
日本語プログラム

就職への4年間の流れ

　神戸市外国語大学は、さまざまな国からの留学生を受け入れています。大学院生、研究生、
学部生として本学で学ぶ留学生に加え、2008年9月より日本語プログラム（JLP）を開始し、主に
交流協定締結大学からの留学生に対して、日本語及び日本文化を学ぶ機会を提供しています。 本学学生が留学生のよき相談相手として、学業やクラブ活動についての助言、銀行・郵便局な

どでの手続きや買い物の支援などを行い、留学生が円滑に生活を送れるようにお手伝いをします。

文字通り日本語で会話する相手のことで、本学学生が留学生と相談して自由に時間を決めて、
留学生に教室外での日本語会話の機会を提供します。

　チャッ卜（chat）とは、英語で「おしゃべりする」
という意味です。国際交流センターでは、留学
生や、神戸市内の学校に勤務する外国語指導
助手（ALT:AssistantLanguageTeacher）と
外国語で気軽におしゃべりする場を提供して
います。
　授業とは別に、気軽にネイティブスピーカーと
おしゃべりできる場として学生たちにも人気の
場所です。

　キャリアサポートセンターでは、就職へ向けて
さまざまなセミナーの開催やガイダンスを行って
います。
　進路・就職相談や効果的なエントリーシート
の書き方など、就職・就活について的確なアドバ
イスを求めて、どんなことでも相談してください。

　グローバル化の進展を受けて、採用や昇進時に一定のTOEIC®スコアを
要件とする企業が増えています。本学のカリキュラムにおいては、全学生に
対して英語が専攻語または兼修語で必修となっており、高いTOEIC®スコア
を持つ学生も多く、就職活動では強い武器となります。本学では、１年生を対
象にTOEIC®IPテスト（カレッジTOEIC®）の受験料無料化（１回のみ）や、
TOEIC®スコア900点以上取得者に対し、成績優秀者表彰を行っています。

留学生のサポートは自身の成長に。
国際関係学科2年

　カナダからの留学生ラムジーとの交流はさまざまな気づきを得る機会となりま
した。最初はほとんど日本語がしゃべれなかった彼の上達を見ると、感心、嬉しく
なると同時に自分も頑張らねば、という気持ちにさせられ、彼とごく普通なありきたり
の会話を、英語を交えて行うだけでも自身の成長にもつなげることができたと
思います。メンターとして、留学生をサポートすることはとてもやりがいがあって
楽しいです。ぜひやってみてください！

JLP留学生
カナダ レジャイナ大学

　神戸市外国語大学へ来て、本当に良かったです。外大の日本語プログラム
はとても素晴らしいです。授業は楽しくて、先生はとても優しい人です。私は日本
へ来る前、日本語が全然わかりませんでしたが、いい日本語のプログラムのおかげ
で私の日本語は段 ス々キルアップしました。メンターの勧めで、彼が所属している
ラグビー部に入りました。練習のとき、日本語がわからなくても、メンターが助けて
くれます。ラグビー部に入ったおかげで、友人もたくさんできました。これからも日本
とのつながりを大切にし、日本語の勉強を続けたいと考えています。

さまざまな発見があり、貴重な経験です。
英米学科3年

　日本語会話パートナーとしてリケと出会えたことは、大学生活においてとても
貴重な経験となりました。私たちは週に一度会話をする時間を設け、母国の文化
や食べ物、趣味について話したり、一緒に宿題をしたりしています。他愛ない
世間話や、最近行った場所や食べたものについて雑談をするのも毎回の楽しみ
です。お互いの常識が食い違ったり一致したり、さまざまな発見があって面白い
ので、少しでも興味があれば挑戦してみてください。

JLP留学生 
ドイツ デュースブルグ・エッセン大学

　６カ月前、神戸市外国語大学で勉強を始めました。日本に来る前は少し不安
でしたが、私が困っていたら、外大の皆さんがすぐに手伝ってくれたので、不安
になる必要はないとわかりました。先生たち、国際交流センターの皆さん、他の
留学生、日本人の友だち、特に会話パートナーのおかげでとても楽しい時間を過
ごすことができました。たくさん勉強できて、いい思い出を作りました。とてもうれし
いです。学びたいことはまだたくさんあるし、したいこともありますので、次の６カ月
が楽しみです。
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キャリアサポート支援内容

1・2年生/自分自身を磨き、仕事・職業を知る

●求人情報
●インターンシップなどの情報
●キャリアプラン指導
●就職活動セミナー
●業界別セミナー
●各種ガイダンス
●企業採用説明会
●専門相談員による個人相談
●就職に関する図書の貸出
●日本経済新聞や日経テレコンなどの
　設置

TOEIC®対策セミナー、キャリアデザイン等
TOEIC®対策セミナーなどで外大生としてふさわしい素養を身につける
と同時に、「キャリアデザイン」講座でしっかりとした職業観を養いましょう。

3年生/就職活動スタート
各種セミナー・ガイダンス、
エントリーシート（ES）作成
各種ガイダンス・セミナーに参加し、
就職活動をスタートさせましょう。
また就職相談やESの書き方等でキャ
リアサポートセンターを積極的に利用
してください。

国際関係学科3年

　E-COMMERCEに配属され、9月の中秋節に関するネット注文やハガキの
手配をしました。倉庫のオフィスで商品を撮影して編集し、オンラインストアに
アップする作業もしました。2週に1回店舗に行って、商品の陳列やストアの
運営システムを学ぶプログラムも組まれていました。
　実習では自分の意見を持つこと、積極的にコミュニケーションを取ることの
大切さを実感しました。オフィスでは英語を共通語として使っていたので、
如何に第一言語でない英語を相手に分かりやすく伝えるコツも学びました。
また、慣れないことに対しても、difficultではなく、challengeに思う態度で臨む
姿勢を教わりました。
　グローバル企業や国際ビジネス関連の仕事に就きたいので、言語を含め、違
う文化やバックグラウンドを持つ人と働いた経験を生かしていきたいと思います。

　卒業生である荻野正明氏の協力を得て、海外イン
ターンシップ派遣制度を創設し、2013年度、2014年度
にそれぞれ2名の学生を香港のcity’superへ派遣し
ました。city’superは、荻野氏が会長を務められる
「フェニックスグループ」の傘下企業で、香港を中心
に展開し、輸入食品等を取り扱う小売業です。
2014年度実績
派遣期間 ： 約4週間
研修内容 ： オリエンテーション、プレゼンテーション、商品に

ついての情報収集、E-COMMERCE部門で
の注文手配、実店舗での実習 など

就職支援 Career SupportGAIDAI Chat

How
recently?

Do you
want to
study
abroad?

English,
please!

It was
good!

One more
time.

More
English!

How
about
Japan?

Is school
life fun?

海外インターンシップ派遣制度を創設しました。 インターンシップ体験記

留学生サポート制度

4年生/就職活動
面接・内定
進路についてさまざまな悩みが出始
める時期です。一人で抱え込まず
に、キャリアサポートセンターに相談
しましょう。
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