
　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。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。

学術情報センター（図書館）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ます。

新入生必見！

神戸研究学園都市大学共同利用施設

施設紹介

ご存じでしょうか？「UNITY」
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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。

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。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。

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窓口があります。

学生会館 1階には食堂・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。

図書館

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。
１階にはキャリアサポートセンターがあります。

学舎

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 C3 Space（シーキューブス
ペース）と大学院窓口があります。

研究棟・第二研究棟

501～505教室があります。
第2学舎（大教室）

大ホール
AV（CALL）教室

応用視聴覚教室

学生コンピュータ室

小ホール大学生協食堂
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海外２大学と交換協定を締結しました
１）ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン　（ドイツ）
　2013 年 10 月に、ドイツのミュンヘン市にあるルートヴィヒ・マ
クシミリアン大学ミュンヘン（ミュンヘン大学）文化学部と学生交換
協定を締結しました。
　当大学は、1472 年創立の 500 年以上もの歴史がある州立大学で、
Times Higher Education World University Rankings 2013-2014
では、世界で 55 位（ドイツ国内 1 位）にランキングされています。
★英米学科・2 部英米学科・国際関係学科対象
★学部課程の授業を英語で受講 
★留学先の授業料免除

2）マドリード自治大学（スペイン）
　2014 年 1 月、スペインのマドリード市にあるマドリード自治大学
と学生交換協定を締結しました。当大学は 1968 年に設立され、学部
および大学院における研究やその教育力において高い評価を受ける近
代的な公立大学で、QS World University Rankings 2013 では世界
のトップ 200 大学にランクづけられています。
★イスパニア学科対象
★学部課程の授業をスペイン語で受講 
★留学先の授業料免除

いずれの大学も、本協定により 2014 年度からの交換留学生の受入れと 2015 年度からの交換留学生の派遣が可能となります。詳細は国際交流センターまで。

　2013 年度で 4 回目となったオーストリアのアメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学。今年は 2 月 15 日
～ 3 月 16 日の 4 週間のプログラムに 26 名が参加しました。学生グループリーダーを務めた第 2 部英米学科 1 年生
の男子学生に留学について報告してもらいます！

2013年度アメリカ・インスティテュート留学体験談

　私にとって、このプログラムは初めての海外体験で、毎日がとにかく発見と刺激に溢れたものでした。まずウィー
ンの街並みに圧倒されました。他の観光都市と比べると小さな街ですが、整然とした石畳が広がり、荘厳で美しく歴
史ある建造物が軒を連ね、美術館やカフェ、小さな路地のお店など、歩くだけでも楽しめる見どころの尽きない街です。
　私のホストファミリーはとても優しく面白い方でした。他のホストファミリーとのホームパーティもあり、毎日楽
しく快適に過ごせました。授業は少人数制で、先生も熱心なので、面白くて内容の濃いものばかりでした。授業後に
はカフェやレストラン、美術館などを巡り、週末にはミュンヘン、ローマ、ザルツブルクへ行きました。それぞれの
場所で現地の雰囲気や歴史、文化を肌で感じ、筆舌に尽くしがたい感動を覚えました。
　「英語が公用語でないウィーンで英語を学ぶ？」と疑問を持たれる方も多いと思います。私も初めはそうでしたが、
今まで想像もしなかった新たな可能性を見つけることができました。実際に参加して英語の勉強だけではなく、さま
ざまな経験を積むうちに、現地の公用語であるドイツ語や文化を学びたいと思うようになり、この留学はかけがえの
ない経験になりました。

ドナウ川
Heather 先生と

AAIE 校舎内の様子

ウィーンの街並み

ウィーン市庁舎

AAIE 参加者のみんなと

ウィーン楽友教会 大ホール

シェーンブルン宮殿
ファミリーディナー



知識と経験がものをいう社会の中で、真っ新な状態で業界や会
社が選び放題なのは、一生に一度きりです。企業は応募学生の
中から選考をしますが、皆さんの選べる企業はほぼ無限大！ぜ
ひ楽しみながら、頑張ってください！

