末
モデレーター 永田 智成（南山大学外国語学部准教授）

報告者1［カタルーニャ］ 奥野 良知（愛知県立大学外国語学部教授）

報告者2［バスク］ 梶田 純子（関西外国語大学外国語学部教授）

報告者3［ガリシア］　 畠中 昌教（久留米大学経済学部准教授）

●基調講演　13：30 〜 15：10
	 Emma Martinell（バルセロナ大学名誉教授）
	 “Barcelona:	ciudad	antigua,	tradicional	e	innovadora.	Ciudad	bilingüe
	 （バルセロナ－伝統と革新の古都。2言語併用都市）”
	 スペイン語（通訳なし、日本語による簡単な説明あり）

●パネルディスカッション　15：20 〜 17：00
	 スペインはスペイン語だけじゃない	―	多言語のおもしろ国家スペイン	―
モデレーター［スペイン語］ 福嶌 教隆（神戸市外国語大学名誉教授）

報告者1［カタルーニャ語］ 長谷川 信弥（大阪大学大学院言語文化研究科教授）

報告者2［ガリシア語］ 浅香 武和（聖心女子大学文学部非常勤講師）

報告者3［バスク語］ 吉田 浩美（神戸市外国語大学外国学研究所客員研究員）

【第1部】スぺイン社会・文化の多様性

◆学術シンポジウム
「España	diversa	―スペインの多様性について考える」

【第2部】スペイン言語の多様性

講演者

講演者

タイトル

タイトル

タイトル

タイトル

使用言語

スケジュール表　イベント名、開催時間・会場は変更となる場合があります。

◆講演会
「豊かなスペイン：食とワインの共演」

事前申し込み制（20歳以上先着100名）　
参加費：本学学生及び教職員500円、一般1,000円
左右のQRコードよりお申込みください。

 

	 ホセ・ルイス・ヒメネス・ガルシア（王立ヘレス科学・芸術・文学アカデミー会員） 
 「LA	CULTURA	QUE	VINO	CON	EL	VINO	（Viajando	de	España	a	

Japón）」（ワインとともに歩んできた文化～スペインから日本へ～）	
 スペイン語（逐次通訳付き）
　
	 木村 友胡（シェリー原産地呼称統制委員会公認シェリー・エデュケーター）

	 シェリー酒とその魅力
	 篠崎 新平（Bar篠崎 マスターバーテンダー／アンダルシア州政府イベリコハム・コルタドール・コンテスト2017年優勝） 

醸造過程の異なる複数のシェリー酒を試飲しながら、生ハムと
のマリアージュを体験していただきます。
講演会終了後、懇親会（代表的なスペイン料理を味わう会）を
実施します。

本学学生、教職員用 一般用

講演者①

講演者②

タイトル

タイトル

使用言語

ゲスト講師（Cortador）

学生によるスペイン語劇の上演です。スペイン語学
科での学修の成果を発表するために、スペイン17
世紀の劇曲“Fuenteovejuna”（ロペ・デ・ベガ作）
をスペイン語で演じます。　
協賛：神奈川大学人文学会／神奈川大学外国語学部文化ウィーク

事前申し込み制 右記のQRコードよりお申込みください▶
（小学生1年生〜 4年生　先着20名　参加費無料）

元Jリーガー、スペイン二部リーグでプレー経験がある安永 聡太
郎氏によるサッカー教室を開催します。また、スペインリーグで
のプレーやスペイン生活についての講話を行います。

スペイン語劇

安永聡太郎さんによるちびっこサッカー教室

15：30 〜 17：30
16号館セレストホール

13：00 〜 17：00
3号館3階305講堂

13：00 〜 17：00
3号館1階学習スペース

13：00 〜 15：00
20号館前小グラウンド
（雨天時は13号館体育館）

Café形式でコーヒーを飲みながらスペイン語圏からの留学生と会話、初心者にはミニ
レッスンを行います。また、展示コーナーにはスペインに関する写真やパネルを展示し、
本学フラメンコ部のロスガトスの学生によるフラメンコミニレッスンも行います。

フラメンコミニレッスン
①13：30 〜 14：00 ／ ②14：30 〜 15：00

フラメンコミニレッスン
※12月1日（土）のみ3号館204講堂

①13：30 〜 14：00／ ②14：30 〜 15：00

スペイン語café

本学フラメンコ部のロスガトスによるフラメンコショー
を上演します。学生による演舞の他、指導者の篠田三枝
氏によるバイレ（ソロ演舞）、斉藤元紀氏によるギター
演奏、ダニエル・リコ氏によるカンテ（歌）も披露します。

