
　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。
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。
2014年４月オープンのラーニ
ングコモンズもあります。

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
われることもあります。
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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本学初のラテンアメリカ提携校が登場です！
　2015 年 3 月、メキシコ国立自治大学と交流協定を締結しました。
　当大学は、メキシコ合衆国の首都メキシコシティの南部に位置する
1551 年創設の総合大学で、ラテンアメリカ最大規模のキャンパスを
持ち、学生数は 33 万人を超えます。2007 年、世界遺産に登録され
ており、過去に 3 名のノーベル賞受賞者や政治家・科学者を数多く輩
出している教育研究水準の高い大学です。
　当協定により、2016 年度から本学学生の長期派遣留学が可能とな
ります（半年または１年間）。派遣学生は、外国人教育センターのス
ペイン語・メキシコ文化プログラムで勉強します（費用は自己負担）。

　今年で 5 回目となったオーストリア（ウィーン）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 14 日～ 3 月 15 日の 4 週間のプログラムに 19 名が参加しました。留学時の様子を学生グループリーダーを務め
た第 2 部英米学科 2 年生女子学生に報告してもらいます！

2014年度アメリカ・インスティテュート（オーストリア・ウィーン）留学体験談

外国人教育センター入り口 学長塔

学校は、この世界的に有名な
オペラ座のすぐそばにあります。

学校は、ウィーンの
街中にありながら、
とても落ち着いた雰
囲気で勉強に集中で
きます。

教室からはオペラ座が見えます。

ウィーンの街並み一番高い南塔は 137 ｍあります。

オーストリア・ウィーンは音楽の都とよばれ、ウィーン・フィル
ハーモニーオーケストラやウィーン少年合唱団などが有名です。

ウィーンには博物館や美術館がたくさんあり、ほとんどの所で
学割があり、無料で見学できるところもあります。

左からモーツァルト、ベートーベンの墓です。

有名な音楽家もウィーンで
音楽活動をしていました。

楽友協会でコンサート鑑賞もしました！

ウィーンのシンボル・シュテファン大聖堂。
学校から歩いて 10 分です！

ドイツ語圏で英語を学ぶこのプログラムは、
新たに異なる文化を知るきっかけとなり、本
当に良い経験となりました！

ウィーンの伝統
料理

シュニッツェル

オーストリア発祥のケーキ・ザッハートルテ



時には心が折れそうになることもあるかと思いますが、諦めずに
続ければ、必ずここだ！という会社に出会えるはずです。就活はさ
まざまな企業に触れる良い機会です。楽しんで頑張ってください。

★後輩へのエール

8:00 出勤

近くの借り上げマンションに住んでおり、徒歩通勤をしています。

9:00 始業・メールチェック・書類整理

1日の大まかな予定を立ててから業務に取り掛かります。
10:00 納期管理

納期管理は大切な業務の一つ。納期に間に合うよう、生産管理に依
頼したり顧客と調整をします。
11:00 見積り作成

商社経由で見積り依頼が送られてきます。収益を確認し、上司と相
談しながら慎重に見積り回答します。
12:00 昼食

13:00 商社との打ち合わせ

この日は商社が来社し、担当地域の見通しについて打ち合わせを行
いました。

17:30 終業

終業時刻は17時30分で、オフィスは定時を過ぎるとガランとします。
仕事後、会社の人と飲みに行くこともあります。

14:30 情報整理、レポート作成

15:30 会議資料作成

資料作成業務も多いです。

商社との打ち合わせで得た情報を忘れないうちに記録に残し、上司
にも報告します。

★現在の業務 
　入社後１カ月間の研修を受けた後、東京の営業部に配属され
ました。現在は輸出担当として中東・インド地域を担当してい
ます。顧客とのやり取りは商社を通じて行いますが、文章で英
語に触れる機会は多いです。また、データを取りまとめて資料
を作成することも営業の仕事の一つです。

★社会人になって感じたこと
　時間管理の大切さです。業務時間は限られているので、優先
順位をつけて効率よく業務を進めていく必要があります。また
依頼されたことに対してレスポンスを早くすることも信頼関
係を築くためには重要です。

