
1  

 

2012年4月・5月号 

神戸市外国語大学 

Kobe City University of Foreign Studies 

No.33 

 神戸の学術文化の拠点として、神戸外大をはじ

め、神戸研究学園都市周辺にある神戸市看護大学、

流通科学大学、兵庫県立大学、神戸芸術工科大学と神戸市立工業高等専門

学校の５大学１高専が共同で運営をしている施設です。また、UNITYで

は加盟大学同士の教育の充実を図るために単位互換授業や大学教員の研究

交流なども行っています。 

 
・「公開講座」と他大学の授業が受けられる「単位互換講座」 

 UNITY加盟大学の先生方による「公開講座」や、ほかの大学の授業科

目を履修し、修得した単位を自分の大学の単位として認定されるものもあ

ります。履修の幅が広がるだけではなく、神戸外大にはない分野や科目に

接することができ、他大学の先生や、友人との新たな出会いの場にもなり

ます。 

 

・UNITY加盟大学間図書館相互利用 

 UNITY加盟の他大学の図書館を、下記の範囲で

利用することができます。利用には学生証が必要です。 

 

・図書・雑誌の閲覧および複写 

・図書の貸出（事前に外大図書館カウンターで手続きが必要） 

 

 外大図書館で所蔵していない多様な資料を、近隣で入手できる便利な制

度です。ぜひ活用してください。 

 なお、この制度による利用の受付時間は、開館時間とは異なります（お

おむね平日9-17時）。 

 詳しくは外大図書館へお問い合わせください。 

学生会館 
 １Ｆには食堂・大学生協があり、 

２ 階 は 小 ホ ー ル ・ ボ ラ ン テ ィ ア 

コ ー ナ ー ・ 会 議 室 ・ 和 室 な ど が 

あります。 
共同研究棟 
 1階は601～612教室まであり、第4・5AV（CALL）

教室があります。2階は第3AV（CALL)教室と学生ＰＣ

室があります。e-ラーニングシステム（アルクネットア

カデミー2）が利用できます。3階は、613・614、第

1・2AV（LL）教室および応用視聴覚教室があります。 

第2学舎（大教室） 
501～505教室があります。 

大ホール 

 

学術情報センターをはじめとして、学内の

主な建物を光ファイバーで結んだ 学内LANが

整備されています。外部へは高速インター

ネット専用回線で接続されています。イン

ターネットや電子メールを自由に利用でき、

時間と場所の垣根を越えた世界中の人々との

交流が可能になっています。 

学生コンピュータ室 

本部棟 
 本部棟向かって右側の入口は保健室・学

生相談室・経営企画グループがあります。 

 左側の入口は学生支援・教育グループがあ

り、各種申請窓口・学生生活に関することや

カリキュラムに関する内容に応対します。 

食堂 大学生協 

小ホール 

研究棟・第二研究棟 
 先生方の研究室があり、ゼミが行われ

ていたりもします。 

 研究棟の１階には国際交流センターと

大学院窓口があります。 

学舎 
 101～409教室があり、教室のマルチメディア化

が進められています。 

 キャリアサポートセンターが１階にあります。 

AV(CALL)教室 

応用視聴覚教室 

図書館 
 紙の本から視聴覚資料まで、さま

ざまな資料が揃っています。 

 インターネット等を利用できるパ

ソコンもあります。 
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 国際交流センターでは、「外国語を話したいけど機会がない！」という声にお応え

して、無料で気軽に会話のできる場を提供しています。 

 現在、神戸市のALT（Assistant Language Teacher）にお越しいただく「ALT’s 

English Chat」、留学生と各国語で話す「留学生Chat」、留学生と日本語で話す

「日本語チャット」の３種類があります。 

 こんなお得な機会はありません！みなさん奮って参加してください！ 

 各学期の終わりには、みなさんに感謝をこめてパーティーも開催します。キャンパス

内で気軽にネイティブの友達ができますよ！ 

 詳しくは国際交流センター事務室にお問い合わせください。 

 2010年度に創設され、今年で2回目となったアメリカ・インス

ティテュート春期短期派遣留学。今年は2月11日～3月11日の4週

間のプログラムに23名が参加しました。学生グループリーダーを

務めた英米学科3年生のリポートをご紹介します。 

  

日 時 イベント名 

4月9日（月） スペイン派遣留学説明会 

4月18日（水） JSAF説明会・個別相談* 

4月20日（金） アメリカ留学説明会・個別相談 

4月23日(月)・24日(火) オーストラリア留学説明会・体験談・個別相談* 

4月25日（水） 2012年度夏季UCLA Extension短期派遣留学説明会* 

4月26日（木） 2012年度夏季北京語言大学短期派遣留学説明会* 

4月27日（金） 2012年度夏季セゴビア短期派遣留学説明会* 

5月16日（水） IELTS説明会 

5月23日（水） 2012年度夏季モスクワ短期派遣留学説明会* 

*印のついている個別相談および説明会は予約が必要です。 
※開催時間、場所については国際交流センターにお問い合わせください。また、日程に

ついても変更される場合がありますので、国際交流センター窓口、掲示板での確認を
お願いします。 

2012年4月以降の留学関連行事 

英米学科3年生  

留学をしようと思ったきっかけ 

 

 春休みを有効に使いたいと思ったから、ホームス

テイに興味があったから、また、短期留学であって

も単なる旅行では経験できないことができると感じ

たからです。 

 

授業について 

 

 １クラス７人程の少人数クラスな

ので自然と発言する機会が増え、先

生との双方向の授業を楽しみなが

ら、積極的に授業に参加することが

できました。また、授業ごとに毎回

宿題が出されるので、限られた時間

を効率的に使うことができるように

なりました。 

 

自由時間または休日の過ごし方 

 