★後輩へのエール

8:30 出社

近くの借上げ社宅に住んでおり、自転車通勤をしています。フレッ
クスタイム制を導入しているので、10時頃出社することも。

9:00 メールチェック

中途採用や派遣関連業務のメールが多いです。英語と日本語のメー
ルの割合が半々の時もあります。

10:00 新卒採用関連業務

新卒採用は、会社説明会や面接のイメージが強いかもしれません
が、面接日時や場所のアレンジ、内定者に対するフォローアップ等、
意外と多岐にわたります。

12:30 昼食

社員食堂にて同期とランチ。Lunch & Learnという社内イベント
で、ランチを食べながら外国人社員と交流をする機会もあります。

14:00 人材紹介会社と打ち合わせ

16:00 月報取り纏め

毎月米国本社に行っている、人事総務本部内の月次報告の取りまと
めを担当しています。ビジネス英語を実践しながら学んでいます。

23:00 就寝

翌日に備え、早めに就寝するようにしています。仕事に集中できる
よう、規則正しい生活を心掛けています。

17:30 退社

オンとオフの切り替えは大事です！仕事後は家の近くのジムへ
行ったり、同期と飲みに行ったりします。

★現在の業務 
　もうすぐで入社1年が経ちます。私は人事部で、採用全般に関
わる仕事をしています。皆さんがイメージのしやすい新卒採用の
他、中途採用（経験者採用）や派遣関連業務の担当もしています。
　また、米国本社や、取引先の外国人スタッフとのメールや電
話での対応も多く、外大で培った語学力を存分に生かしていま
す！年齢・性別などに関係なく仕事を任せてもらえる社風の中
で、上司のサポートのもと幅広い業務に挑戦しています。

★社会人になって感じたこと
　時間管理について：どんな仕事にも納期があり、仕事の重要
度や緊急度を考えながら優先順位をつけ、効率よく業務をこな
していく必要があります。「時間を守る」は基本ですが、それが
いかに難しいかを感じています。

★大学生活を振り返って
　優秀な友だちに恵まれ、彼らの頑張りを見て常にいい刺激を
受け、お互い切磋琢磨する関係を持てました。留学や海外一人
旅など、自由度の高い学生時代だからできることをとことん実
行した有意義な5年間でした。

★就職活動時の印象に残った出来事
　ある企業の説明会で隣の席に座り仲良くなった就活生と、違
う企業の説明会でばったり会いました。それ以降Facebookで
友だちになり、今はお互い関東で採用業務をしていることが判
明し、先日ランチに行きました。一期一会ですね！

中途採用では人材紹介会社を通して募集をかけることが多いです。
外資系の人材紹介会社には外国人スタッフが多く、英語が必須です。

ある日のスケジュール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.19　

日本モレックス株式会社
（英米学科　2013年卒業）

　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、近況報告をしていただき、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！

Molex は、米国に本社を置く大手「コネクター」メーカーです。
コネクターは、電気の通る製品には必要不可欠な電子部品で、
某有名スマートフォンの充電器から、デジタルカメラに使わ
れる SD カードコネクタ等、その種類は様々です。普段あま
り目にはしませんが、私たちの便利な生活の中で非常に大き
な役割を果たしています。
日本モレックスは外資系のオープンな雰囲気を持ちながらも、
日本のものづくり技術とプライドを持ち合わせており、外資
系と日系企業のいいところどりだと思っています。

人事総務部

月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間 教室
4 月 16 日 水曜 第１回 TOEIC 対策セミナー TOEIC 紹介、 社会的必要性を解説、ミニテスト体験 全学年 12 時 45 分～ 14 時 45 分 505

4 月 23 日 水曜
公務員・外交官セミナー 公務員・外交官を目指す方へ､ 仕事内容や試験制度等 全学年 14 時 30 分～ 16 時 30 分 501
第２回 TOEIC 対策セミナー 全学年対象、 就職に役立つリスニングワークショップ 全学年 14 時 45 分～ 16 時 45 分 505

4 月 25 日 金曜 第 1 回公務員採用試験個別相談会 予約制 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 406

5 月 14 日 水曜
教員採用試験対策セミナー（予定） 教員を目指す方へ､ 神戸市教員試験案内等 全学年 12 時 45 分～ 14 時 15 分 503
第３回 TOEIC 対策セミナー 就職に役立つリーディングワークショップ 全学年 14 時 45 分～ 16 時 45 分 505

5 月 15 日 木曜 第 2 回公務員採用試験個別相談会 予約制 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 406
5 月 21 日 水曜 第１回就職基本ガイダンス＆適職診断テスト 就活スタート編､ 今年度の就職環境等、適職診断テスト 3 年生 12 時 30 分～ 15 時 30 分 505
5 月 27 日 火曜 第 3 回公務員採用試験個別相談会 予約制 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 406

