
　第2期では、2016年度に創立70周年を迎えることを契機とし、大学の基盤となる教育や学術研究を充実させるとともに、学生の主体的な
学修や留学、ボランティア、就職など、大学生活を通じて段階的に成長できるよう、総合的な学生支援の制度や環境を整備します。
　このなかで、国際都市である神戸市の大学として、海外の大学などとの国際交流提携先をさらに拡充することに加え、大学と地域とのつな
がりの創出に努め、人文社会科学にわたる幅広い知見を活かし、神戸の行政や地域、企業、学校園などとの連携を深めます。
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楠ヶ丘校舎

桜満開の下で集う学生たち

緑豊かな現キャンパス

創立60周年記念講演会

桜満開の下で国際交流を楽しむ学生たち

1946

1949

1950

1951

1955

1954

1953

神戸市立外事専門学校を設立

神戸市外国語大学ヘ昇格
（外国語学部に英米・ロシア・
中国の3学科設置）

外国学研究所を設置
神戸市立外事専門学校を廃止

短期大学部を廃止

1967

大学院外国語学研究科
（修士課程）を設置

1987

学部に国際関係学科を設置
第2部に司書課程を設置

1994
カリキュラムを抜本的に
改正（学部に総合文化コースを設置）

2004

大学院外国語学研究科に
英語教育学専攻を設置

2009

2013

2016

新カリキュラム開始
（学部に国際コミュニケーションコースを設置）

1999

近隣5大学・1高専にて
単位互換授業を開講

短期大学部を併設

大学に外国語学部
第2部英米学科を新設
語学文学課程、
法経商課程の
2コースを設置

1962

学部にイスパニア学科を設置

1986

神戸研究学園都市の現学舎に全学移転

1996

1995

大学院外国語学研究科に
博士課程文化交流専攻を設置

2002

2007

公立大学法人に移行
第1期中期計画スタート

1991

大学院外国語学研
究科に国際関係学
専攻及び日本語日
本文化専攻を設置

（1999年日本語日本
文化専攻は日本ア
ジア言語文化専攻
に名称変更）

大学院外国語学研究科修士課程で神戸大学大学院
文学研究科博士前期課程（修士課程）と単位互換授業を開講

教職課程を設置

第2期中期計画スタート

創立70周年を迎える

国際的に通用する
人材の育成

１　高度なコミュニケーション能力の養成 
２　開かれた大学院教育 
３　教育制度の継続的改革 
４　入試制度の検証 
５　学生への生活支援と進路・就職支援

１　市民の生涯学習意欲への対応 
２　神戸市の教育拠点としての役割の充実 
３　語学教員等の輩出 
４　ボランティア活動の支援 
５　国際都市神戸への貢献

◎全学科の専攻語学のガイドラインの策定 
◎東南アジア地域などの教育内容充実 
◎授業における学外者の招へいなどの特色ある教育活動の支援事業の創設 
◎全国大学生マーケティングコンテストの開催（英語でマーケティングプラン

の発表を競う） 
◎修士課程における高度職業人の養成のための履修制度の新設（就職な

どを目指す院生の受入促進）

阪神・淡路大震災

沿革 History

2016年、神戸市外国語大学は
創立70周年を迎えます。

　神戸市外国語大学は、1946年6月に神戸市立外事専門学校として設立され、2016年に創立70周年を迎えます。1995年の阪神・淡路大震災を乗り
越え、また2007年4月より公立大学法人としてスタートするなど、多くの経験を経てきました。
　創立70周年を節目として、よりよい大学作りを目指します。

模擬国連世界大会の実施
本学は、日本で初めて「模擬国連世界大会（実際の国連と同様の討議をすべて英語で行う世界規模の学生会議）」の誘致に成功しました。2016年
11月、世界中から学生が集まり、本学学生とともに熱い討議を繰り広げます。

新たな学びの場
第２学舎を増築し、ラーニングコモンズを設置します。パソコンやスクリーン、プロジェクターなどのメディア設備を備えた、グループ学修やプレゼンテーショ
ンなどさまざまな学修に対応できる機能性の高い学修空間を創ります。
また、キャリアサポートセンターやボランティアコーナーを移転し、「将来を考える」・「地域との交流経験を学びにつなげる」ための“学修”の場の創設を
計画しています。

第2期中期計画の概要（2013～2018年度の６カ年）

1

高度な学術研究の
推進

１　外国学の研究拠点としての役割の充実 
２　研究成果等の公表の促進 
３　海外の研究機関との学術提携

◎国際会議などの大学独自の研究プロジェクト支援事業の創設 
◎外部研究資金（科学研究費補助金）の獲得の促進 
◎海外の研究機関との学術提携の増加

2

地域貢献
◎大学院における社会人向けのプログラムの創設 
◎小中高校の英語教育支援事業の充実（小学校外国語活動基本研修（教

員向けの研修）、小学生の外大訪問や中学生イングリッシュスクールなど） 
◎ボランティア活動への学生参画の促進 
◎神戸市の国際交流事業などへの支援の充実 
◎地域の行政、団体、地元企業などとの提携数の増加

3

１　留学支援制度の拡充
２　外国人留学生の受け入れと 
　　学内の国際交流機会の拡充
３　海外の教育機関との交流・
　　連携の拡充

国際交流
◎海外の提携大学数　23大学→35大学
◎留学に対する経済的支援の拡充
◎長期留学者数（交換・長期派遣留学）の増加
◎日本語教育プログラムの充実（拠点スペースの拡張等）

4

１　自律的・効率的な大学運営 
２　人事の適正化 
３　財務内容の改善 
４　点検及び評価 
５　情報発信の拡充 
６　その他業務運営

柔軟で機動的な
大学運営5

外事専門学校時代の大開校舎

日本初

新 設
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