 ウィーンにはたくさんの美術館・博物

館があり、毎日オペラやコンサートが行

われているので、4週間では足りないほ

ど充実した毎日でした。また、隣国へ行

くのも電車で数時間程度の距離なので、

週末はザルツブルクやチェコ・ハンガ

リーなどに行きました。 

 

これから留学を考えている人へ 

 

 短期留学なので語学力が飛躍的に向上する、というこ

とはないかししれませんが、帰国後の目標や今後の学習

への意欲など得たものは大きかったと思います。期間や

場所に関係なく、留学は自分の意識を変えてくれるいい

きっかけになると思うので、迷っている方はぜひ行って

ほしいと思います。 

英米学科3年生 

留学をしようと思ったきっかけ 

 

 兼修語学で２年間ドイツ語を学び、ドイツ語圏の国

に行ってみたいと思っていた中でこの留学プログラム

を知りました。学校では英語、日常生活ではドイツ語

に触れられるという、私にとっての理想のプログラム

だったので留学を決めました。 

 

学校について 

 

 内部はとても明るくきれいで、授業の

こと以外でも先生方がいろいろと相談に

のってくださいました。ウィーンのほぼ

中心に位置しているので、学校の前の道

の人通りも多く、治安も良かったです。

とても良い環境でした。 

 

ホームステイについて 

 

 私のステイ先のホストマザーはとて

も親切で、英語もとても上手なのでコ

ミュニケーションに困ることはありま

せんでした。ただ、あまり英語が得意

でないホストファミリーもいるので、

ドイツ語が全くわからない状態だと苦

労することもあるようです。 

 

留学中に印象に残ったこと 

 

 学校でもホームステイ先でも、自分の考えをしっかり相手に伝わるま

で話し、説明することが大切だと思いました。特にお店では、まごまご

していると店員さんが相手にしてくれなかったり、自分が思っていたも

のと違うものが出てきたりするので、良い意味ではっきりと意思表示す

るクセがついたと思います。 

 

これから留学を考えている人へ 

 

 ウィーンは街並みも綺麗で、治安もよく、みな親切なの

で海外へ行くのが初めてという人でも比較的安心して留学

できる場所ではないかと思います。海外経験のある人で

も、１か月過ごすうちに新しい発見や学ぶべきことがたく

さんあると思います。  

アメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学：オーストリア（ウィーン） 
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賢いキャリアサポートセンターの使い方 

 
 キャリアサポートセンターでは就職支援を中心に進路に関する各種支援を行っております。 

 支援内容を良く知っていただき賢い使い方をして下さい。 

 

１）キャリア支援行事の開催 

 年間多数のセミナーを開催しております。掲示、GAIDAI  PASS等をご覧ください。 

２）パソコン、書籍等の設置 

 就職活動用に利用できるパソコンを4台設置しております。 

 また、就職に関する書籍を備え、貸し出しをしておりますのでご利用ください。 

３）OB・OG名簿の閲覧 

 進路相談用に先輩からの支援を受けられる名簿があり、閲覧が出来ます。 

４）求人情報の開示 

 本学を指名して来る求人もあり、他のルートにない求人もあります。 

５）進路に関する相談 

 たとえば、就職活動全般について、留学と就職についてなどあらゆる相談を受けておりま

す。 

６）利用時間 

 月～金の9時～19時30分まで。（但し夏期休業中は17時30分まで） 

 以上主な業務の紹介です。遠慮せずにお越しください。  

■現在の状況  

 

 入社後すぐに配属となった教育旅

行課で、主に学校関係の修学旅行や

研修旅行を担当しています。部署内

では唯一の女性営業マン（ウーマ

ン？）で中学校・高校・大学など広

く担当しています。団体の営業では

国内・海外問わず取扱いますので、

全国・全世界のことを勉強する日々

です。 

 

■社会人になって感じたこと 

 

 皆に平等に与えられた24時間をい

かに使って人より結果を残すか、ま

た限られた休日の時間をどう充実し

たものにするか、｢時間の使い方｣を

とても意識するようになりました。  

 

■大学生活を振り返って 

 

 スペイン語の勉強や教職課程、ク

ラブ活動、スペイン留学、アルバイ

ト、長期旅行、片道2時間の通学、

一人暮らし等々、パワフルに過ごし

た5年間がそのまま土台になって今

の私があると思います。また、困っ

た時に助け合える、何でも相談でき

る友達と出会えたことはかけがえの

ない財産です。 

■就職活動時、印象に残った出来事            

 

 沢山の就活生の中で自分を覚えて

もらおうと必死で自己PRをしていま

した。｢合唱をしていました。歌いま

す！｣なんてことも…。中でも１番落

ち着いてありのままの自分をアピー

ルできた今の会社で、今も自分らし

く働くことができていると思いま

す。 

 

■後輩へのエール 

 

 いろいろなことに興味を持って、

大学生活を精一杯楽しんでくださ

い。その時は意識せずとも、あなた

の魅力はそこから芽生え、就職活動

にも、その先の人生の充実にもつな

がるはずです。   

 

*上記セミナーの日程は変更の可能性があります。また、今後随時セミナーや説

明会を追加致しますので、学舎・キャリアサポートセンター前の掲示や、GAIDAI 

PASSの配信内容等をこまめにチェックするようにしてください。 

 