★大学生活を振り返って
　語学、アルバイト、部活動といった学生時代にできることは
いろいろやりました。大学の友人とは今も連絡を取っており、
お互いに励まし合いながら頑張っています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　梅田のカフェで面接に備えて準備していた時に一般の方か
ら声をかけられ、しばらく談笑したことがあります。見知らぬ
人からも励ましの言葉をもらい、めげずに頑張ろうと思いま
した。

同期と談笑しながら昼食。ここで力を抜いて午後に備えます。

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
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山陽特殊製鋼株式会社
（ロシア学科　2012 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！

山陽特殊製鋼は鉄スクラップを電気炉で溶解し、鋼を製
造する特殊鋼メーカーです。
ベアリングなどに使用される軸受鋼に強みがあり、日本
国内シェアNo.1 です。
また、小説「華麗なる一族」に登場する鉄鋼メーカーの
モデルになった歴史ある会社でもあります。
近年は海外展開にも力を入れており、中国や東南アジア
などにも拠点があります。

特品営業部ステンレス鋼管グループ

月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間 教室

4 月 22 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

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

4 月 23 日 木曜 防衛省情報本部業務説明会 語学を活かせるお仕事　
防衛省の中央情報機関である情報本部とは 全学年 13 時 00 分～ 14 時 30 分 403

4 月 24 日 金曜 第 1 回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けています） 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 学舎

5 月 13 日 水曜 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

5 月 14 日 木曜 第 2 回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けています） 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 学舎

5 月 20 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～ 16 時 00 分 505

5 月 26 日 火曜 第 3 回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けています） 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 学舎

5 月 27 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 ① 12 時 45 分～ 14 時 15 分

② 14 時 30 分～ 16 時 00 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

6 月 3 日 水曜 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 12 時 45 分～ 14 時 15 分 208

6 月 10 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 15 日 月曜 第 4 回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けています） 全学年 12 時 30 分～ 16 時 30 分 学舎

6 月 17 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 24 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 全学年 ① 12 時 45 分～ 14 時 15 分 
② 14 時 30 分～ 16 時 00 分 505

7 月 15 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もあります。また追加セミナーも予想されますので掲示に注意しましょう。
　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。

2015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。



1 月 7 日から 22 日まで、「大震災の経験に学ぶ」を実施しました。
ボランティアコーナーの学生を中心に、地震体験車「ゆれるん」の体験、
非常食の紹介・試食、防災クイズ等を行ったほか、震災当時の写真や震
災を経験した教職員らの体験談が展示された。

本学学生からは、「私の家は直接被害に遭いませんでしたが、母親か
ら神戸は壊滅的な被害にあったと聞きました。20 年経つのは早いです
が、このことを風化させないようにしたいです。」「自然災害への日ごろ
の備えをしておく大切さを伝える参考になる企画でした。」との感想が
寄せられた。（アンケートより）

1 月 13 日、在関西外国公館関係者、外国人コミュニティ代表者、貿易・外資系企業関
係者、教育関係者など幅広い分野の方々が出席する神戸市主催の「新春国際親善パー
ティー」が開催され、本学学生 9 名が通訳ボランティアとして参加しました。

参加した学生からは、「普段お目にかかれない方々にお会いすることができ、また、社
交の場での振舞い方も学べて大変貴重な体験となりました。」「どこまでお役に立てたかと
いうと本当に微々たるものですが、国際関係構築に貢献できるということに達成感を得ら
れました。」と感想が寄せられました。

2 月 11 日、神戸市主催「2014
大学生が創る KOBE の未来に向
けた政策コンテスト」の最終公
開プレゼンテーションが神戸デ
ザインクリエイティブセンター
で開催されました。本学ボラン
ティアコーナー学生スタッフ有
志が、「異世代 & 異文化交流で
デザインする『地縁家族』」というテーマで、「審査員特別賞」を
受賞しました。日頃のボランティア参加から見えた地域の問題を
解決するために何ができるのか、調査・分析を重ね、地に足の着
いた政策を提案できた経験は、出場学生にとって大きな自信にな
りました。