ロスガトスによるフラメンコショー

定員制（先着200名）
※詳しくは本学HPをご覧ください。

村治 佳織さんギター演奏会

図書館企画

15号館図書館視聴覚小ホール

● 15：20 〜
● 17：10 〜 

「蝶の舌」
（上映 95分）

● 15：20 〜
● 17：10 〜 

「エル スール」
（上映 95分）

● 15：20 〜
● 17：10 〜 

「ビリディアナ」
（上映 91分）

① スペイン映画上映会

② 資料展示
 スペインに関する資料の展示
③ レコード鑑賞会
 図書館で所蔵しているスペイン関連（スパニッシュギター、ジャズ、スペイン関連ク

ラシック曲等）のLPレコード鑑賞会を行います。

提供：インスティトゥト・セルバンテス

11 23（金）

11 24（土）

11 26
（月）

11 28
（水）

11 29
（木）

12 1（土）

11 24（土）

15：30 〜 17：00
16号館セレストホール

17：30 〜 18：00
16号館セレストホール

11 27（火）

11 27（火）

11月23日（金） 11月24日（土） 11月26日（月） 11月27日（火） 11月28日（水） 11月29日（木） 11月30日（金） 12月1日（土）
9:00 9:00 〜 12:30

学術シンポジウム
「España diversa −スペイ

ンの多様性について考える」
第1部／スペイン社会・文化の多様性
3号館305講堂

11:00

11:00 〜 14:00
レコード鑑賞会
15号館図書館
視聴覚小ホール

11:00 〜 14:00
レコード鑑賞会
15号館図書館
視聴覚小ホール

11:00 〜 14:00
レコード鑑賞会
15号館図書館
視聴覚小ホール

11:30

12:00

12:30

13:00

13:00 〜 15:00
安永聡太郎さんによる
ちびっこサッカー教室

（事前申し込み制）
20号館小グラウンド
※雨天時は13号館体育館

13:00 〜 17:00
スペイン語 café
■ café
■ 展示
■ ロスガトスの学生による

フラメンコミニレッスン
1回目／13:30〜14:00
2回目／14:30〜15:00
3号館305講堂

13:00 〜 17:00
スペイン語 café
■ café
■ 展示
3号館1階学習スペース

13:30

13:30 〜 17:00
学術シンポジウム

「España diversa −スペイ
ンの多様性について考える」
第 2 部／スペイン言語の多様性
3号館305講堂

13:30 〜 14:00
ロスガトスの学生による
フラメンコミニレッスン
3号館204講堂

14:00

14:30

14:30 〜 15:00
ロスガトスの学生による
フラメンコミニレッスン
3号館204講堂

15:00
15:20 〜
オープニング挨拶
16号館セレストホール

15:20 〜 17:00 ／
17:10 〜 18:50
映画上映「蝶の舌」

（上映 95 分）
15号館図書館
視聴覚小ホール

15:20 〜 17:00 ／
17:10 〜 18:50
映画上映

「エル　スール」
（上映 95 分）
15号館図書館
視聴覚小ホール

15:20 〜 17:00 ／
17:10 〜 18:50
映画上映

「ビリディアナ」
（上映 91 分）
15号館図書館
視聴覚小ホール

15:30 15:30 〜 17:30
スペイン語劇

「“Fuenteovejuna”
（ロペ・デ・ベガ作）」上演
16号館セレストホール

15:30 〜 17:00
ロスガトスによる
フラメンコショー
16号館セレストホール

16:00

16:30

16:30 〜 20:30
講演会「豊かなスペイン：
食とワインの共演」

（事前申し込み制）
3号館305講堂

17:00

17:30 17:30 〜 18:00
村治 佳織さんギター演奏会

（定員制）
16号館セレストホール

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

11 30（金）

12 1（土）

3号館3階305講堂

3号館3階305講堂

第1部 ● 9：00 〜 12：30
第2部 ● 13：30 〜 17：30

16：30 〜 20：30 参加費
あり

スペインウィーク期間中は、生協とコラボして、
キッチンカーや学食などでスペイン料理を提供します。