現在、就職活動中の人もまだの人も、自分のやりたいことや、社会人になって

からのイメージがなかなかつかめず、とまどってしまうことも少なくないはずです。 

そこで卒業された先輩方にお話を伺い、近況報告と大学時代を振り返っても

らいます。 

みなさんのキャリアプランニングの参考にしてください！ 

2012年4月以降の就職関連行事 
月 日 行事名 対象 

4月11日(水) TOEICオープンガイダンス 全学年 

4月18日(水) TOEIC対策セミナー① 全学年 

4月25日(水) 教員採用試験対策セミナー* 全学年 

5月9日(水) TOEIC対策セミナー② 全学年 

5月16日(水) TOEIC対策セミナー③ 全学年 

5月23日(水) 第1回就職基本ガイダンス＆適職診断テスト 3年生 

5月30日(水) インターンシップセミナー* 3年生 

  マスコミ対策セミナー①* 全学年 

6月13日(水) 自己分析セミナー 3年生 

  マスコミ対策セミナー②* 全学年 

6月20日(水) 第2回就職基本ガイダンス 3年生 

  マスコミ対策セミナー③* 全学年 

6月27日(水) 筆記試験対策セミナー* 3年生 

7月4日(水) エアラインセミナー* 全学年 

7月18日(水) 第3回就職基本ガイダンス 3年生 

時間 行動内容 コメント 

8：00 出発 電車の中で、1日のやることリストを作成します。 

9：00 出勤 

出勤したら、まずはメールチェック。お客様からのメールの確認はもちろ

ん、入金チェックや、フライトの変更通知など各部署からの情報を仕

入れます。 

また、今日のアポイントを確認し、営業ルートをイメージします。 

9：20 始業 
部署毎に朝礼を行い、全体への連絡事項やセールス状況の報告を

します。 

10：00 打ち合わせ 
海外のランドオペレーター（現地手配会社）と打ち合わせ。新しく企画

する海外修学旅行や研修旅行について、新たなネタを仕入れます。 

10：30 手配 
国内のホテルや施設に電話をして、予約状況の問い合わせや手配を

行います。担当の学校の希望の日程・条件で迅速に手配できるか、

腕の見せどころ。 

11：30 出発 
必要な資料をかばんに詰めこんで出発！いつもかばんはパンパンで

す。 

12：00 昼食 
営業先でおいしいお店を探すのも楽しみの一つ。時には先輩社員と

一緒にランチに出て、ざっくばらんに意見交換をします。時間がない時

はコンビニで軽食を買ってすませることも多いです。 

13：00 学校へ営業 
担当エリアの中学校・高校を訪問します。職員室に頻繁に顔を出し、

ご挨拶をして回ります。まずは私を覚えてもらうことが重要。 

14：00 企画書提出 
大学を訪問して、海外研修旅行の企画書を提出。学生のうちに海

外に出ることが良い刺激になったことを私自身が実感しているから、学

生目線を忘れず有意義なプランをご提案できるよう意識しています。 

16：00 
プレゼンテー

ション 

上司同行にて修学旅行のプレゼンテーション。競合する旅行会社が

順番にアピールする緊張の瞬間です。自社のプランのおすすめのポイ

ントや、担当者の熱意をいかに伝えるかが勝負。上司や先輩のプレゼ

ンを見て、いいと思う所はどんどん盗むようにしています。 

17：00 打ち合わせ 
受注済の修学旅行について、変更箇所の打ち合わせ。 

実施までに何度も先生とやり取りを重ねて、苦労して作り上げるからこ

そ、無事終わったときとてもやりがいを感じます。 

18：00 帰社 
会社に戻って、メールや伝言をチェック。 

また、動きのあった案件について上司へ報告。 

18：30 
企画書・ 

見積り作成 

依頼を受けた内容に沿って、企画案を書面化します。 

パワーポイントやエクセルを駆使して、誰が見ても分かりやすいよう工

夫して作成します。 

20：00 退社 次の日の準備をして退社。先輩とちょっと一杯、なんてこともしばしば。 

Vol.07 （イスパニア学科 2009年卒業） 

株式会社阪急交通社 団体営業部 教育旅行課 
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派遣留学生対象危機管理セミナー 
 

 2012年1月18日(水)501教室にて、傷害火災保険会社より海外安全

危機管理者をお招きし、長期派遣留学春季出発者及びセゴビア、モス

クワ、アメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学生を対象に、危機管

理セミナーを開催しました。 

 海外で犯罪やトラブルに巻き込まれるのを防ぐためには、本人の行動と

心がけ、意識の持ち方が大変重要であるということや、実際にトラブルに

巻き込まれた時の対処法などをご説

明いただきました。 

 今回の危機管理セミナーで学んだこ

とを活かして、みなさんが元気で有意

義な留学生活を送られることを願って

います。 

 次回は派遣留学夏季出発者を対

象に開催する予定です。 

 

 

「壁-ドイツをつらぬく国境」 
ベルリンの壁構築50年巡回展の開催 

主催 「ベルリンの壁構築50年巡回展」神戸市外国語大学実行委員会 

(代表:神戸市外国語大学准教授  エドガー・フランツ)  

 

 ベルリンの壁構築50年(2011年8月

13日)を契機に、大阪・神戸ドイツ連

邦共和国総領事館が作成したパネル

20 点 を 本 学 生 の 実 行 委 員 会 が

UNITYロビーに1月17日(火)～26日

(木)まで展示しました。 

 

 

 

稲垣正浩客員教授講演会 
  

 2月3日（金）三木記念会館にて、ス

ポーツ史学会の前会長でもある稲垣

正浩客員教授をお招きし、3・11以後

のスポーツ文化について語っていただく

講演会を開催しました。学部生・院

生・一般の方など約40名の方々にご

参加いただきました。 

 

 

University of Reginaと交流協定を締結 
  

 2012年1月、カナダ・サスカチュワン

州南部レジャイナ市のUniversity of 

Reginaと交流協定を締結しました。

本協定により、2012年秋から交換留

学生の派遣が可能となります。 

 University of Reginaは、北米最

大の都市公園であるワスカナ・セン

ターの緑に囲まれた州立の総合大

学です。学生数は約12,000人で、

経営学、教育学、工学、芸術学、

社会福祉学、科学などを含む10の

学部と25の学科があります。卒業生

の質の高さには定評があり、カナダ総

合大学ベスト9位に位置付けられて

います。 

2012年1月26日～2012年3月20日 

2011年度 TOEIC成績優秀者表彰式 
 

 2012年1月31日(火)に、2011年度TOEIC成績優秀者表彰式が本部

棟2階の大会議室において行われました。 

 今回900点以上の成績を取得したのは85名(公開テスト11名、IPテスト

74名)で、そのうち990点満点取得者は2名(公開テスト・IPテスト各1名)で

した。990点満点を取得したのは、カマエフ・ニキータさん(国際関係学科)