5 月 28 日 水曜
インターンシップセミナー 就業体験とは、 受入先一覧表配布予定 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
第１回マスコミ対策セミナー（全体編） 放送､ 広告､ 新聞､ 出版業界を考えている方へ 全学年 14 時 30 分～ 16 時 00 分 502

6 月 11 日 水曜
適職診断結果＆自己分析セミナー 適職診断テスト各自の結果と自己分析について 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
第２回マスコミ対策セミナー（放送・広告編） 放送 ･ 広告編 全学年 14 時 30 分～ 16 時 00 分 502

6 月 16 日 月曜 第 4 回公務員採用試験個別相談会 予約制 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 406

6 月 18 日 水曜
第２回就職基本ガイダンス 業界､ 業種のつながり､ やりたい仕事を考えよう 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
第３回マスコミ対策セミナー（新聞・出版編） 新聞 ･ 出版編 全学年 14 時 30 分～ 16 時 00 分 502

6 月 25 日 水曜 筆記試験対策セミナー 最新の筆記試験は、 SPI 他の試験とは 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
5 月～ 7 月 水曜 学内企業説明会（予定） 夏季説明会 4 年生 12 時 30 分～ 17 時 00 分 学舎４階
7 月 2 日 水曜 エアラインセミナー（予定） 航空業界最新情報と採用試験対策 全学年 14 時 30 分～ 16 時 30 分 502
7 月 16 日 水曜 第３回就職基本ガイダンス 自己分析､ 何のための自己 PR? 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505

※注意　上記予定は変更することがあります。また追加イベント開催の可能性もありますので掲示等に注意しましょう。
　詳細は、直前に掲示するポスター、GAIDAI PASS で確認してください。

2014年度 前期キャリア支援関連行事一覧 ＜前期＞ 今後新たに追加される行事については、掲示もしくはGAIDAI PASSでご連絡します。



毎年、現役外交官を講師に開催している外交講座。2013 年度は、10 月 30
日に外務省アジア大洋州局北東アジア課日韓交流室長の森本康敬氏による講
座を開催しました。

本学国際関係学科村上信一郎教授の司会のもと「韓国とのより良き外交関係
を目指して」というタイトルで、現在政治的に難しい状況にある日韓両国間の
関係について、歴史的な側面も交えた詳しい説明がありました。外交官ならで
はの体験を織り交ぜながらの解説はわかりやすく、講演後も学生からの質問が
続き、充実した講座になりました。

今年度も引き続き外交講座の開催を予定しています。

１月 15 日、本学卒業生であり、ジャパンタイムズ編集委員兼報道部次長、総理
官邸担当記者の吉田玲滋氏による講演会を開催しました。新聞・ニュースの実際の
作られ方や、日本語文化圏と英語文化圏のライティングと思考の違いについての解
説がありました。学部生 16 名が参加しました。

１月 27 日、東京外国
語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所 特別
研究員の海老原志穂氏、
東京大学学術研究員の
大川謙作氏による講演
会を開催しました。チベットの現代文学についての解
説と現代の作家や作品の紹介がありました。学部生・
院生・一般の方等、29 名が参加しました。

２月５日、チベット映
画 ｢静かなるマニ石｣ の
上映会を開催しました。
東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所
准教授の星泉氏の解説の
後、チベット人から見た現代チベットの様子が描かれ
た映画を鑑賞しました。学部生・院生・一般の方等、
55 名が参加しました。

1 月 21 日、学園都市駅前の「ユニバードーム」にて、2020 年の東京
オリンピック開催にちなみ、「6 年後の未来」に思いをはせるキャンドル
イベントを開催しました。

このイベントは、教員養成課程科目「教職実践演習」の履修学生を中心
とする実行委員会が企画したもので、一人ひとりが自分の将来の夢に思い
をはせ、希望ある社会を願うことを目的としたものです。当日、ガラス瓶
で形づくられたキャンドルの灯りがともされると、地元の子どもたちが自
分の夢を書いた五輪が浮かび上がりました。また、本学室内楽団による演
奏も行われ、幻想的な空間をつくりだしました。

