
　神戸大学文学部人文学研究科様より、「神戸
オックスフォード日本学プログラム」（ＫＯＪＳＰ）
の紹介リーフレットのご依頼をいただきました。
　こちらは、イギリス・オックスフォード大学で日
本学を専攻している学生を 1 年間留学生として受

け入れるプログラムを紹介する
リーフレットです。留学生と、
チューターの神戸大学の学生の
方々の笑顔を表紙にしたデザイン
をご提案させていただきました。
　撮影は終始和やかな雰囲気
で、皆さんの自然な笑顔を撮影す
ることができました。
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お気軽にご相談ください お問い合わせの際には、ぜひ「トライス通信を見た」と
お伝えください。 mail. info@trais.co.jp

看護師募集パンフレット（神戸百年記念病院様 ご依頼案件）

最新事例のご紹介

施設紹介ページに掲載する、建物全体の写真を撮影したいというご依頼をい
ただき、ドローンによる写真、動画の撮影をいたしました。

NEW

　2015年より神戸百年記念病院様の看護師募集パンフレットの制作を担当させていた
だいております。病院の充実した教育システムをわかりやすくレイアウトし、100周年記念
マークや少しレトロな雰囲気のあるカラーリングで歴史ある病院だと感じられるデザイン
に仕上げ、応募者に安心感を与えられるよう心がけました。
　表紙には、ナースステーションに何気なく掛けられていた聴診器の写真を採用しまし
た。看護師の方々が見ている日常の風景を切り取った写真を使うことで、ほかのパンフ
レットとの差別化ができた表紙となりました。

神戸オックスフォード日本学プログラム 紹介リーフレット
（神戸大学 文学部人文学研究科様 ご依頼案件）

あなたの想いを、カタチにしますあなたの想いを、カタチにします

ノベルティ制作 イラスト制作 印刷・製本・特殊加工 取材・原稿作成

デザイン・企画 WEBサイト 写真撮影 動画制作

KOJSP生の声
　最初の学期は日本の生活にまだ慣れていなかったので、文学部が
企画してくれるイベントや旅行に行くのが、気軽で楽しい日本発見の
機会となりました。もっと自信がでてきてからも、文学部のリラックス
した雰囲気や、ダジャレを許してくれる先生方はありがたいです。
　この頃では、留学生センターから神戸の街並みを眺めると、懐かし
い気持ちさえ感じるようになってきました。偽物イギリス料理を売る店
のある三ノ宮。いつもおしゃれな阪急電車。六甲アイランドのクレーン
の赤いライト。

KOJSPチューターの声
　私は一回生の時にオックスフォード夏期プログラムに参加したきっ
かけで、KOJSP生のチューターを始めました。チューターの仕事は主
に留学生の日本での生活や日本語学習をサポートすることです。サ
ポートと一口に言っても、それは多岐に渡ります。勉強面ではもちろ
んのこと、慣れない日本での一年という長期滞在で不安を感じている
時は相談に乗ります。彼らと親交を深めていくうちに、日本にいなが
らイギリスの若者文化を知ることが出来ました。同時代で共通点も多
いですが、やはり文化差は存在します。文化差はどの国にとっても難
しい課題ですが、最後にはそれを乗り越えて個人として相手と向き合
えるようになるのがこの仕事の魅力だと思います。

Kobe-Oxford Japanese Studies Programme
KOJSP

神戸オックスフォード日本学プログラム

〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/graduate/kojsp.html
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神戸大学文学部