と吉ケ嶋彩奈さん(英米学科)です。 

 表彰式には上位32名が出席し、990点満点取得者2名に対して船山

学長より、900点以上990点未満取得者30名に対して野村学生支援部

長より、ひとりひとりに表彰状と図書カードが授与されました。 

 今回表彰された皆さんが更なる語学力の向上に努められるとともに、今

後ますます多くの学生が表彰されるよう願っております。 

 なお、2011年度のTOEIC-IPテストは、全学生を対象に1回分の受験

料を助成するとともに、回数を7回(例年5回)に増やしたため、受験者総

数が前年度の約1.7倍にあたる1,462名となりました。  

 

岡田 勝客員教授講演会 
 

 1月26日（木）504教室にて、在中国

日本大使秘書を務め、日本の中国

語要人通訳の第一人者である岡田

勝氏をお招きし、日中関係と現在の

中国情勢について語っていただく講演

会を開催しました。学部生・院生・一

般の方など約70名の方々にご参加い

ただきました。 

 

 
JLP（日本語プログラム）恵方巻作り 

 

 2月3日（金）、JLPの日本事情授業において、留学生が日本人学生と

ともに恵方巻作りと節分を体験しました。関西の風習に則り太巻にかぶり

ついた後は、「鬼は外、福は内！」 の掛け声と同時に元気よく豆を撒き、

今年一年の世界の平和と互いの無病息災を願いました。   

『外大あれこれ』では外大で開催された特別講座やイベント、また、外大に

関する情報などをご紹介していきます。 
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―インタビューを終えて― 

先生がお勧めの神戸スポット！である六甲道のインド／ネパール料理

屋さんにぜひ行ってみたいと思います。 

篠田先生には今回初めてお会いしたのですが、気さくな人柄でお話し

を聞かせていただくのがとても楽しかったです！空手の黒帯も持ってお

られるそうでビックリしました！ 

VOL．14 篠田 実紀 先生 

 広報サポーター企画「教員インタビュー」！ 

 授業中には見ることのできない先生の素顔に迫っていきます。 

 今回は神戸外大OBでもある篠田先生に外大の今と昔のお話など

していただきました。 

 

Ｑ：先生は地元が神戸で、なんと外大出身だそうですね。 

 はい、そうです。昔から外国語が好きだったことと、子どものころか

ら神戸に住んでいたからかもしれませんが、外国の方がたくさんいまし

たし、小学校も帰国子女がいる環境で比較的日本以外の文化と接する機

会が多く、それがとってもおもしろかったのですね。それと音楽や芸術

ですね。私は自分が子どもの頃の日本の音楽があんまり好きではなく、

聞く音楽は全て外国のもので特にアメリカ、ヨーロッパから入ってきた

ものでした。 そういう芸術が好きだったということもあり、大学では

19世紀末の芸術と関わりのあるイギリス文学を研究するゼミに身を置い

ていました。文学研究というのは今日の研究にもずっと流れてきていま

すが、その時は今とは違っていわゆる文学少女が読む文学を研究してい

ました。今の自分とは全然違いますけど（笑）。 

  

Ｑ：学生生活の最後に留学されたそうですが、留学先では？ 

 当初は20世紀のアメリカ文学を研究しようと思って行きました。それ

でEnglishつまり英文科の大学院のセミナーを受けて、その時初めて人種

差別を経験しました。自分の言っていることが全く他の学生に聞いても

らえなくて、それは言語が下手だからというよりは、私がよそ者だから

だと感じましたね。差別は英文科の授業だけで他の授業では感じません

でしたが、英文科の院生のほとんどがそんな感じだったので、私がアメ

リカ文学の研究をしても誰にも見てもらえずに終わってしまうだろうな

と思い、英文科の授業をたくさんとるのは諦めました。 

 

Q：留学先ではどのようなことを感じましたか？ 

 私は留学するまで自分がアジア人ということをあんまり感じてこな

かったんですよ。私は割と外国の文化と接していたから、自分はイン

ターナショナルだという思い上がりを持っていましたが、向こうに行っ

た途端に自分は単なるJapaneseだとみられ、そこで自分はアジア人だ

と自覚しました。それで何かアジアと

関わりがあることをやってみようと思

いました。だから私は今もアメリカと

アジアを軸にして研究をやっています

し、それが今の研究であるベトナム戦

争とかアジア系アメリカ人の文学特に

日系アメリカ人の文学に繋がっていま

す。 

  

Ｑ：どうしてアジア人の文学の研究をするのですか？ 

 アメリカにおいて日系人にはとても悲しい歴史的背景があり、私自身

はその歴史を全く知りませんでした。私が留学していた時期、日本はア

メリカと張り合うほどに経済が発展していたのですが、ちょうど日系ア

メリカ人の方が戦時中の収容は不当だったと訴える運動をしていた時期

とも重なっていました。私がそのことを全く知らなかったということも

含め、日系アメリカ人の文学研究に関しては罪滅ぼしと言うか、これを

「ライフワーク」にしていこうと決めました。 

 ベトナム戦争の文学に関しても、この戦争については議論が巻き起こ

り、「正しい戦争」ではなかったと一般的に解釈されています。その中

でもいろいろと割り切れないものがあり、割りきれないものの背後には

「アジア的」なものと「アメリカ的」なものとの関わりがありますね。 

 アジア人は静かな民族で特に日本人は黙っていてそこを美徳だと思っ

ている。黙っていたから第二次世界大戦時にはいいように利用された。

それに比べて黒人は声を上げていって、人権を勝ち取っていったけどア

ジア人はそうではなかったと。で、黙っていて声にならないものは何に

なるか？何か形になるとしたら、絵、音楽、文学なんですね。その形と

なった部分を拾っていきたいです。 

  