2 月 11 日、西区民センターな
でしこホールで平成 26 年度西区
善行青少年表彰式が行われ、本学
公認団体である、「日本語学習を
助ける会」が団体の部で西区善行
青少年として表彰されました。

阪神・淡路大震災20年事業「大震災の経験に学ぶ」

「日本語学習を助ける会」の活動が、
「西区善行青少年表彰」を受賞

本学学生が神戸市政策コンテストで
「審査員特別賞」を受賞

「神戸新春国際親善パーティー」に学生通訳として参加

「日本語学習を助ける会」
中国帰国者を主として、留学生そのほか日本語の習得に困っ

ている人を対象に、UNITY で週 3 回、日本語学習の支援する
活動を行っています。

「震災の記憶」
中国学科　　太田　斎教授

震災時、私は夙川駅近くの借家に住んでいた。直後はどこに
も行けず、仕方なく、本棚から本が飛び出て、本の海と化した
書斎を片付けて、その本を開いて調べものをしたりしていたが、
友人が震災をものともせず学問に打ち込んでいると、中国の研
究者に告げたものだから、太田は学問一筋の人間だと、何人か
の中国の友人から感心された。誇張しすぎである。
暫くして輸送機関が部分的に運航を始めたので、夙川から阪
急－ JR －バス－ JR －市営地下鉄と細切れに乗り継ぎ、本来 1
時間のところ、3時間かかって学校に辿り着いた。着いて見ると、
学校は大丈夫だったが、研究室も本の海と化していた。何とか
中に入ることはできたが、整理をどうしたものかと、途方に暮
れていると、学生が整理の手伝いにきてくれた。持つべきもの
は（良い）学生である。
我が事ばかりを顧みるべきではないが、校舎も大きな被害無
く、学生に一人も死者がでなかったのは不幸中の幸いだったと
しみじみ思う。

「避難所と国際支援の最前線で」
事務局　国際交流センター主幹　　岩佐　直紀

震災の時、私はまだ市役所に入って 2年目のごく若い職員で、
市長室国際課という職場で、姉妹都市交流などの仕事をしてい
ました。震災直後は自宅近くの長田区の避難所にまず行きまし
たが、そこは市内でも一番被害が大きかった地域で、すでに避
難者があふれており、夜通し届けられる救援物資でもまだまだ
足りず、1つのおにぎり、1個のリンゴを数人で分けてもらうよ
うな状態でした。停電、断水の中で水洗トイレも汚物であふれ、
また毛布にくるまれたご遺体を運ぶこともしていました。
しばらくして国際課の仕事に戻りましたが、そこではスイス
の救助犬、アメリカの医療チームなど世界中からの救援を受け
る仕事で、各国のあふれるご厚意に感謝しつつも、現場ニーズ
とのギャップの中で苦労が絶えませんでした。
災害時にはこうした国際支援の輪も広がります。外大生の皆
さんのご活躍を期待します。

「日本語学習を助ける会」のメンバーと
活動を共催する地域ボランティアの方々

久元神戸市長と学生ボランティア

ボランティアコーナーの学生と指導教員のロー
リーゼネック西出　准教授（国際関係学科）

全国から送られてきた救援物資

閲覧室の車庫シャッター前に固定せずに
設置していた倒れた書架（手前）

教職員らの体験談（一部掲載）



＜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ったと認められた団体又は個人）

　3 月 25 日に、2014 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。

　2015 年 2 月 2 日（月曜）に、2014 年度 TOEIC 成績優秀者表彰式を開催
しました。
　この制度は 2011 年度に創設され、今回の表彰式が 4 回目となります。
　今回 900 点以上の成績を取得した学生は 57 名でした（うち 990 点満点 1
名）。表彰式には 37 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しました。
　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を受けることを期待しております。

