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●実 施 日：平成１９年１２月１４日（金） 

●調査方法：当日食事購入者に対してレジにて配布し、当日ボックスにて回収。 

●配布・回収数等 

配布枚数 ３００枚  回収数 １０８枚  回収率 ３６．０％ 

●回答結果 

 

（１）食堂増築部分全体の雰囲気について 

◆約７７％の方が満足（大変満足１４％、満足６３％）

との結果となっています。 

◆男女別では男性（６３％）、女性（８４％）となって

おり、女性の満足度が高くなっています。 

◆学年別でみると２年生（約９０％）・４年生（約８９％）

に比べ１年生（約５６％）の評価が低い結果になって

います。 

 

 

（２）テーブル・椅子のデザインについて 

◆約７８％の方が満足（大変満足２５％、満足５３％）

との結果となっています。 

◆男女別では男性（６６％）、女性（８４％）となって

おり、女性の満足度が高くなっています。 

◆学年別でみると増築部分全体の雰囲気と同様に１年

生（約６４％）の評価が低い結果になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）座席数について 

◆約４９%の方が満足（大変満足１４％、満足３５％）と回

答しており、前２問と比較すると満足度が低い結果になっ

ています。また、約２４％の方が不満（やや不満１７％、

不満７％）と回答されています。 

◆男性の回答は不満（３８％）、満足（２８％）と不満のほ

うが高い結果になっています。 

◆学年別でみると１年生は不満（４４％）、満足（３６％）

と不満のほうが高い結果になっています。 

 

前２問で高い満足度を示された女性の方や２年生以上の

方も満足と回答された方はいずれも５０％台という低い結果となっています。 

現在以上に拡張することは難しいですが、工夫していきたいと思います。 

 

 

食堂増築部分全体の雰囲気（学年別）
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テーブル・椅子のデザイン（学年別）
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座席数について（学年別）
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（４）自由意見に対する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニティ 10 周年記念事業の実施   ≪主な行事≫ 

今年度は、ユニティ（神戸研究学園都市大学共同

利用施設）が誕生して 10 周年にあたります。ユニ

ティ加盟大学では、６月２１日（土）の大学交流戦

をかわきりに「ユニティ 10 周年記念事業」を展開

し、学園都市で様々な行事を開催します。 

詳しい日程・内容は決定次第お知らせしてまいり

ます。 

問合せ先：ユニティ事務局    

     ℡ 078-794-4970 

 

 

 

学生サービス等の充実について 

 

学生相談室の相談日が増えました 

学生相談室（カウンセリング）の相談日が、月・水・

木・金の週 4 日に増えました。相談は、予約制になって

いますので保健室で事前に予約して相談日を決めてくだ

さい。 

 

ボランティア・コーディネーターの配置が週５日に！ 

ボランティア・コーディネーターのボランティアコー

ナー駐在日が、今までの週 2 日から週 5 日（月～金）へ

と変わりました。ボランティアに興味のある方、ボラン

ティアコーナーにまだ足を運んだことのない方も、気軽

にたずねてみてください。 

兼修英語などの少人数クラス編成 

兼修英語（Ⅰ・Ⅱ階程）会話・作文クラスを 2 つのク

ラスに分割します。また、専攻中国語 1 年生のネイティ

ブ教員クラスを少人数化します。 

 

◎TOEIC 受験料の値下げ！ 

４月より、大学が実施するため、カレッジ TOEIC や

TOEIC 公開テストの受験料を値下げいたします。なお、

申し込みは、従来どおり大学生協で行なってください。 

カレッジ TOEIC   4,040 円⇒3,800 円 

公開テスト(6/29 実施分より) 6,615円⇒6,4４0円 

 