KOJSP

▲

ホームページでも、KOJSPについて詳しく紹介しています。
神戸大学文学部 KOJSP HP

https://www.facebook.com/KOJSP-315116381939237/KOJSP FACEBOOK

　2012年に開始されて以来、KOJSPは神戸大学文学部にとって
非常に重要なプログラムになっています。毎年約12名の学生が神
戸大学生と同じキャンパスで学び、様々な形での交流が行われて
います。インターナショナル・アワーなど他大学からの留学生をも
交えた様々な行事も行われるようになり、文学部内で国際交流へ
の関心が増しています。学生の間でも、チューター活動を通した
KOJSP生との出会いがきっかけでオックスフォード大学夏季プロ
グラムへ参加する学生も少なくありません。日本語や日本文化に
深い関心を示すKOJSP生と接することで、自国の文化や言語をあ
らためて見直し、理解を深めようとする日本人学生がいることも喜
びです。
　また、このプログラムをきっかけにして、オックスフォード大学と
の間で教員研究者レベルでの交流も行われるようになりました。KOJSP修了生も、日本で就職
したり、大学院で研究を続けたりして、広く貢献をし始めています。このプログラムは大学本部
や文学部同窓会、地域の方々からの支援・協力のもとに行われていることも見逃せません。今
後とも多くの方々の協力のもとにこのプログラムが続けられていくことを願っています。

神戸大学文学部から

芦津 かおり 
准教授

　このプログラムは、神戸大学文学部がオックスフォード大学東洋学部との協力関係の元に進めている、日本学に関する教育研究プログラムです。｠
平成23(2011)年3月にオックスフォード大学東洋学部と学術交流協定を締結し、平成24年10月から同学部日本学科2年次生全員（12名）の受
け入れを開始し、1年間にわたって日本語科目と日本学を中心とする専門授業科目に参加させることになりました。
　このプログラムの最大の特色は、オックスフォード大学における4年間の正規の教育課程のうち、第2学年次の1年間を神戸大学が担う点です。言
うまでもなく、オックスフォード大学は世界屈指の大学です。その大学の日本学専攻学生の教育の重要部分を担う本プログラムは、極めて有意義な
プログラムと言えます。

神戸オックスフォード日本学プログラム（KOJSP）とは

様々な課外活動
　プログラムには、実地研修（奈良フィールドトリップ、グローバルア
クティブラーニング in 広島）、留学生フォーラムでの日本語による発表
会、書道教室、県内の一般家庭での一週間程度のホームステイ、地
域の祭りや農作業体験、年によって歌舞伎鑑賞、文楽体験や能楽ワー
クショップ・各種イベント等への参加等が含まれています。日本文化に
広く接し、都会と田舎の違いや、伝統文化・現代文化の多様な側面に
接触することができる、充実した内容となっています。こういった課外
活動は、クラスで行われる日本語学習を補充するものとして、または日
本文化や日本社会への理解が深まるものとして、重要な役割を果たし
ています。

文学部生との交流
　参加学生には指導教員と同じ研究分野の学生を、チューターとして
一名ずつ割り当てています。これによって、その研究室等において日本
人学生との相互交流がスムーズに行えるようにしています。また文学部
で、日本人学生に交じって講義や演習に参加することは、日本人学生と
の良い交流の機会となっています。こうした学習面での交流だけでなく、
様々な研究分野の学生と自由に交流できるインターナショナル・アワー
(IH)を、定期的に開いています。さらに、日本人学生と留学生が共に生
活する寮に住み、そこでの交流も行われるほか、大学のクラブ・サーク
ル活動におけるスポーツや文化活動を通して、他学部の学生との多様
な交流も行われています。

　全国高校野球選手権 兵庫県大会の出場前に行う壮行会で使用されるパンフレットとムービー
のご依頼をいただきました。パンフレットでは、選手たちが試合に最高のモチベーションで臨めるよう
「闘志を燃やす」という言葉を連想する「炎」をモチーフに、デザイン・レイアウトをいたしました。ムー
ビーは、練習風景の写真や動画をご家族・先生からのメッセージとともに表示させることで、これま
での努力の日々、その時の熱い想いもよみがえらせる、ドラマティックな仕上がりになりました。

三田西陵高校野球部　壮行会パンフレット&ムービー
（株式会社K.P Factory様 ご依頼案件）

ドローンによる航空撮影を行いました

「渡辺でございます！」
トライス渡辺の
ぼそぼそコラム
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