2014年度学生顕彰受賞者

2014年度卒業式・卒業記念パーティー

2014年度TOEIC成績優秀者表彰式

英米学科

吉川　愛美 髙橋　佳奈子
森　　美野 前田　彩絵

ロシア学科

青山　忠申 松尾　紀子

中国学科

山口　早耶香 福島　梨乃

イスパニア学科

阿倉　由季 黒川　真衣

【個人の部】
田中　秀和 世界模擬国連ニューヨーク大会　Outstanding Position Paper Award 受賞

知野　雅敏 第 23 回関西ロシア語コンクール　上級部門　第二位

小間栄梨子 第 23 回関西ロシア語コンクール　上級部門　第一位

野秋　優子 第 23 回関西ロシア語コンクール　上級部門　第三位

伊野　暉斗 第 23 回関西ロシア語コンクール　中級部門　第三位

宮田　知佳 第 13 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　特等賞

春口　昌輝 第 13 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 二等賞
第 6 回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト　創作部門　最優秀賞

武井　宏光 第 13 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　二等賞

谷　　幸穂 世界模擬国連ニューヨーク大会　Outstanding Position Paper Award 受賞

上林　史弥 第 56 回神戸市民体育大会　弓道競技　男子大学の部　一位

西野　惇基 2014 関西学生ホッケー秋季リーグ男子　3 部最敢闘選手

松野　夏輝 2014 関西学生ホッケー秋季リーグ男子　3 部アシスト王

安田　大希 2014 関西学生ホッケー秋季リーグ男子　3 部得点王

吉田　圭汰 特別功労（犯罪事件解決協力活動）　銃刀法被疑者を現行犯逮捕

【団体の部】

ボランティアコーナースタッフ 第 34 回こうべユース賞　社会部門　
なかよしのお楽しみ会（障害のある子供達への遊び支援）

広報サポーター 広報誌作成やオープンキャンパス運営等のキャンパスライフ向上のための活動

国際関係学科

雁金　芽伊 乕田　俊司
木村　彩音

第 2 部英米学科

卜部　育代 栗田　里沙
豊福　茜



こんにちは。学部自
治会長の宇田紫香と

申します。新入生のみなさん、御入学おめでとう
ございます。きっと今、自信に満ち溢れ、新しい
生活への期待で胸がいっぱいのことだろうと思い
ます。大学生になると、今まで以上に自分の好き
なことが好きなだけできます。自分の理想を明確
に持ち、有意義な学生生活を送ってくださいね！

入学おめでとうござ
います。外大には色々

な部活やサークルがあります。入ろうかどうか迷っ
ている人は、必ず何かに入った方がいいと思います。
部活やサークルに入ると、縦の繋がりができて、勉
強や履修のことで悩んだときは頼れる先輩がいるこ
とで安心します。勉強はもちろん、何か熱中できる
ことを見つけて、楽しい大学生活を送ってください。

外大は小さい大学だ
けど、その分皆が仲

良しな素敵な大学です。部活やサークルに所属す
れば、より楽しい大学生活が送れること間違いな
しです！新歓に是非行ってみてください。ここだ！
と思うものにきっと出会えるはずです。

新入生の皆さん、ご
入学おめでとうござ

います！ついに外大生ライフが始まりましたね。
大学には様々な部活、サークルがあります。春に
は新入生歓迎会が頻繁に開かれ、友達や先輩と仲
良くなれたり、ご飯を食べられたりと一石ニ鳥。
この外大ニュースの他に、部活･サークル特集号も
発行されます。気になる所があれば、是非足を運
んでみてくださいね！大学の施設も、役立つもの
ばかり。積極的に利用しましょう！
広報サポーター一同、皆さんの学生生活がより充
実したものとなるよう願っています！

こんにちは、ご入学
おめでとうございま

す！大学生活は学生の数だけ可能性に満ち溢れて
います。勉学に打ち込むのもよし、はたまた課外
活動や恋愛にも…。ぜひ、あなたらしいキャンパ
スライフを開拓していってください。ちなみに、
色んなところの新歓に積極的に参加しましょう！ 
ご飯がタダで食べられるので（笑）

新入生の皆さん、こ
んにちは！

神戸外大へようこそ！皆さんにはこれから色々な
出会いや出来事がたくさん待っています！外大と
いう環境で臆することなく様々なことに挑戦して、
経験を積んで、充実した大学生活を送りましょう！