Q：先生が留学中に英語の上達を実感したのはどんなときですか？ 

 口論ができるようになったときに「あー、自分の英語もこれでちゃん

と相手に太刀打ちできたな！」と思った。やっぱり日常でしゃべること

が上達のコツ。日常で喋らないで授業だけ聞いていても上達しない。学

校の先生の話す英語はわかりやすいけどそれに質問している生徒の英語

がわからない、ということはよくありました。 

  

Q：先生が学生の頃の外大生と今の外大生で違うところはありますか？ 

 全然違う！当時は留学に行くお金がない学生がほとんどでした。今は

本当に円が高いし、なにより昔はインターネットがなかったので通信が

大変でした。今はとっても簡単になりましたね。だから問い合わせも簡

単。今は通信事情がちがうから、それを生かしてどんどん外国に行って

ほしいなと思います。後は男女問わず草食系になったかな。昔はもっと

冒険してたと思います。せっかく外大に来ていて語学もできるのだから

ツアーとかに頼らず自分の力で自分にしかできない（自分が本当にどこ

に行きたいかとかどんなことがしたいかとか）ことを自分で見つけて

行ってほしいなと思います。まじめだという点では今も昔も変わらな

い。でも、おしゃれになったかな！（笑） 

  

Q：最後に、新入生、在校生に向けてメッセージをお願いします。 

 他と違う自分になってください。わたしはこういう人間だと。それを

発見するのが大学だと思います。発見して、「こういう人間なんだよ」

という形を作ってから社会に出ていってほしいです。自分を発見するこ

とは、社会に出てからではなかなかできない。自分の仕事を見つけるの

にも自分を理解することが必要。そして社会に出たらその自分を理解し

てもらうということ。 

 せっかく外大にいるんだから、いろんな方法で語学を有効に使って、

世界中で何が起こっているか、メジャーなニュースだけじゃなく、

ニュースで入ってこないようなことにも関心を持ってほしいですね。そ

うすれば「他と違う自分」がみつかるんじゃないかな。 

 

 
 

国際関係学科 篠田 実紀 教授  
 

神戸市外国語大学外国語学部 

英米学科卒業(文学士) 

神戸市外国語大学大学院外国語学研究科 

英語学専攻修士課程修了(文学修士) 

関西学院大学大学院文学研究科 

英文学専攻博士課程後期課程単位取得退学 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校留学 

     （非学位取得） 

 

担当授業科目 Classes 

 英語講読 英米文学特殊講義 卒業論文指導 
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「掬星台」は「きくせいだい」と読みま

す。 
摩耶ロープウェー 星の駅 徒歩すぐで
す。 
100万ドルの夜景はここから堪能。 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。広報サポータと

は大学の広報の職員の方のお手伝いをしています。「GAUIDAI 

NEWS」の広報サポーター企画、教員インタビュー、語劇祭等の

取材など幅広く活動をしています。 

 今回は広報サポーターが先輩に神戸の

おススメスポットを教えてもらいまし

栄町界隈（南京町南側国道挟んで）は、お洒落な雑
貨屋さんや、ヘアーサロン、カフェがいっぱい
あります。 

 英米学科 3年生 

 
1月22日、神戸市外大の大ホールで「神戸から届けよう、つながろう！東日本大震災復興支援チャリ

ティーイベント」を開催しました。神戸市内の小学校と外大の有志で連携し、演劇や合唱や室内楽演

奏、そしてボランティアの体験報告や支援策等の発表など、とても充実した内容を来てくださった皆様

にお届けすることができたと思います。 

ほんの数人のスタッフから始まったこの企画ですが、発表をしてくださった小学校や各団体の皆さ

ん、イベントぎりぎりになってからでも声をかけてくださった当日スタッフの皆さんと、本当に「人」

に支えられたイベントだったと感じています。 

当日はきりたんぽ鍋の売り上げと合わせて、123,346円もの募金が集まりました。お預かりした義

援金は全て仙台市立荒浜小学校へ寄付させていただきます。イベントに参加してくださった皆様、本当

にありがとうございました。これからも神戸からできる支援の輪を広げていきましょう。 

3月11日に起こった未曾有の東日本大震災。 

広報サポーターには、阪神・淡路大震災の経験者もおり、震災を風化させたくないという思いか

ら、外大生たちが行っているさまざまな活動を紹介し発信していければと考えています。 

今回は1月22日に本学大ホールで行われた東日本大震災復興支援チャリティーイベントのレポート

を主催された岡本ゼミの学生にお願いをしました。 

トアウエストはお洒落なセレクト

ショップや、 

カフェがいっぱい。 

元町駅北側東あたり一帯です。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E8%80%B6%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%9F%E3%81%AE%E9%A7%85
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新歓フェスタ 

～新入生いらっ祭～  

 

 こ ん に ち は！学 園 祭 実 行 委 員 会

「祭」です！新入生のみなさん、ご入

学おめでとうございます！今回は春のイベントについてお

知らせします☆…大学生になって、授業やバイトだけでは

なく、もっと色んなことにチャレンジしたい、そう思って

る新入生！サークル活動したいけど、何部がどんな活動し

てるかサッパリ…って新入生！多いんじゃないですか？…

なら、「新歓フェスタ～新入生いらっ祭～」へようこそ！

外大の各種サークルがステージ上でイベントをしたり、テ

ントを出して模擬店や展示、相談コーナーを設けます！あ

なたの求めるサークルに出会えること間違いなし！！  

日時は、4月21日（土）、場所はここ、神戸外大！時間

は11：00～17：00です。大学生活でのサークル活動は

将来、必ずあなたの力になります。サークル活動で、より

素敵な大学生ライフをあなたに！みなさんのご来場をお待

ちしてます！ See you later, thank you! 
 

