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April ●入学式
●前期授業開始
●新入生ガイダンス
●履修科目登録
●オープン・セミナー（前期）開始

May ●健康診断
●外大夏イベント
　学園祭実行委員会が主催となり、夏歓迎イベントを
　行います。

June ●創立記念日
●神戸研究学園都市大学交流戦
　 神戸研究学園都市にある大学・高等専門学校・専門学校の学生たちが、スポーツを通じて
　 他大学の学生および地域の方 と々の交流を深めます。

July ●前期試験
●体育会球技大会

August

●夏季休業
●中学生イングリッシュサマースクール
●オープンキャンパス
　 学生が主体となってオープンキャンパスの
　運営を行っています。

September
●夏季休業
●後期授業開始
●オープン・セミナー（後期）開始

October ●市民講座

November
●外大祭
　各クラブ・サークルによるステージ発表や、各国の料理を
　楽しめる模擬店が立ち並びます。

●特別選抜入試

December
●語劇祭
　５つの劇団が専攻している言語で劇を上演する、
　本学の伝統行事です。

●冬季休業

January ●授業開始

February
●後期試験
●春季休業
●一般入試（前期）

March
●一般入試
　（後期）
●卒業式・
　大学院修了式
●卒業記念パーティ

この小さい大学には無限の世界が詰
まっています。授業だけでなく課外活動
や留学を通して自分の今まで信じてきた
「常識」が覆るような経験をたくさんしまし
た。ぜひあなたも外大で自分の世界を見
つけに来てください。

語学力も志も高い仲間に刺激され、勉
学に励み夢を実現することができまし
た。皆さんも外大で素敵な人 と々出会
い、充実した大学生活を送ってくださ
い。そして、さまざまな経験を積んで、ぜ
ひ夢を叶えてください。

言語だけでなく何事にも真摯に取り組
む仲間たちに刺激され有意義な大学
生活を送ることができました。人との出会
いを大切に、さまざまなことにチャレンジ
してください。きっと新しい自分に出会え
るはずです。

人生のモラトリアムはここで最後です。
大学生活などあっという間です。ですの
で、部活や勉強は勿論、何事に対しても
遠慮することなく意欲的に取り組んで
ください。泣くのも笑うのも最後は自分
次第なのです。

とても小さい大学ですが、学科、学年を
超えて人の魅力をたくさん感じられる
すてきな場所です。常に好奇心を持って、
いろんな活動、言語、人に出会って、
体験して、個性あふれる外大生になって
ください！

これほど本格的に言語を学べる機会
は、なかなかありません。「学生」という
身分も、とても貴重です。外国語という
武器を磨きつつ、何をしましょう。大学の
４年間は長く、そして短いです。さて、何を
しましょう。

総合大学と違って出会った人と濃い時
間を過ごせるのがこの大学の強みで
す。さまざまな人に出会い、選択肢を
広げてください。正解なんてありません。
偉大な先輩方や先生方の力を借りて、
失敗を恐れず、思い思いの大学生活を
描いてください。

多様な価値観を身につけることのできる
大学です。１人１人が多様な、自分なりの
考え方を身につけることができる、人数
は少数ながら面白い大学です。ぜひ本
学で、神戸市外国語大学ならではの、
楽しいキャンパスライフを送りましょう。

人生の先輩である社会人の方がたくさ
んいる。神戸市外大の最大の利点だと
思います。彼らから学んだことは私に
とって大きな財産になっています。色ん
なことができる外大で、あなたの財産を
見つけてください。

大学には誰も指示してくれる人はいませ
ん。自分で考え自分で行動してください。
そして多くの人に出会い学んでください。
さまざまな経験が皆さんの将来の糧に
なるでしょう。皆さんが大いに成長できる
よう応援しています。

神戸市外大に入り、留学を通して言語
が人と人をつなぐ架け橋になるのだと身
をもって知りました。さまざまな事物に常に
興味を持ち、アンテナをはりめぐらす友
人、先輩、後輩たちとぜひすてきで有意
義なキャンパスライフを過ごしてください。

神戸市外大は、実に多様な価値観を持った人
で溢れています。広大で華やかなキャンパスで
ない分、人的環境は最高です！部活・サーク
ル・留学等で多くの人と出会い、さまざまな経験
を通じて、ぜひ自分の人間性を磨いてみてくだ
さい。新入生の皆さんのキャンパスライフがキラ
キラと輝いたものになることを願っています。
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英米学科卒業
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株式会社時事通信社
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神戸市役所
第2部英米学科卒業

みずほフィナンシャルグループ
国際関係学科卒業
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