こんにちは。進入生
の皆さん、大学合格、

御入学、おめでとうございます。皆さんたくさん努力
されて、それが実ってのことだと思います。素晴らし
いと思います。その熱意をなるべく失くさず、そのま
ま夢の実現の為に頑張ってください。大学生活は取捨
選択だと思います。自分の最も大切とするものに熱意
を注いでください。良い大学生活になりますように。

外大生の憩い場、学生会館！
ここに来たら、だいたい友
だちに会えるのも外大のい
いところ！

フェアトレードなどの
キャンペーンにも注目！

・書籍や CD が５％OFF ！
・文房具は 20％OFF !!
・ライブやバスのチケットが買える！
・なんとソフトクリームも巻ける！
・証明写真が撮れる！
・コピー用紙、切手、はがきも買える！

・お知らせに便利な立て看板が借りられる！
・トランプ、ラケット、将棋など遊び道

具を借りられる！
・和室で使える IH ヒーター、鍋、たこ焼

き器が借りられる！
・パソコンを借りられる！
・音大並みの設備のそろった音楽鑑賞室や、

話し合いに最適な会議室が借りられる！

・ノートパソコンが借りられる！
・公共の図書館から取り寄せ可能！購入

希望も聞いてもらえる！
・古本のリユースフェアを開催している！
・大学院生のラーニングアドバイザーに

学習の相談ができる！
・海外 DVD を観ることができる！
・海外新聞、外国語の雑誌が読める！
・ラーニングコモンズで勉強 or リラック

スしたり電子黒板が使える！
・視聴覚ブースで DVD を見たり、衛星放

送が視聴できる！
・Facebook もやってるよ！いいね！

http://www.facebook.com/lib.kobe.cufs

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！
在学生でも意外と知らない人も多いかも！？ しっかり活用して、快適な
キャンパスライフを！
建物の場所は、１ページのマップでチェックしよう！

新入生のみなさん、神戸市外国語大学へようこそ！
今回はこの春から新しい生活をスタートさせたみなさんに広報サポーターからとっておきの外大情報をお届けします！外大のイ
ロハを知って、これから始まる最高のキャンパスライフのスタートダッシュを決めちゃいましょう！毎日を充実させたいそこの
アナタも、実はちょっぴり不安なそこのアナタも、Don't miss it!

施設紹介

神戸外大の１年を紹介！年間通じてさまざまな行事や催しがあります。参加
するだけでなく、運営に挑戦するのもあり！年間行事表や講義日程表、テス
トの日程は在学生・教職員用ポータルサイト「GAIDAI PASS」で確認しよう。

（「GAIDAI PASS」へは、大学ホームページからログイン！）

カレンダー

広報サポーター企画

外大LIFE

Hello!Hello!

01
生協

02
学生会館 図書館

03

キャンパスが小さい神戸外大ですが、自分次第で可能性はいくらで
もひろがっていきます。先輩からのメッセージを参考に、よいスター
トをきりましょう！

編集後記
今回の号では、実際に取材に行って記事を完成させました。図書館や学館、生協など、普段よ
く利用している施設ですが、私達も知らないことがたくさんあり、これからもっと活用してい
こうと思いました！

先輩からの
メッセージ

学部自治会　（英米学科3年）

文化総部　（英米学科2年）

学園祭実行委員会　（国際関係学科2年）

広報サポーター

こんにちは！体育会
会長の中山将志と申

します。新入生のみなさん御入学おめでとうござ
います ! この大学は本当にいろんな人がいて、みな
さんの世界観を広めるひとつの鍵になるでしょ
う！そのためにもいろんな部活や団体に顔を出し
て交友関係を広めることをオススメします！おそ
らくあちこちで僕を見ることになると思いますが
気軽に話しかけて下さいね！