兵庫県内の高等学校生、高等専門学校生による英語ディベートコンテス
トが、本学の大ホールで 2 月 9 日に開催され、第 7 回目となる本大会に
は 20 校が参加しました。主催は、兵庫県高等学校教育研究会英語部会と
兵庫県高校生英語ディベートコンテスト委員会で、兵庫県教育委員会、神
戸市教育委員会とともに本学も後援しました。“All elementary schools 
in Japan should abolish foreign language activities. （日本の全ての小
学校は外国語活動を廃止すべきだ）”というテーマのもと、熱戦が繰り広げられました。決勝は、兵庫県立芦
屋国際中等教育学校と神戸市立葺合高等学校とで争われ、昨年に引き続き葺合高等学校が優勝しました。

2013年度外交講座を開催

吉田玲滋氏講演会  ―講演「東京発の英文ニュースはいかに作られるか：首相官邸の現場から」―

講演会「チベット現代文学を読む」 チベット映画上映会「静かなるマニ石」

「キャンドルイベント・光と音の祭典～6年後の夢を描いて～」

第７回兵庫県高校生英語ディベートコンテストの開催



＜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卒業者）※４年生を対象にしています。

＜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た団体又は個人）

　3 月 25 日に、2013 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楠ヶ丘会（同窓会）、伸興会主催
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。

　2 月 3 日に、2013 年度 TOEIC 成績優秀者表彰式を開催しました。
　この制度は TOEIC900 点以上のスコアを取得した学生に対し、表彰を行う
ものです。2011 年度に創設され、今回の表彰式が 3 回目となります。今回
900 点以上の成績を取得した学生は 54 名でした（うち 990 点満点 1 名）。表
彰式には 33 名が出席し、船山学長、新野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
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2013年度学生顕彰受賞者

2013年度卒業式・卒業記念パーティー

2013年度TOEIC成績優秀者表彰式

英米学科

小椋　真央 牧野　芽生
岩田奈都子 仲野　陽香

ロシア学科

植田　真綾 茨木　佑子

中国学科

永橋　朋枝 伊藤　由実

イスパニア学科

姜　　先喜 岩﨑　麗美

【個人の部】

田中　結衣 第 12 回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選大会　1 等賞
第 8 回中国語スピーチコンテスト　大学生を含む一般の部　最優秀賞

福田　　悠 第 7 回学生通訳コンテスト　第 3 位

山口　隼人 第 22 回関西ロシア語コンクール　中級部門　第 1 位

八木　暢昭 第 12 回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選大会　3 等賞

中條　雄貴 第 27 回全日本学生中国語弁論大会　京都外国語大学総長賞

野中　　秋 第 27 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 第 31 回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会スピーチコンテスト部門の大学生部門　優勝
第 31 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 1 位、外務大臣賞、中国日本友好協会賞
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国際関係学科

木下　佳耶 西村　京子
松本ひかり

第 2 部英米学科

大河　泠子 磯　　幸都
遠藤　大樹
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新入生のみなさん、入学おめでとうございます！そして神戸市外国語大学へようこそ！新しい環境で、これまでと生

活スタイルも大きく変化し、新入生にとって何かと忙しい日が続くと思います。今回の広報サポーター企画では、キャ

ンパスライフを快適に、そして充実したものになるよう外大についてご紹介します。大学生活を満喫しよう！

編集後記

ご入学おめでとうございます！外大は、視野を広げたり、夢を見つけたりする

のに最適の場所です。クラブやサークル等の団体に入るもよし、旅行や留学、

インターンをするもよし。貴重な学生時代を、十二分に満喫して、良い思い出

を作ってください。

（広報サポーター一同）

～語劇祭実行委員会からのお知らせ～

GAIDAI NEWS44号（2013年度2・3月）掲載の第64回語劇祭受賞結果を訂正い

たします。

（誤）　　　　　　　　　　　　　　 （正）

音響賞　イスパニア語劇団　　　 音響賞　中国語劇団

照明賞　中国語劇団　　　　　　 照明賞　イスパニア語劇団

神戸外大には、さまざまな施設・設備があります。知っているととても便利！在学生でも意外に知らない人も

多いかも!?しっかり活用して、快適な神外大ライフを！建物の場所は１ページのマップでチェックしよう。

大学の施設・設備を活用すべし！

外大の１年を知るべし !!

