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2007 年度～６ヵ年にわたる中期計画を策定 

 

 本学は、本年４月より公立大学法人へと移行しました。法人の運

営については、法人の設立団体にあたる神戸市より、６ヵ年にわた

る目標が示され、これを受け、中期目標を達成するための計画とし

て中期計画を策定しました。 今後、この中期計画に基づき運営を

行い、その実績について、毎年、点検・評価、結果の公表を行い、

大学運営の改善に努めていきます。 

 

 今回策定した中期計画は、「１．国際的に通用する人材の育成」

「２．高度な研究・教育の推進」「３．地域貢献」「４．国際交流」

「５．柔軟で機動的な大学運営」の５つの視点から策定しています。 

主な学生関連の内容としては、 

１）国際的な知識と柔軟な判断力を持つ「行動する国際人」の養成

を本学の教育基本理念として定め、それぞれの言語の特性とそ

の背後に広がる文化にも通じた「洗練された外国語能力」が獲

得できる新しいカリキュラムを構築。 

２）国際コミュニケーション能力を強化するため、新しく「国際コ

ミュニケーション特別コース」を設置。 

３）充実した学生生活を送っていただけるよう学生会館（食堂）の

増築を行うほか、図書館の増築を予定。 

４）公費派遣留学制度の拡充。 

などを盛り込んでいます。 

今回策定した中期計画の詳細については、大学のホームページで

も順次公開していきます。詳細については、ホームページをご覧い

ただきますようお願いいたします。 

 

 中期計画の概要 

１．国際的に通用する人材の育成 (4)神戸市教育委員会との連携 

(1)複数外国語を使える高い語学力の育成 (5)ボランティア活動の支援体制の充実 

(2)国際コミュニケーション能力の強化 ４．国際交流 

(3)情報化社会への対応 (1)国際交流部門の組織的基盤の確立 

(4)学生アメニティの拡充 (2)留学支援体制の充実 

(5)学生への生活支援と進路・就職支援 (3)海外の研究教育機関との連携の拡充 

２．高度な研究・教育の推進体制 (4)神戸市及び地元企業の国際交流の支援 

(1)外国学の研究拠点と研究成果の発信 ５．柔軟で機動的な大学運営 

(2)研究と教育をリンクさせた大学院教育 (1)業務運営の改善及び効率化 

３．地域貢献 (2)財務内容の改善 

(1)社会人を対象にした教育の充実 (3)点検及び評価並びに情報の提供 

(2)神戸市の教育拠点としての役割の充実 (4)その他業務運営 

(3)推薦入学制度の拡充  

 