体育会　（第2部英米学科4年）

語劇祭実行委員会　（中国学科2年）

第 2部自治会　（第2部英米学科4年）

第2部サークル連合　（第2部英米学科3年）

授業開始

夏イベント
（４年ぶりに祭主催の
夏イベント）

創立記念日
神戸研究学園都市大学交流戦

前期試験
体育会球技大会

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
特別選抜入試

語劇祭
体育会球技大会
冬季休業

授業開始
後期試験

春季休業
一般入試（前期）

一般入試（後期）
卒業式
大学院修了式
卒業記念パーティー

April

4
May

5
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6
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7
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8
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9
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November
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December
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January

1
February

2
March

3

体
育
会

　リ
ー
グ
戦

学園都市にある５大
学１高専１専門学校
の学生たちがスポー
ツを通じて他大学・
地域の方との交流を
深めます。

２日間にわたって開催さ
れる学園祭！ふだんは静
かなキャンパスもこの日
はとてもにぎやか！

各専攻語で上映され
る劇。劇団員として
参加するもよし、観
に行くもよし！

中学生に外国語や海
外の文化を紹介！

充実の極意
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学園都市にある５大
学１高専１専門学校
の学生たちがスポー
ツを通じて他大学・
地域の方との交流を
深めます。

２日間にわたって開催さ
れる学園祭！ふだんは静
かなキャンパスもこの日
はとてもにぎやか！

各専攻語で上映され
る劇。劇団員として
参加するもよし、観
に行くもよし！

中学生に外国語や海
外の文化を紹介！

充実の極意



2015 年度前期授業料納付書を 4 月中旬に送付しますので、期限（4 月 30 日（木
曜））に遅れないよう銀行又は郵便局の窓口で授業料を納付してください。新入
生については、入学式の当日、他の書類と一緒に納付書をお渡ししています。

2015 年度の履修登録期間（前期・後期・通年・集中講義）は 4 月 4 日（土）10 時～ 6 日（月）23 時 59 分です。新入生
の履修登録及び、在学生の履修登録訂正期間は 4 月 8 日（水）10 時～ 14 日（火）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、学生支援班窓口前のみ利用可能です。
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
で配布しています。）

各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月 8 日（水曜）頃より順次掲示板にてお知らせします。2015 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 7 日（火曜） 16 時 25 分～ 17 時 10 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 27 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 17 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 24 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
④ 4 月・5 月の奨学金の振込日について
　前年度から引き続き奨学金の受給をされる方の、4 月・5 月の振込日は下記のとおりです。
4 月 21 日（火曜）、5 月 15 日（金曜）

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、納付書送付先等に変更がある場合は、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、前期授業料納付書を必ず持参してください。
③期限までに授業料の納付ができないときは、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」（日本政策金融公庫）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.078-794-8123

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（納付書）
前期分 4月30日（木曜） 4月中旬頃
後期分 10月30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（木曜）～ 24日（金曜） 5月15日（金曜）

4月25日（土曜）～ 5月26日（火曜） 6月11日（木曜）



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、「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 1 日（水曜）～ 17 日（金曜）
・バイク通学届出期間 4 月 1 日（水曜）～ 24 日（金曜）
【問合先】学生支援・教育グループ 学生支援班　TEL.078-794-8131

★ 本学学生が世界模擬国連ニューヨーク大会で「Honorable 
Mention Delegation」を受賞

　2014 年 4 月 14 日～ 19 日アメリカ合衆国ニューヨーク
において、「世界模擬国連 - ニューヨーク大会 -」が開催され、
本 学 学 生 で 構 成 さ れ た エ ク ア ド ル 担 当 チ ー ム が、
Honorable Mention Delegation を受賞しました。

★ 「日本語学習を助ける会」の活動が、「西区善行青少年表彰」
を受賞

　本学の公認団体である、「日本語学習を助ける会」が、「西
区善行青少年」として、2 月 11 日に表彰されました。日本
語学習を助ける会は中国帰国者の 2 世 3 世や留学生の日本
語学習を支援しています。

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 12 日（火曜）
～ 5 月 15 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

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 9 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 16 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　〒 658-0046　神戸市東灘区御影本町 6 丁目 5-2