その他
★学生コンピュータ室を活用しよう
図書館や学生会館のパソコンが全部使用中で困った…。そんな
時は共同研究棟２階の学生コンピュータ室へ。意外にパソコン
があいている穴場スポットです。学生支援班にもプリンターが
設置されています。
★学生相談室・保健室を活用しよう
本部棟１階に保健室と学生相談室があります。新生活が始まり、
忙しい中で困ったことや悩みごとがあれば学生相談室へ。面談
時間などの詳細は大学ホームページにてチェック。けがや体調
不良の場合は保健室へ。無理は禁物です。
★GAIDAI NEWS で情報をGET 
学生向け広報誌 GAIDAI NEWS には、大学からのお知らせや、
留学体験談など役立つコンテンツがたくさん。ホームページな
どと合わせてチェックしよう。

学術情報センター（図書館）
★約 42万冊の蔵書量
そのうちの約半分が外国語で書かれた本です！専攻語学以外の
外国語教材もあります。他にも外国語雑誌、新聞、電子ジャー
ナルやオンラインデータベースの利用環境が整っています。他
の図書館から本を取り寄せることもできます。
★DVDなどの視聴覚資料がそろっている
洋画・邦画・海外ドラマのDVDがそろっています。また、英・米・露・
中の衛星放送も見ることができます。DVDの持ち込みも可能です。
★グループ学習ができる
ラーニング・コモンズ（図書館ロビー）では、グループでのディ
スカッションやプレゼンテーション、パソコンを使った学習など
ができます。静かな環境でしっかり勉強したい場合は、自習ス
ペースへ。
詳しくは学術情報センター カウンターにて確認してね！

国際交流センター
★留学の情報が手に入る
これまでに留学に行った先輩が後輩のために残してくれた情報が
ファイルにまとめられています。他にも留学に役立つ情報がたく
さん！留学を考えている新入生の方は足を運んでみてください！
★GAIDAI Chat で語学力を磨く
国際交流センター事務室向かいの C3space にて開催されていま
す。神戸市のALT の方や留学生と話してみませんか？
★TOEFL や IELTS の受験対策もばっちり
英語圏の国への留学に必須である TOEFL、IELTS の受験対策
講座や学内での団体受験、受験料補助などの制度があります。
詳しくは、ホームページなどでチェック！

学生会館（食堂）
★学生会館では、いろいろなものを借りることができる
ノートパソコン／スポーツ用品（バレーボール・グローブ・バ
ドミントンラケットなど）／施設（和室・会議室・音楽鑑賞室）
／傘など
★アルバイトの情報が得られる
学生会館事務室横の掲示板にて、神外大生を対象としたアルバ
イトの情報を得ることができます。家庭教師や飲食店など、さ
まざま！アルバイトを探している人は、まず掲示板をチェック
してみよう。
★忘れ物を保管しておいてくれる
学生会館内での忘れ物を保管しておいてくれます。
詳しくは学館事務室で確認してね！

先輩教え
て！

外大LIFE 充実の

January February MarchApril May June July August September October November December
入学式
前期授業開始
履修科目登録
新歓  春の外大祭