中期計画策定にあたって 

理事長・学長 木村 榮一 

 幕末から明治の初期にかけて多くの若者が幕府、藩、あるいは国

の援助を受けて海外に留学している。当時の日本人は現在に比べる

と背が低くて色が黒い上に、それまで腰に両刀をさしていたために

がに股で歩いていた。そのせいで、サルとののしられることもあっ

た。加えて十分な語学教育を受けておらず、信頼できる辞書もなか

ったためにせっかく授業を受けてもなかなか理解できなかった。そ

れがもとで自殺した人もかなりの数にのぼると言われる。そうした

先人たちの苦労があったからこそ、外国のさまざまな制度や法理論、

経済、文化などに関する知識がもたらされ、維新後の日本が国際社

会の一員になれたといっても過言ではない。 

 今年４月から法人化し、新たな一歩を踏み出した本学は先に述べ

たような先人たちの苦労を無にせず、加速度的に進んでいる国際化

の波に対応するために語学教育をより高度で充実したものにして

ゆきたいと考えている。具体的には、言葉の背後にある文化や法律、

経済の知識を備え、かつ複数外国語を使える人材を養成するために

語学クラスの少人数化をはかる一方、「国際コミュニケーション特

別コース」を新設し、情報関連科目を充実させ、さらにはキャリア

支援、学生会館（食堂）の増設などさまざまな形で学生のニーズに

こたえて、学生諸君により実りのある学園生活を送れるようにして

いきたいと考えている。 



【場  所】神戸市外国語大学  ５０３教室 

【受 講 料】高校生･大学生･大学院生は１回 500 円、８回通しは

2,500円（要学生証提示）。 

【申込方法】電話、E-mailで外国学研究所へ 

電 話  ０７８－７９４－８１６１ 

E-mail shiminkouza07@office.kobe-cufs.ac.jp 

※火曜日は午後６時～午後８時、土曜日は午後２時～４時

おおお 知知知 ららら せせせ   

学生支援・教育グループから 

◆学生顕彰者の募集について ◆学生顕彰者の募集について 

２００７年度の学生顕彰被推薦者を募集しています。 ２００７年度の学生顕彰被推薦者を募集しています。 

団体または個人で各種大会等に参加し、学生顕彰基準に該当する優

秀な成績を収めた場合は審査のうえ表彰を行いますので、該当者

は１１月末

団体または個人で各種大会等に参加し、学生顕彰基準に該当する優

秀な成績を収めた場合は審査のうえ表彰を行いますので、該当者

は１１月末迄に学生支援班に「課外活動成績報告書」を提出して

下さい。なお、１２月以降に新たに該当する成績等を収められた

場合も学生支援班に逐次提出をしてください。 

大会のパンフレット、概要、表彰状、成績表、新聞記事等のコピ

ーも提出して下さい。 

★「課外活動成績報告書」は学生支援班にあります。 

学生顕彰基準  

１．課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動の

振興に功績があったと認められる団体又は個人。 

  （例示） 

   ⅰ 地区予選を経て全国的規模の大会等に出場する権利を得、

活躍又は入賞した者。 

   ⅱ 関西地区レベルの大会等に出場して、第 1 位～第 3 位に

入賞した者。 

   ⅲ 兵庫県下（神戸市）の各種連盟等が開催する大会等におい

て、優勝又は第1位となった者。 

   ⅳ 学生リーグ関係で昇格した場合。（ただし、降格後 1 年以

内の再昇格は対象としない） 

２．その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者。 

  （例示） 

   ⅰ ボランティア活動をして、社会に貢献又は個人に感謝され、

社会的評価を得た者。 

   ⅱ 個人的研鑚において、研究・発表又は資格取得・認定等で

高い評価を得た者。 

３．特に表彰に値すると認めるもの。  

◆健康診断結果の配布について 

 今年5 月に大学で健康診断を受診し、診断結果票をまだ受け取

ってない学生は、学生証を持って、学生支援班（学生係）に受け

取りに来てください。 

◆卒業論文について 

卒業論文を提出しようとするものは、指導教員にその旨を届け

出て、論文題目の承認を受けて題目届を提出してください。 

１． 提出期限 2007年11月20日（火）～28日（水） 

２． 提出場所 カリキュラム班 

３． 受付時間 9:00～21:00（昼休みを除く） 

４． その他 

 (1)「卒業論文題目届」の用紙は、カリキュラム班で配布

します。(2)卒業論文は、2008 年 1 月 10 日（木）ま

でにカリキュラム班に提出してください（ただし、休日は

受け付けません）。 

◆専攻科目のコースの選択について 

  英米・ロシア・中国・イスパニア学科の学生は、２年次に進級

する際に語学文学コース・法経商コース（サブコース）・総合文

化コースのいずれかのコースを選択する必要があります。 

  また、第２部英米学科の学生は、語学文学コース・法経商コー

スから選択する必要があります。 

  各コース説明会は、学部・第２部とも１２月上旬の予定です。

（掲示をします。） 

 

経営企画グループから 

◆TOEFL iBT 試験の学内実施について 

留学時の英語力判定に必要なTOEFL iBT試験が学内で実施で

きることになりました。これまでは試験会場が遠かったり、受験可

能席数が少なく受験しにくかったですが、学内施設を会場提供する

ことにより、本学学生向けの優先申し込み枠も確保でき、学生の皆

さんが留学しやすい環境を提供できるようになりました。 

当面、試験は１０月下旬以降の土曜日に開催していきます。実施

時期・優先申し込みのお知らせは外大ホームページ、掲示板等でお

知らせいたします。TOEFL iBTの概要：

http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/ 

 