今年度のカレッジ TOEIC の開催予定が決まりました。 

5/21、7/9、10/29、12/17、2/4 

行事名 日 程 

大学及び地域対抗スポーツ交流戦 6/21･22･28･29、7/5･6 

地域連携事業 ８月 

合同オープンキャンパス 8/3 

記念講演会及びシンポジウム 9/27（予定） 

大学キャンパス体験ツアー 10 月 

学園都市文化祭 10～12 月 

「私の仕事」公開講座 11/2･3･8･9 

ユニティ「ロゴマーク」の募集 募集時期未定 

 座席数に関しては今回の増築に併せて１５０席を増設

いたしましたが、自由意見でも不満であるとの意見が

多々ありました。通路を狭くして座席数を増やすことは

防災時の問題もありますので、食事を終了された方は席

を譲る、座席に荷物を置かない等の協力をお願いします。

 食堂が寒いとの意見も多くありました。外大では

2006 年度に KEMS（神戸市環境マネジメントシス

テム）の認証を取得したのをうけて暖房温度 19 度、

冷房温度 28 度に設定しています。 

ただ、学生の方からアンケート等において寒いと

の意見が多くあるため、学生サービスの観点より学生

が利用する施設のみ適宜調整します。なお、地球温暖

化防止の点からも冷暖房中は会館正面の入口より出

入りをしていただくようお願いします。 

 学館に貸出パソコン用のコンセントを増やして欲しい

とのことですが、基本的には図書館での利用をお願いしま

す。学生会館食堂部分で利用される場合は食事時の混雑時

をさけていただくとともに壁側のコンセントを使用し通

行の妨げにならないようお願いします。 

なお、カウンターテーブル部分にはコンセントを 8 個

設置していますので利用してください。 

 上記以外に生協に関する意見・要望が沢山あり、

生協に検討をお願いしましたところ下記のとおり

回答がありましたので報告します。 

今回のアンケート調査結果を見て、レジでの混雑がもっとも大きな問題点となっていると判断いたしました。

新学期から新システム導入及び新メニュー編成、レジ増設をしております。 

こういった対処でかなりの改善が望めるのではと考えております。 

また、焼きたてパンは高い評価をいただいているようで嬉しく思っております。 

今後とも外大生協をよろしくお願いいたします。 

生協回答文 



 

学生のみなさんより、ご要望の強かった図書館の閲覧席を増やすため、図書館の増

築を行います。この工事により、閲覧席数が、約１２０席増え、合計で約３００席と

なる予定です。また、この工事にあわせ、視聴覚ライブラリーを図書館内に移転し、

学生のみなさんへのサービス向上を図っていきます。工事は、夏休みごろから開始し、

来年３月ごろまでかかりますが、ご協力

いただきますようよろしくお願いいた

します。 

また、昨年増築を行った学生会館の旧

館部分の空調更新を行ないます。この工

事にあわせ、正面扉の自動化、旧館部分

の照明改修及びトイレの自動水洗化な

どをあわせて実施する予定です。工事期

間は未定ですが、決まり次第お知らせい

たします。 

 

 

 

学舎照明・中庭外灯改修 

特に２部学生のみなさんよりご要望の

あった学舎教室の照明設備（１・２階）を

１．２倍程度明るい機器に更新しました。

また、夜間の外灯が暗く、ご不便を 

おかけしておりましたが、昨年 

度に図書館前の照度アップに 

引き続き、中庭外灯を更新し 

明るくなっております。 

図書館等空調工事の完了 

２月より図書館を休館し、空調工事を行って

おりましたが、３月末に完成しました。 

また、視聴覚ライブラリーやＡＶ教室が 

ある共同研究棟の空調工事も３月 

末に完成いたしました。 

長期間にわたり、ご協力をいた 

だきありがとうございました。 

学舎の机・いすの更新について 

学舎の机・いすについては、本学が学園都市に移転し

てきた１９８６年以来同じものを使用してきましたが、

傷んでいるものも多く見受けられるようになったため、

一斉にモダンなデザインのものに取り替えました。 

新しい机は、サイズを幅・奥行きとも５ｃｍずつ大き

くし、明るい色の天板を採用し、足入れが容易なよう 

に２本脚にしています。 

いすは背・座を軽量な 

プラスチック製のものを 

採用し、脚をループ状に 

して、引くときの音を 

低減しています。 

施設改修・更新についての報告

図書館閲覧室増築・学生会館空調更新について

学舎１階 １０４教室 

（ＡＶ施設として新設）改修 

学舎の教室にプラズマディスプレイ５０

インチ（２ヵ所設置）・ＤＶＤ・ビデオ・ 

資料提示装置・パソコン等を接続 

して、映像音声での授業が出来る 

ようになりました。 

体育館武道場火災復旧工事の完了 

昨年 11 月に発生した火災の復旧工事が、３月末に完了

し、新学期より、ご利用いただけるようになっております。

工事期間中は、クラブ活動等の実施場所を変更するな

ど、学生のみなさんにご協力いただきありがとうございま

した。 

大学としては、火災等により、施設の使用が制限 

される事が無いように、施設の管理を十分 

行っていきたいと考えております。学生の 

みなさんも、学内での歩きタバコやバーベ 

キューは、禁止されておりますので、十分 

ご注意いただきますようお願いいたします。 

図書館外観 

図書館増築棟 1 階内観

図書館増築棟 2 階内観



経営企画グループから 

 