健康診断 交流戦 体育会球技大会
前期試験

夏季休業
サマースクール
オープンキャンパス

夏季休業
後期授業開始

市民講座 外大祭 語劇祭
冬季休業

授業開始
後期試験

春季休業 卒業式

学園都市近隣の大学と
スポーツで交流します。
詳しくは体育会へ！

ALTの先生方と一緒に、神戸市
内の中学生と英語を使って交流
したり、外国の文化を紹介する
イベントです。

高校生などの来場者に外大
の魅力を発信！学生・教職員
一体となって運営します。

外大生は無料で
受講できます。

まずは、外大の１年を紹介！大学では、前期・後期の２学期制です。年中行事表や講義日程表は在学生・教職員専

用ポータルサイト「GAIDAI PASS」で確認することができます。テストなどの日程などもそこでチェックしよう！

クラブやサークルなどに参加すべ
し！

勉強だけでなく、クラブ活動など、課外活動にも挑戦してみませんか？神戸外大で活動しているクラブ・サー

クルなどの団体を簡単に紹介します。

他の学科の学生や先輩と仲良くなるチャンス！気になる団体があれば、まずは新歓へ！先輩に話を聞いてみよう！

活動日時や、活動内容など、GAIDAI NEWS臨時号・クラブ紹介号も合わせてチェックしよう！

卒業生からのメッセージ

「過去に戻って１年生の頃の自分に何か言うとしたら、どんなことを言いますか？」

与えられた課題には、たと
え自分のやりたくないもの
であっても甘んじて取り組
む姿勢を持つべきであると
伝えたいです。

君の直感は間違っていなかっ
たぞ！外大は最高の環境だ！
思う存分たくさんの人と関
わって、自分の世界を広げる
がよい！ただ、勉学に励むこ
とを忘れてはならぬ！

（英米学科）

そのままやりたいことして、
自分の信じる道を進めー！
もっと勉強しろーー！（笑）
サークル、課外活動何かし
ろーー！

サークルに入るか、創設す
るなどして他学年の人と交
流する機会を増やすように！

ご先祖様と家族に
感謝しなさい。

何も不安がることはない！
学生のうちにしかできないことはた
くさんあるから、お金がない、時間
がないと言い訳せずにやりたいと
思ったことは全部やってみるべき。

（中国学科）

（第２部英米学
科）（イスパニア学

科）

（国際関係学科
）

（ロシア学科）

　新歓の情報は、教室の後ろの黒板や、
学生会館入り口付近の掲示板やビラで
手に入れよう！
　クラブやサークルなどの活動内容に
ついてはもちろん、授業や大学生活につ
いての役立つ話も聞けるかも！？
　入りたいクラブ・サークルがないとい
う人は自分で創設するのもあり！
　また、４月 19 日には学園祭実行委員
会が新入生歓迎イベントを開催するの
で足を運びましょう！各クラブのステー
ジ発表や、模擬店に注目です。

体を動かすのが好きな人は体育会系のクラ
ブやサークルへ！

音楽が好きな人や室内での活動が好きな人
はぜひ文化系のクラブ・サークルへ！

各専攻語で約２時間の劇を上映します。大
道具や衣装も全て劇団員で準備します。

温かいハートと元気で、地域にハッピー届
けましょ♪いろいろなボランティア紹介し
ています。

秋に開催される学園祭「外大祭」を運営し
ています。通称「祭」！イベントが好きな
人祭へ！

体育会系クラブ
・サークル 文化系クラブ・

サークル
語劇団・語劇祭

実行委員会

ボランティアコ
ーナー

学園祭実行委員
会

極意
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伝えたいです。

君の直感は間違っていなかっ
たぞ！外大は最高の環境だ！
思う存分たくさんの人と関
わって、自分の世界を広げる
がよい！ただ、勉学に励むこ
とを忘れてはならぬ！

（英米学科）

そのままやりたいことして、
自分の信じる道を進めー！
もっと勉強しろーー！（笑）
サークル、課外活動何かし
ろーー！

サークルに入るか、創設す
るなどして他学年の人と交
流する機会を増やすように！

ご先祖様と家族に
感謝しなさい。

何も不安がることはない！
学生のうちにしかできないことはた
くさんあるから、お金がない、時間
がないと言い訳せずにやりたいと
思ったことは全部やってみるべき。

（中国学科）

（第２部英米学
科）（イスパニア学

科）

（国際関係学科
）

（ロシア学科）

　新歓の情報は、教室の後ろの黒板や、
学生会館入り口付近の掲示板やビラで
手に入れよう！
　クラブやサークルなどの活動内容に
ついてはもちろん、授業や大学生活につ
いての役立つ話も聞けるかも！？
　入りたいクラブ・サークルがないとい
う人は自分で創設するのもあり！
　また、４月 19 日には学園祭実行委員
会が新入生歓迎イベントを開催するの
で足を運びましょう！各クラブのステー
ジ発表や、模擬店に注目です。

体を動かすのが好きな人は体育会系のクラ
ブやサークルへ！

音楽が好きな人や室内での活動が好きな人
はぜひ文化系のクラブ・サークルへ！

各専攻語で約２時間の劇を上映します。大
道具や衣装も全て劇団員で準備します。

温かいハートと元気で、地域にハッピー届
けましょ♪いろいろなボランティア紹介し
ています。

秋に開催される学園祭「外大祭」を運営し
ています。通称「祭」！イベントが好きな
人祭へ！

体育会系クラブ
・サークル 文化系クラブ・

サークル
語劇団・語劇祭

実行委員会

ボランティアコ
ーナー

学園祭実行委員
会

極意



2014 年度前期授業料払込書を 4 月中旬に送付しましたので、払込期限（4
月 30 日（水曜））に遅れないように銀行又は郵便局の窓口で納付してください。

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ています。

2014 年度の Web 履修登録（前期・後期・通年・集中講義）は 4 月 4 日（金曜）10 時～ 6 日（日曜）23 時 59 分です。
新入生の履修登録及び、在学生の Web 履修登録訂正期間は 4 月 9 日（水曜）10 時～ 15 日（火曜）23 時 59 分です。※履
修登録は、学内・学外の 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
認してから登録してください（時間割は新入生についてはオリエンテーションで、在校生は希望者のみ教務入試広報班窓口で
配布します）。