キャリアサポートセンターから 

 キャリアサポートセンターでは、みなさんの就職活動を支援するため、就職

ガイダンス、企業研究セミナー等を開催しています。開催日時、内容、対象学

年等は、掲示板をよく見て確認してください。ほぼ、毎週水曜日午後、ユニテ

ィーで開催しています。 

◆4年生、大学院を来春卒業予定のみなさんへ 

 下表の、「就職・進学等相談登録票」「内定届」「進路希望届」を、1１月末ま

でに必ず提出してください。用紙はキャリアサポートセンターにあります。こ

れらは、文部科学省の学校基本調査の基礎データになります。 

 

2007 年度 神戸市外国語大学市民講座開催中 

 対象者 提出期限 

就職 

進学等相談

登録票 

来春卒業予定者全員 

※就職・進学に関わらず全員。未提出の場

合、成績証明書・卒業見込証明書が発行さ

れません。 

至急 

内定届 

企業等から内定を受けた方 

※就職活動を継続する場合も提出。後輩の

ために就職活動アンケートにご協力くだ

さい。 

至急 

進路予定届

内定届を提出する方以外 

※進学、留学、就職活動継続、公務員・教

員受験準備、既に社会人で在職中の企業等

に継続して就業、アルバイト等の方。 

決定している方

は至急。決定して

いない方は１１

月末まで。 

月 日 テーマ 講師 

10月20日（土） スペイン語をめぐる冒険－言葉を学ぶ動機－ 野村 竜仁 准教授 

10月23日（火） 
Vocabulary Acquisition in English as Another 

Language  英語学習－語彙をどう身につけるか 
ﾛｰﾘｰ･ｾﾞﾈｯｸ西出 准教授

10月27日（土） フランス（語）の神話と現実 武内 旬子 教授 

10月30日（火） 
ドイツ語を通して見える世界 

－議論の文化から学べること－ 
濱崎 桂子 准教授 

11月3日（土） 日本語から見た中国語、中国語から見た日本語 下地 早智子 准教授 

http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/


研究所グループから 視聴覚ライブラリーから 
  
◆修士論文の提出について（大学院） ◆ALC NetAcademy2 の利用について 

修士論文を提出しようとする院生は、修士論文題目届を11月1

日（木）～12日（月）の各日9:00～17:00の間に研究所事務室

まで提出してください。 

 第５ＡＶ教室のリニューアルに伴いALC NetA-cademy2

が導入され、第３ＡＶ・第５ＡＶ教室、及びＣＡＩ教室で利用可

能になりましたが、後期より、授業期間中の午前９時から午後９

時までのＣＡＩ教室で授業がない時間を自主学習用に開放しま

す。学内ＬＡＮのアカウントで Windows のコンピュータにロ

グインして、利用してください。 

また、修士論文は2008 年1 月10 日（木）17:00 までに研

究所事務室に提出してください。期限後はいかなる理由があろうと

受理しません。 

作成に当たっては、学生便覧及び掲示板を参照してください。  ALC NetAcademy2 のス

ーパースタンダードコースは、

新 TOEIC® テストに対応して

います。英語力の強化に活用し

てください。 

◆博士課程年次報告論文の提出について 

１年次及び２年次の報告論文は2008年1月10日（木）17:00

までに研究所事務室に提出してください。 

作成に当たっては、指導教授の指示に従ってください。 

英語教育学専攻の特徴である「４学期・週末利用型社会人リカレント教育

大学院」が文部科学省の平成１８年度「特色ある大学教育支援プログラム」

に採択され、現在様々な取り組みを行っています。今回は夏休みの期間中

に開催した二つのプログラムをご紹介します。 

Rakugo in English 

   行行行 事事事 報報報 告告告   

 

 

特色ある大学教育支援プログラム 取組み報告 

大学院英語教育学専攻から 

 