  

 学園祭実行委員会 

 

  

こんにちは！年度も変わり気持ちも新たに、今年度も充実した大学生活を送りましょう！ 

さて、今回は新入生の皆さんに役立つ情報を調べてきました。教科書の買い方についてです♪ 

大学生活は学業だけではありませんが、きちんと教科書買ってくださいね^^☆ 

教科書は基本返品が出来ないそうなので、気をつけてくださいね。 

神戸市外国語大学生協学生委員会 

生協のココが気になる!！ 

 

１．受講する授業が決まったらシラバスを確認します 

２．生協店舗前に掲示してある教科書リストで必要な 

  教科書を確認 

３．申込書に記入 

４．店舗内の書籍カウンターに申込書を♪ 

５．お金を払ってゲット!! 

 本学では、学内における駐車・駐輪スペースが限られて

いることや、交通事故のトラブルから学生の皆さんの学生

生活を守るために、1991年から、「身体に障害のある学

生や、第2部の社会人学生で、他に通学手段がないなど特

に事由があり、やむなく車両を利用して通学する学生」に

のみ、一定期間に、保証人の同意のうえで、車両乗り入れ

許可の届出制を実施しています。 

 学内の学生用駐車場の利用は、許可車両のみ利用が可能

です（未届の車両は利用できません）。なお、バイク・原

動機付自転車については届出により許可をしています。 

 また最近は、飲酒運転による重大な交通事故が発生し、

大きな社会問題となっています。 

 本学学生も、飲酒運転が引き起こす事態の大きさを認識

し、飲酒運転を絶対に行わないよう各自自覚をもって行動

することが必要です。 

 事故の防止と学内の環境保全のため、自動車・バイクな

どによる通学は厳に「自粛」してください。 

 

 学生用駐車場の利用及びバイク・原動機付き自転車につ

いての届出（バイク通学届出期間：4月9日（月）～27日（金）） 

  学生支援・教育グループ 学生支援班   

  794-8131 

 

 

 在学生の皆さまへ 

車両通学の自粛のお願い 

 『学生7団体』ってご存知でしょうか。学部自治会、体育会文化総部、語

劇祭実行委員会、学園祭実行委員会、第2部自治会、第2部サークル連合の7

団体のことです。各団体では学生生活がより充実したものになるよう、各ク

ラブからの取りまとめや、イベント企画・運営などを行っています。各団体

からのお知らせなどをGAIDAINEWSでもご紹介をしていきます。 

 今回は「学園祭実行委員会」からのお知らせです！ 
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成績優秀者 
（本学における学業の成果が特に優れていると認められる学生） 

 

課外活動関係 

（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または個人） 

2011年度学生顕彰受賞者 

課外活動報告  2011年度 卒業式・卒業記念パーティ 
 

 3月23日（金）に、2011年度卒業式が厳かに執り行われま

した。 

 また、卒業式後に行われた伸興会、楠ヶ丘会（同窓会）主催

の卒業パーティーでは、保護者をはじめ、OB・OG、在校生の

方々も多数ご参加いただき、卒業生の新しい門出を祝福してく

ださいました。 

英米学科 

横山 彩香 

井筒 綾奈 

丸山 知洋 

岡田 奈央  

ロシア学科 

高浜 桜 

橋爪 嶺 

 

 

中国学科 

仲谷 明洋 

深澤 友理恵 

イスパニア学科 

横山 綾奈 

中尾 未来 

 

 

国際関係学科 

飯塚 美帆 

田中 小百合 

佐々木 優 

 

第2部英米学科 

友部 修治 

中山 稔啓 

松本 乃里子 

福田 展子 

個人の部 

西村 英希（修士１年生） 

・第10回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選 一等賞 

・第10回漢語橋世界大学生中国語コンテスト 三等賞 

吉岡 えりな（中国学科４年生） 

・立命館孔子学院主催第６回中国語スピーチコンテスト 優秀賞 

田中 結衣（中国学科３年生） 

・第10回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選 一等賞 

・第29回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会 大学生部門第一

位・外務大臣賞・中国日本友好協会賞  

阪口 方基（中国学科３年生） 

・第3回兵庫県中国文化交流会中国語スピーチコンテスト 最優秀賞 

・第25回全日本学生中国語弁論大会 京都外国語大学総長賞 

宮田 知佳（中国学科２年生） 

・第2回西日本地区「中国語歌唱コンクール」 一等賞 

村山 利奈（中国学科２年生） 

・第2回西日本地区「中国語歌唱コンクール」 一等賞 

中岡 裕美（中国学科２年生） 

・第29回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会 中級の部 大阪

市長賞（優勝）  

平藤 聡子（中国学科１年生） 

・立命館孔子学院主催第6回中国語スピーチコンテスト 最優秀賞 

山下 佐和子（国際関係学科４年生） 

・名古屋外国語大学第5回学生通訳コンテスト 準優勝 

 

 

ダマソ・フェレイロ・ポッセ（日本語プログラム修了生） 

・第十六回「草枕」国際俳句大会 俳句の部ジュニア部門 大賞 

河 智香（中国学科３年生） 

・関西女子バスケットボール３部Ａの部得点王 

鈴木 あゆ美（英米学科４年生） 

・特別功労（東日本大震災の復興支援ボランティア活動） 

 

団体の部 

神外大☆ＮＩＣＥ 

・特別功労（元気メールによる東日本大震災のボランティア活動） 

  

 