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（水曜）頃より順次掲示板にてお知らせします。2014 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までの期限が短いため、注意して見ておいてください。

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 8 日（火曜）　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 26 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、期限内に入力を行ってください。
　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」を受け取り記入し、「進学届入力下書き用紙」および「住民票のコピー」とともに４月 18 日（金曜）

までに、学生支援班へ提出。
　3. 上記を提出後、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進学届を入力。

※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。
※特別な理由のない限り、第１回目の入力期間に入力してください。

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 25 日（金曜）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。
1．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
2．貸与終了後も留年・休学等で本学に在学している学生

本学には、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。）

注意点
① 住所変更、払込書送付先変更等がある場合は、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、至

急申し出てください。
② 前期分と後期分の一括納付を希望する学生は、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持参してください。
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ご相談ください。
※「国の教育ローン」（日本政策金融金庫）や提携教育ローン「学生サポートプラン」（オリコ）等の制度もあります。
　【問合先】　経営企画グループ　財務班　TEL.794-8123

授業料前期分の納入について

履修登録について

各種奨学金　新規募集

日本学生支援機構奨学金

学生相談室・各種相談窓口

納付期限 郵送時期（払込書）
前期分 ４月30日（水曜） 4月中旬頃
後期分 10月31日（金曜） 10月中旬頃

インターネット入力期間 初回振込予定日

4月9日（水曜）～ 24日（木曜） 5月16日（金曜）

4月25日（金曜）～ 5月26日（月曜） 6月11日（水曜）



新入生の皆様ご入学おめでとうございます。
学園祭実行委員会『祭』です。
大学でサークル、クラブに入りたい！けどどんな団体があってどんなことをしてるんだろう？

そんな新入生のための企画「春の新歓イベント　This is 外大 !! ～楽しんでってくだ祭
サ イ

～」が開
催されます！サークル、クラブのステージイベントや模擬店、展示コーナーなどを設置すること
を予定しています。いろんな団体の活動を見ることができますから、ぜひ来てくださいね！

日時…4 月 19 日（土曜）　10 時～ 17 時 30 分　
場所…神戸市外国語大学学内
お待ちしてます！！

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、許可車両のみ利用可能です（未許可の車両は利用できません）。なお、バイク・原動機付自転
車については届出制になっています。（昨年度に届出た方も再度提出してください。）

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。
車両（車）乗り入れ許可届出期間 4 月 9 日（水曜）～ 18 日（金曜）
バイク通学届出期間 4 月 9 日（水曜）～ 25 日（金曜）
学生支援・教育グループ 学生支援班　794-8131

★第 24 回ヤンマー学生懸賞論文・作文
　1 月 31 日メルパルク東京において、「第 24 回ヤンマー
学生懸賞」の表彰式が行われ、論文部門で、
国際関係学科 1 年の谷幸穂さんが優秀賞を受賞しました。

学校保健安全法に基づき定期健康診断を下記のとおり実施します。当日受診できない学生については、5 月 13 日（火曜）
～ 5 月 16 日（金曜）の期間に、兵庫県予防医学協会検診センターでの受診を可能とします（無料）。ただし、事前に学生支
援班で個人受診票を受け取り、電話予約を行ってください。

なおいずれの日程にも受診出来なかった学生は、病院等で個人負担により健診を受け、その診断書を学生支援班へ提出して
ください。仕事先などで健康診断を受ける場合は、その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、就職活動等に必要な健康診断証明書が発行出来ません。

近年、大学生の飲酒による死亡事故が多く発生しています。クラブ・サークルやクラス会等で、アルコールが出される機会
もあるかと思いますが、飲酒に当たっては、法令を遵守し、未成年者の飲酒や他学生に飲酒を強要するようなことがないよう
にしてください。また、イッキ飲み等の危険な飲酒は急性アルコール中毒を引き起こし、最悪の場合死亡に至るケースもあり
ます。十分に注意してください。