◆８/２０～８/２５ 英語教育学専攻院生対象Theater Arts Workshop 開催報告 

 本学英語教育学専攻の大学院生が演劇を通した英語教育の可能性を探ることを目的に、こうした取り組みに実績

のある株式会社シーオ・ランゲージセンターと協力し、大学院生向けのワークショップを行いました。様々な形で、

『演技・音楽等を通じた英語教授法』を学習・体験し、最終日には英語ミュージカル『Star Taxi』（セオドア・ステ

ックラー＆イアン・フランクリン作）を発表しました。 

◆8／20～8／30 教師リフレクティブ・プラクティス ワークショップ開催報告 

英語教育学専攻在籍院生並びに修了生を対象に内省的な実践を核としたTeacher Trainingでは国際的に定評のあ

る研究機関SIT CTETRより研究実践者２名を招聘し、参加者は教員のリフレクティブ・プラクティス（内省的な自

己分析を通して、教師としての成長を経験的に学ぶプログラム）に対する理解と、指導力の養成を体験的に学ぶワー

クショップを開催しました。 

※SIT CTETR＝School for International Training, Center for Teacher Education Training Research 

 

◆2007 ENGLISH SUMMER SCHOOL を昨年度に引き

続いて外大で開催 

8月21日と22日の2日間にわたり、60名ほどの外国人英語指導

助手（ALT）と150名ほどの神戸市立中学校の生徒が外大に訪れ、ま

た26名の外大生も加わり、“ENGLISH SUMMER SCHOOL”が昨

年度に引き続き行われました。 

両日とも午前中は、ALTが「スポーツ」、「音楽」、「映画」、「アニメ」

の４グループに分かれ、参加した中学生たちにそれぞれプレゼンテーシ

ョンを行いました。また、午後の前半は、外大生がロシア、中国、イス

パニアの文化、言語、風習に関するプレゼンテーションを行い、クイズ

などを通して、英語圏以外の国のことについて、中学生たちに理解を深

めてもらいました。午後の後半には、第１回神戸市中学生英語プレゼン

テーション大会が開催され、2 日目の大会では、本学の立木ドナ教授が

審査員に加わり、優秀者に対して学長賞を手渡しました。

 

 

 ２００７年度オープンキャンパスの報告 

 桂かい枝さんを始めとする上方の芸人の皆さんによる英語での公

演が大ホールで行われました。２００７年９月にNYのブロードウ

ェイで英語による寄席形式の興行（NY繁盛亭）を行う前に、本学

教員、英語教育学専攻の学生、英語のネ

イティブスピーカーといった聴衆の前

で公演したものです。 

８/５・８/１９、オープンキャンパスを開催しました。 

 両日共真夏の太陽が照りつける中、神戸市内を始め、遠方からも

合計で約３，７００人の受験生・高校生・保護者の方々が来場され

ました。今年度は昨年度よりも多くの学生の協力を得て、企画から

実施まで参画していただきました。来場された高校生からは、在学

生から学生生活全般・受験勉

強の方法などのアドバイスを

直接受け、キャンパスの雰囲

気を知ることができてとても

良かったと大好評でした。 

 観客の笑い声を聞き、公演者の皆さん

も手応えを感じたようです。 

 

 

 

 



夏の花咲か事業 

           「ボランティア活動を楽しむチカラ」 

           ボランティア・コーナーの一年を振り返って― 

 