※ 5 月 12 日（火曜）～ 5 月 15 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。

★本学学生が「第 34 回こうべユース賞」を受賞
　2 月 28 日須磨パティオにおいて、神戸市の文化・スポー
ツ・社会活動において顕著な業績を収めた個人及び団体に
贈られるこうべユース賞の表彰式が行われ、本学ボランティ
アコーナー学園東町なかよしのお楽しみ会学生スタッフが、
社会部門（障害のある子供達の遊び支援）を受賞、中国学
科 4 年宮田知佳さんが文化部門（第 31 回全日本中国語ス
ピーチコンテスト大学生部門第一位・外務大臣賞・中日友
好協会賞）を受賞しました。

★ ボランティアコーナー学生スタッフが「2014 大学生が
創る KOBE の未来に向けた政策提案コンテスト」で審査
員特別賞（第四位相当）を受賞

　2 月 11 日デザインクリエイティブセンター神戸（KIITO）
において、「2014 大学生が創る KOBE の未来に向けた政策
提案コンテスト最終公開プレゼンテーション発表会が行わ
れ、本学ボランティアコーナー学生スタッフが審査員特別
賞（第四位相当）を受賞しました。



＜行事予定＞＜ 2015 年度　チューター＞
日　時 行　事

4月4日（土曜） 修士課程英語教育学専攻入学式・
オリエンテーション

4月6日（月曜） 入学式・オリエンテーション

4月7日（火曜） オリエンテーション

4月８日（水曜）

授業開始

学生アドバイザー相談会

給付奨学金等募集要項配布開始

4月8日（水曜）～24日（金曜） バイク（自動２輪・原付）通学届出期間

4月30日（木曜） 前期授業料納入期限

5月9日（土曜） 健康診断（英米・ロシア・イスパニア）

5月14日（木曜） 成績通算申込

5月16日（土曜） 健康診断（中国・国際関係・第２部英米）

5月21日（木曜） 前期卒業希望者受付

6月下旬～7月上旬 授業評価アンケート

★ 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

　夏季休業期間の帰省に合わせて、卒業した母校（高等学校等）を訪問
してみませんか？
　お世話になった先生や進路指導の先生に、「大学案内」「母校の受験生
応援ポスター」等を持参し、外大での学生生活の近況報告を行ってくれ
る学生さんを募集します。
　詳細は、4 月下旬に「GAIDAI PASS」「掲示板」等でご案内します。

【対　　象】大学 2 年生以上

【問合せ先】教務入試広報班

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 藤井 Campana

２年生担当教員は、
原則として 2014
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 Theado 竹谷

英米学科Ｃ組 芝田 野村（和）

英米学科Ｄ組 村田（純） 石椛

ロシア学科 藤原 北見

中国学科Ａ組 太田 秦

中国学科Ｂ組 竹越 紺野

イスパニア学科 福嶌 野村（竜）

国際関係学科Ａ組 西出 千葉

国際関係学科Ｂ組 江坂 大石

２　部

英米学科Ａ組 本多 吉川

英米学科Ｂ組 福田 山本

英米学科Ｃ組 難波江 Atmore

2015年度教員新体制

『母校訪問』協力者の募集

＜新任教員＞

＜昇任＞ ＜退職＞

（2015 年 4 月 1 日付）

（2015 年 4 月 1 日付） （2015 年 3 月 31 日付）

英米学科 長沼　美香子  准教授

通訳と翻訳の理論研究・実践・教育に取り組んできました。
異文化コミュニケーションという視点、現代社会が直面する問題を思想史的に考えるアプロー
チ、選択体系機能言語学に基づくテクスト分析など、通訳や翻訳の可能性を探求したいと考え
ています。 

ロシア学科 藤原　潤子  准教授

専門は文化人類学的、ロシア文化研究で、宗教やフォークロアなどに表出する世界観に特に興味
を持って研究を行っています。授業では、皆さんと一緒にロシアの様々な面を発見しつつ、異文
化研究のおもしろさを共有できるようにがんばりたいです。

教授昇任 山口　　智 （法経商コース）
教授昇任 吉川　朗子 （英米学科）
准教授昇任 川口　正通 （イスパニア学科）

E. エブセエバ 准教授（ロシア学科）