 32号の課外活動報告で紹介しました記事に誤りがありますので、再掲

載をするとともに、新しく報告があったものも紹介します。 

第十六回「草枕」国際俳句大会 

 「草枕」国際俳句大会実行委員会主催の第十六回「草枕」国際俳句大

会において、ダマソ・フェレイロ・ポッセさん（サンティアゴ・デ・コ

ンポステーラ大学）が、本学への留学中に応募した作品が、俳句の部

ジュニア部門において大賞を受賞されました。 

第29回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会 

 1月8日（日）東京・日中友好会館にて、社団法人日本中国友好協会主

催、外務省・文部科学省などが後援の日本国内最大規模の中国語スピー

チ大会である「第29回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会」が行

われ、本学中国語学科3年生の田中結衣さんが大学生部門第1位・外務大

臣賞・中国日本友好協会賞の三賞を受賞されるという成績を収められま

した。 
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授業料前期分の納入について 
 2012年度前期授業料払込書を４月中旬に送付しますので、払込期限

４月27日（金）に遅れないように銀行又は郵便局の窓口で払い込んで

ください。 

 新入生については、入学式の当日、他の書類と一緒にお渡しします。 

※注意点 

①住所変更、払込書送付先変更等がある場合は至急、学生支援・教育グ

ループ学生支援班または、経営企画グループ財務班まで申し出てくださ

い。 

②前期分と後期分を一括して納付することを希望する学生は、経営企画

グループ財務班まで申し出てください。通期分の納付書を発行いたしま

す。その際、前期授業料払込書を必ずお持ちください。 

③期限までに払い込みができないときは、必ず経営企画グループ財務班

まで授業料納付期限猶予許可申請をしてください。（申請書を提出して

いただきます。） 

【問合先】 経営企画グループ財務班 

      ℡ 078-794-8123 

定期健康診断の実施について 
 学校保健安全法に基づき定期健康診断を次のとおり実施します。 

 なお、当日、受診できなかった学生は、病院等で個人負担により検診

を受け、その診断書を必ず学生支援班に提出してください。仕事先など

で健康診断を受ける場合は、健康診断を受けなくても大丈夫ですが、そ

の場合は、診断結果を学生支援班まで提出してください。 

※定期健康診断は、必ず受診してください。受診していない場合は、就

職活動に必要な健康診断証明書が発行できません。 

実施日時：5月12日（土）13時30分～17時30分 

対  象：英米・ロシア・イスパニアの各学科学生 

実施日時：5月19日（土）14時～18時30分 

対  象：中国・国際関係・第２部英米の各学科学生および、大学院

生・研究生・科目等履修生 

実施場所：学舎１・２階 

 ※都合の悪い人は、どちらかの日時に受診してください。 

検診項目：尿検査・内科健診・身長・体重・視力測定（全員）・レント

ゲン検診（新入生のみ） 

【問合先】 学生支援・教育グループ 学生支援班 

      ℡ 078-794-8131 

 

履修登録について 
 2012 年 の 履 修 登録（前 期・後 期・通 年・集 中 講義）は 4 月5 日

（木）で受付終了となっていますが、新入生の履修登録及び、在学生登

録訂正期間は4月9日（月）9：00～15日（日）20：59となっており

ます。 

※履修登録は、学内・学外からのPCから登録が可能です。 

学内PCを利用する場合は、学生コンピューター室、学生会館、図書館、学生支

援教育グループカウンターのみ利用可能です。 

シラバス（講義概要）は、「GAIDAI PASS」で公開しています。事前に履修希望科

目のシラバスを「GAIDAI PASS」で確認してください。（時間割は希望者のみ配布し

ます。） 

2012年度のバイク通学の届出について 
 今年度、バイク（自動二輪車・原動機付自転車）で通学する学生は届

出を出してください。 

 昨年度に届出た方も再度届出をしてください。 

申請期間：4月9日（月）～27日（金） 

申請場所：学生支援・教育グループ 学生支援班 

各種奨学金 新規募集について 
 各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月9日（月）頃

より順次掲示板にてお知らせします。2012年度新入生および在学生で

奨学金を希望する学生は、募集開始から申込書提出期限が短い期間のも

のがありますので、注意して見ておいてください。 

 

日本学生支援機構奨学金について 
①申込説明会 

 下記の日程で申込説明会を開催しますので、希望者（新入生・在学

生）は必ず出席してください。当日申込書類等を配布します。 

日 時：4月6日（金） ① 13時30分～14時 

     ② 17時10分～17時40分 

場 所：大ホール 

 

②進学届の手続き（予約採用者対象） 

 高等学校で奨学金を予約し、「平成24年度大学等奨学生採用候補者

決定通知」を受けている学生は、下記の手順に従って書類を提出し期限

内に入力をしてください。 

1.決定通知の「進学先提出用」と必要書類を学生支援班へ提出。 

2.「奨学金申請理由書」を受け取り、必要事項を記入し、４月20日

（金）までに、住民票のコピーと一緒に提出。 

3.「奨学金申請理由書」を提出後、ID・パスワードを受け取り、下記期

間内に各自インターネットで入力。  

＊期間内に入力しないと、奨学金を辞退したものとみなされます。 

＊ほとんどの学生が第1回目の入力期間に入力します。 

 

③在学届の提出（貸与終了者対象） 

  下記の学生は、本学在学中に奨学金の返還猶予を受けることができ

ますので、４月27日（金）までに「在学届」を学生支援班へ提出して

ください。提出がなければ、在学中でも返還が始まります。 

ア．新入生で、高等学校等で日本学生支援機構の奨学生であった学生 

イ．貸与終了後も留年・休学等で本学に在学している学生 

学生相談室・各種相談窓口 

 