★授業料前期分の納入について 

２００８年度前期授業料払込書（※）を送付 

しますので、払込期限（４月末日）に遅れない 

ように銀行等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

お渡ししています。 

納 付 期 限 郵送時期（払込書）

前 期 分 ４月末日  ４月１５日頃 

後 期 分 １０月末日 １０月１５日頃 

(注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・教育ｸﾞﾙｰﾌﾟ学生支援班又は経営企画ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ財務班まで申し出てください。 

(注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、経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ財務班まで申し出てくださ

い。 

(注３)期限までに払込ができないときは、経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

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）。 

℡078-794-8123 

 

学生支援・教育グループから 

 

★2008 年度のチューターについて 

本年度のチューターの先生方は、下表のとおりです。

気軽にご相談ください。 

担 当 教 員  
学科クラス 

1 年生 2 年生 
備 考 

英米学科 A 組 船山 立木 

英米学科 B 組 田村 辻本 

英米学科 C 組 カンパナ 武内(旬) 

ロ シ ア 学 科 村上(光) 岡本 

中 国 学 科 秦 山川 

イスパニア学科 西川(喬) 野村(竜) 

国際関係学科 A 組 玉井 阿部 

学部 

国際関係学科 B 組 西出 仙頭 

英米学科 A 組 山口(智) 西川(健) 

英米学科 B 組 那須 中村 

英米学科 C 組 福田 田中(敏) 
２部 

英米学科 D 組 ファラ 前山 

2 年生担

当者は、原

則 と し て

2007 年

度 1 年生

担 当 者 が

持 ち 上 が

り に な っ

ています。

 

★公休の取り扱いについて 

今年度後期より、公休の取り扱いを変更する予定です。

詳細については、決まり次第掲示等でお知らせします。 

 

★2008 年度定期健康診断の実施について 

学校保健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方は、後日、病院

等で個人負担により健康診断を受け、その証明書を必ず

学生支援班に提出してください。 

実施場所 

 学舎１・２階 

実施日時 

学科別に受診日時が決まっておりますのでご

注意ください。 

5 月１０日（土）13:30～17:30 

英米・ロシア・中国・イスパニアの各学科 

5 月１７日（土）14:00～18:30 

国際関係・2 部英米の各学科 

大学院生・研究生・科目等履修生 

※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（全員） 

●身長・体重・視力測定（全員） 

●レントゲン検診（新入生のみ） 

 

★日本学生支援機構奨学金関係について 

１．新規募集について 

2008 年度の新入生または在校生で奨学金の貸与

を希望する学生は、募集開始日時や申込方法等の詳細

を、4 月 10 日（木）頃に掲示板にて掲示しますので

注意して見ておいてください。 

２．進学届の手続 

①2008 年度の新入生で、前年度、高等学校で奨学金

の予約を行い「平成 20 年度大学奨学生採用候補者

決定通知」を受けている人は、その決定通知の「進

学先提出用」を 4 月 25 日(金)までに学生支援班へ

提出し、学校固有のパスワードを受けとってくださ

い。 

②日本学生支援機構から送られている「インターネッ

トによる進学届の手続方法」に従い、自宅、学生用

コンピューター室・図書館ロビー等のパソコンで、

各自でインターネット入力してください。 

インターネット入力日 初回振込予定日

４月２７日まで ５月１６日 

４月２８日～５月２７日 ６月１１日 

３．在学届の提出 

次の方は、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）までに「在学

届」を学生支援班へ提出してください。 

①新入生で、以前高等学校等で日本学生支援機構

（旧：日本育英会）の奨学生であった人 

②貸与終了後も留年・休学等で本学に在学している人 

 