車両通学の自粛について

課外活動報告

春の新歓イベントThis is 外大!! ～楽しんでってくだ祭～

健康診断

未成年者の飲酒厳禁及び急性アルコール中毒等に注意

実 施 日 時 ①： ５月 10 日（土曜）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 ②： ５月 17 日（土曜）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及び大学院生・研究生・科目等履修生
実 施 場 所： 学舎１階・２階
検 査 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（新入生及び実習等で必要な学生のみ）
学 外 実 施 施 設： 兵庫県予防医学協会健診センター　〒 657-0846　神戸市灘区岩屋北町 1 丁目 8-1

※５月 13 日（火曜）～５月 16 日（金曜）のみ
※事前に学生支援班で個人受診票を受け取り、電話予約のこと。

★男子フィールドホッケー部が三部優勝
　本学男子フィールドホッケー部が、関西学生秋季ホッ
ケーリーグの男子三部において、優勝しました。

サイ



＜行事予定＞＜ 2014 年度　チューター＞
日　時 行　事

4月7日（月曜） 入学式・オリエンテーション

4月8日（火曜） オリエンテーション

4月9日（水曜）

授業開始

学生アドバイザー相談会（２部生）

給付奨学金等募集要項配布開始

4月9日（水曜）～25日(金曜） バイク（自動２輪・原付）通学届出期間
4月19日（土曜） 新歓イベント
4月30日（水曜） 前期授業料納入期限
5月10日（土曜） 健康診断（英米・ロシア・イスパニア）
5月15日（木曜）～6月16日（月曜）成績通算申込
5月17日（土曜） 健康診断（中国・国際関係・第２部英米）
5月22日（木曜）～6月23日（月曜）前期卒業希望者受付
6月4日(水曜） 学内 TOEIC　IP テスト（第 1 回）
6月下旬～7月上旬 授業評価アンケート
7月9日(水曜） 学内TOEIC　IPテスト（第2回）

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、
　経営企画グループ広報班まで
　e-mail：announce@office.kobe-cufs.ac.jp

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/

外国語
学部 学科クラス

担　当　教　員
備　考

１年生 ２年生

学　部

英米学科 A 組 Campana Farrah

2 年生担当教員は、
原則として 2013
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 竹谷 中嶋
英米学科 C 組 野村（和） エグリントン
英米学科 D 組 石椛 山之内
ロシア学科 北見 岡本（崇）
中国学科 A 組 秦 下地
中国学科 B 組 紺野 任
イスパニア学科 野村（竜） Romero
国際関係学科 A 組 千葉 玉井
国際関係学科 B 組 大石 鎰谷

２　部
英米学科 A 組 吉川 三野宮
英米学科 B 組 山本 芝
英米学科 C 組 Atmore 那須

2014年度教員新体制

＜新任教員＞

＜昇任＞ ＜退職＞

（2014 年 4 月 1 日付）

（2014 年 4 月 1 日付） （2014 年 3 月 31 日付）

英米学科 Matthew Theado  准教授

My field of expertise is American Studies. I also teach English composition and oral 
communication. My wife and I just moved to Kobe from North Carolina in the United 
States. I am eager to get to know the students here and to share my passion for 
learning language and literature. 

法経商コース 藤井　隆雄  准教授

私はマクロ経済学 ( 特に財政の諸問題 ) の実証分析を行っています。実証分析を行うには統計学・
計量経済学の知識が必要となりますが、これらの知識の重要性は一般社会においても年々高まっ
てきています。講義では統計学の楽しさを伝えられるよう努力します。

総合文化コース 福江　翼  准教授

自然科学、とくに宇宙で起きている自然現象を中心に学問に励んできました。
自然現象の仕組みはとても奥が深く興味はつきません。そのおもしろさや意義をどのように伝え
ていくかにも興味を持っています。共に学問を深めていきたく、よろしくお願い致します。

国際関係学科 前村　奈央佳  講師

専門は異文化間接触の心理学で、文化的背景の異なる個人、あるいは集団が接触した時に生じる
感情や態度を研究しています。自分自身も、異なる国、言語や音楽に興味があります。特にクラシッ
ク音楽が大好きで、時間があるときは室内楽の舞台に出ています。授業内外で、みなさんとお話
できるのを楽しみにしています。

教授昇任 北見　　諭 （ロシア学科）
教授昇任 中田　友子 （国際関係学科）
教授昇任 中沢　葉子 （総合文化コース）
教授昇任 竹越　　孝 （中国学科）

井上　幸和 教授 （ロシア学科）
大西　英文 教授 （総合文化コース）
村上信一郎 教授 （国際関係学科）
三島　篤志 准教授（英米学科）