    学生のボランティア活動を支援すべく、昨年１０月にボランティ

ア・コーナーが設置されてちょうど一年を迎えます。 

 学生会館 2 階のコーナーには日々さまざまな団体からボランティアの派

遣依頼が舞い込んできます。ボランティアですから無報酬で、交通費も自己

負担というのが基本です。「こんなしんどそうな活動、誰か引き受けてくれ

るかなぁ・・・」と弱気になることもしばしばですが、学生の皆さんはそん

な担当者の心配をあっさり裏切って、「やってみたいです！」とキラキラの

まなざしでボランティア・コーナーを訪ねてくれます。 

「あら、ほんと？先方もきっと喜んでくれますよ。よろしくお願いします

ね！」と送り出すものの、「うまく活動に馴染めているのだろうか？」など

と、活動紹介後もやはり気になりま

す。 

「どうでしたか？」と後日おそる

おそる尋ねると、これまた、こちら

の心配をよそに「めっちゃ、楽しか

ったですよ～！」と笑顔で返してく

れるのです。 

 楽しかった、と言っても友達と

遊びに行くわけではないので、け

っしてラクでおもしろおかしい

活動ではないでしょう。ですが、しんどい活動の中にも人との新しい出会い

があり、活動を通じて大切なことに気づき、すごいことを発見し、そんな時

間を誰かと共有できたということを心から喜んでいるようです。それを名づ

けるとすると、｢ボランティア活動を楽しむチカラ｣。この1年で一番印象に

残ったのは、外大生の皆さんが見せてくれたこのチカラです。 

本コーナーは、｢外大生ならではのキャリアとスキルを、温かいハートで

社会に生かそう！｣を合言葉に、2年目へと始動します。「そういえば、ボラ

ンティア・コーナーって、まだ行ったことがなかったな。」というあなたも

一度足を運んでみてください。授業、部活、バイト、それからもう一つの居

場所を、ボランティア活動の中に見つけることができるかもしれませんよ。 

ボランティア・コーディネーター 木場佳壽子 

 

～～学生ボランティアコーナースタッフ募集中～～

外大祭２００７              

「もぐもぐむしゃむしゃハラペコ祭」 

11月23日（金・祝） 12:00～19:00 

11月24日（土）   10:00～19:00 

外大祭2007のテーマは「食」。お祭り定

番料理はもちろん、外大ならではの外国料

理の模擬店がいっぱい！バラエティ豊かなメニューをお腹いっぱいお楽

しみください。 

King of 食ker 外大祭最高賞金・賞品を懸けてキングを目指せ！

食堂王決定戦 
毎日学食のあなた、実際どれだけ食堂のこと知っ

てる？ 

過去最大模擬店数！ 模擬店MEGA商品もお楽しみに。 

フリーマーケット 珍品・良品・お買い得品蚤の市。例年好評です。

吉本芸人お笑い 

ライブ 

NONSTYLE／とろサーモン（変更になることが

あります） 

これだけじゃない！ライブ、コンテスト、

ステージパフォーマンス、 

賞金・賞品有イベント，お化け屋敷，展示，

外国語会話 …などなど、ごはん三杯はい

けます。 

 

第５８回語劇祭 

 

 神戸市外国語大学の語劇祭では英

語劇が２つ、ロシア語劇１つ、スペイ

ン語劇１つ、中国語劇１つの計５つの

劇が２日間にわたって上演されま

す！セリフは全て外国語ですが、日本

語字幕がスクリーンに映し出されま

すので語学や外国の文化に興味がある方はもちろん、観劇が好きな方、

劇に興味がある方、ぜひご来場ください♪ 

≪日程・内容≫ 

１２月１５日（土） 

11：00～ 開会式 

11:30～13:30 中国語劇団 
「狗儿爷涅槃」 

―犬おやじの涅槃― 

14:30～16:30 Ⅱ部英米語劇団 
PROBLEM CHILD 

～プロブレムチャイルド～ 

17:30～19:30 英米語劇団 
The Odd Couple -female version

-おかしな二人 -女性版- 

１２月１６日（日）  

11:30～13:30 イスパニア語劇団 
立ち枯れの木 Los a´rboles 

mueren de pie 

14:30～16:30 ロシア語劇団 ТЕНЬ  影～三幕のお伽噺～ 

18：30～ 閉会式 

≪場 所≫ 

神戸アートビレッジセンター(神戸市兵庫区新開地5-3-14） 

・ＪＲ神戸駅より徒歩１０分 ・ 神戸高速新開地駅より徒歩５分 

・神戸市市営地下鉄湊川公園駅より徒歩１５分 

≪料 金≫   ５００円（両日有効）

 

行 事 予 定 

10月  9日（火）～11月３日（土）・・市民講座 

11月  1日（木）～ 8日（木）・・・・ 推薦入試願書受付 

13日（火）・・・・・・・・・・・大学院修士第1次入学手続き 

17日（土）・・・・・・・・・・・特別選抜入学試験 

17日（土）・18日（日）・・・・・推薦入学試験 

23日（金）・24日（土）・・・・・外大祭 

12月 6日（木）・・・・・・・・・・・推薦入試、特別選抜入試合格発表

13日（木）～21日（金）・・・・・外国人研究生募集願書受付 

15日（土）・16日（日）・・・・・語劇祭 