 本学は保健室以外に学生相談室があり、学生のさまざまな悩みの相談

窓口があります。 

学生相談室は本部棟（図書館向かいの建物）１階奥の保健室の隣にあり

ます。学生相談室は、どんな小さな悩みでも何でも相談できる場所です

ので、気軽な気持ちで訪ねてきてください。（要予約） 

 また、大学にはハラスメントや授業に関する各相談窓口があります。 

もちろん、どの相談窓口でも、相談内容については秘密厳守しますの

で、ひとりで抱え込んでしまう前に一度、相談してみてください。ま

た、周りで悩んでいる人を見かけたら、相談窓口があることをそっと教

えてあげてください。 

 （詳しくは学生便覧3、4頁をごらんください。） 

 奨学金 

 健康診断 

インターネット入力期間 初回振込予定日 

4月10日（火）～ 25日（水） 5月16日（水） 
4月26日（木）～ 5月26日（土） 6月11日（月） 

 届 出  授業料 

 履 修 

納付期限 郵送時期（払込書） 

前期分 4月27日（金） 4月中旬頃 

後期分 10月31日（水） 10月中旬頃 

 相談窓口 
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エグリントン みか 准教授 英米学科 （英米演劇・文化）  

 英語（英国）演劇が専門です。これまでロンドンで6年程暮らした後

に、私にとっては未知の関西で新たなスタートを切ることができて光栄で

す。英語で芝居を読み、見る、演じる楽しみを共有していきましょう。 

櫻井 次郎 准教授 中国学科 （中国現代政治・経済）  

 中国は今年、政治のトップリーダーが入れ替わる節目の年、さまざま

な変化が予想されます。中国の変化は日本の経済や社会にも影響し

ます。一緒に日本と中国のこれからについて勉強しませんか。 

鎰谷 宏一 准教授  国際関係学科 （国際経済学）  

 経済はますますグローバル化し、それに伴い様々な問題が発生して

います。このような問題の中でも、特に国際貿易に係わる諸問題につ

いて皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。 

芝田 幸一郎 准教授 総合文化コース  

（ラテンアメリカ地域の文化と社会）  

 遺跡を掘って二十年、南米の地を踏んで十六年のオッサン考古・人

類学者です。ペルーの調査・研究で鳥肌の立つような発見を追い求め

ています。一目惚れした大学に迎えて頂き幸甚です。 

三野宮 春子 講師 英米学科 （英語教育学）  

 今年3月、高校で卒業生たちを見送ってから私も旅立ち、神戸に

やって来ました。大学・大学院でも、授業をとおして学習者と教師がと

もに成長する英語教育を追及していきたいと思っています。よろしくお

願いします。 

川口 正通 講師 イスパニア学科 （イスパニア語学）  

 専門はイスパニア語学で、特に複文の意味論・語用論を専門に研

究しています。みなさんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。ど

うぞよろしくお願いします。 

石椛 義和 講師 法経商コース （会計学）  

 神戸で働いていたのは10年前になります。私の専門は、皆さんには

あまり馴染みのない、しかしビジネスの上で不可欠な会計学です。実

務の経験を交えつつ、学ぶ価値をお伝えできればうれしく思います。 

発行：公立大学法人神戸市外国語大学 
〒651-2187 神戸市西区学園東町9丁目１ 

TEL(078)794-8106 

ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/ 

携帯サイト  http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/ 

広報サポーター募集! 
 学内広報紙やオープンキャンパス、大学見学に来られた高

校生との交流など、大学広報のお手伝いをしてくださる学生

さんを募集します。応募や質問については本部棟１F経営企画

グループ広報班までお気軽にお越しください！ 

 一緒に神戸外大を盛り上げましょう！ 

※留学に関する行事予定は2ページ、 

就職に関する行事予定は3ページに掲載しています。 

行事予定 4月5日～6月上旬 

4月5日（木） 
入学式 

オリエンテーション 

4月6日（金） 

オリエンテーション 

学生アドバイザー相談会 

日本学生支援機構奨学金申込説明会 

4月9日（月） 
授業開始 

給付奨学金他募集要項配布 

4月9日（月）～ 

    27日（金） 
バイク（自動二輪・原付）通学届出期間 

4月21日（土） 新歓フェスタ～新入生いらっ祭～ 

4月27日（金） 前期授業納入期限 

5月12日（土） 健康診断（英米・ロシア・イスパニア） 

5月15日（火） 成績通算申込 

5月19日（土） 健康診断（中国・国際関係・第2部英米） 

5月22日（火） 前期卒業希望者受付け 

 学園都市交流戦 

2012年度教員新体制紹介 

新任教員紹介 
 4月1日付で本学に着任された先生方です。 

昇任（2012年4月1日付） 
 

教授昇任 西川 健誠（英米学科） 

教授昇任 千葉 典（国際関係学科） 

教授昇任 中村 嘉孝（法経商コース） 

准教授昇任 エブセエバ エレナ（ロシア学科） 

 

退職教員（2012年3月31日付） 
 

西川 喬 教授（イスパニア学科） 

仙頭 佳樹 教授（国際関係学科） 

守﨑 誠一 准教授（国際関係学科） 

 

客員教授（2011年に引き続き） 
 

毛 丹青 日本文化論・日本人論・中国文学・中国語 

岡田 勝 中国事情・日中関係・中国語通訳 

稲垣 正浩 スポーツ史 

今枝 由郎 チベットの宗教・思想・社会史 

学科クラス 
担当教員 

備  考 
外国語 

学 部 １年生 ２年生 

学 部 

英米学科Ａ組 星野 村田(純) 

2年生担当教員は、原則

として2011年度1年生担

当教員が持ち上がりに

なっています。 

英米学科Ｂ組 西川(健) 三間 

英米学科Ｃ組 友田 森谷 

英米学科Ｄ組 横田 林 

ロシア学科 高橋 清水 

中国学科Ａ組 津守 太田 

中国学科Ｂ組 櫻井 竹越 

イスパニア学科 川口 Sanz 

国際関係学科A組 船尾 阿部 

国際関係学科B組 中田 丹生谷 

２ 部 

英米学科Ａ組 松永 光永 

英米学科Ｂ組 Tatsuki Acar 

英米学科Ｃ組 杉山 田中(敏) 

2012年度 チューター 

 

 

 

 

 

 

 

かぎ たに 

いし なぎ 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/
http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm
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