★新 2 年生コース選択について 

新 2 年生（国際関係学科の学生は除く）でコース選択

申込用紙を提出していない学生は至急カリキュラム班

まで提出してください。学部英米・ロシア・中国・イス

パニア学科の学生は語学文学コース、法経商コース（サ

ブコースの選択を含む）、総合文化コースから、第 2 部

英米学科の学生は語学文学コース、法経商コース（サブ

コースの選択はありません）からそれぞれ選択してくだ

さい。コース選択申込用紙はカリキュラム班にてお渡し

します。 

提出締切日：４月１０日（木） 

 



★２００８年度 履修登録について 

日 時：４月１５日（火）～１８日（金） 

１１：００～２０：００ 

場 所：CAI 教室 

混雑が予想されますので、事前に時間割を作成して来

てください。期間中の変更は自由です。 

履修登録で出力した時間割は、大事に保管してくださ

い（履修時等に役に立ちます）。 

４年生で卒業論文を提出される方は、必ず卒業論文の

入力が必須です。 

 

★国際コミュニケーションコース説明会の開催について 

本学では、2009 年 4 月から国際コミュニケーショ

ンコースの授業を開講します。このコースは、2008 年

度以降入学の学部各学科学生のみ選択できますが、定員

を設けるためコース選択時に選考を行うこととしてい

ます。 

このため、新入生オリエンテーションとは別に、この

コースを担当する予定の教員による説明会を開催しま

すので、新入生の方は是非ご参加ください。 

日 時：4 月 9 日（水）17:40～18:20 

場 所：大ホール 

内 容：コースの概要、履修方法に関する注意点、 

コース選択時の選考基準、勉強方法など 

 

キャリアサポートセンターから 

 

～就職活動中の皆様へ～ 

★就職試験に伴う公休の取り扱いについて 

就職試験で授業を休む場合の公休については、カリキ

ュラム班で次の手続きが必要です。 

「受験証明書」に受験先企業の証明を受け、カリキュ

ラム班にある「公休願い」に所定事項を記入して、提出

してください。 

のちのち出席日数が不足するといったことがない様

に手続きは忘れずに必ずしておいてください。 

「受験証明書」用紙はキャリアサポートセンターとカ

リキュラム班にあります。受験する前に必要部数を入手

しておいてください。会社説明会のみでは公休扱いには

ならないので注意してください。しかし、会社説明会に

引き続いて試験が実施されることもありますので、用紙

は準備しておいてください。 

手続きの詳細については同証明書発行窓口で確認し

てください。 

 

★就職希望先に提出する推薦書について 

推薦書は各自が直接ゼミ担当教員に依頼してくださ

い。標準的な様式はキャリアサポートセンターにありま

す。 

後日必ず採用試験の合否を報告してください。 

★就職用提出書類（成績証明書・卒業見込証明書・健康診

断書）について 

就職活動に必要な成績証明書・卒業見込証明書は学生

支援班へ申請してください。 

成績証明書 

在校生については発行手数料は無料です。例年何十通

も発行する方がいますが、できるだけ必要 小限に止め

てください。（申請には企業名が必要です） 

卒業見込証明書 

発行は 4 年に進級後、履修登録をしてからです。それ

以前に企業から証明書類の提出を求められた場合には、

その事情を説明し、発行されてから提出してください。 

健康診断書 

大学で実施する健康診断は就職用としては検査が十

分でないという理由で診断書として認めてもらえない

場合があります。また大学の診断書発行よりも前に診断

書が必要になる場合もありますので、次の方法を紹介し

ています。大学の診断書発行は 6 月中旬頃です。 

１． 各自で検診センターまたは病院などで受診します。 

２． 発行された健康診断書を本部事務室学生支援班に

提出ください。 

３． その健康診断書の内容について大学が証明した

「健康診断書」を必要部数無料で発行します。 

≪注意点≫ 

◇健康診断は予約制となっているところが多いので、

提出期限に間に合うように、早めに予約しておいて

ください。 

◇通常は胸部エックス線撮影、内科検査、視力、色覚、

尿検査で十分ですが、場合によっては血液検査が必

要になるところもあります。 

◇これらの公的な書類の有効期間は 3 ヶ月です。 

◇健康診断に要する費用は 5,000 円～10,000 円で

すが、3,000 円ほどで受けられる「定期健康診断

法定省略項目」の健康診断もありますので、医療機

関に問い合わせてください。 

大学近くの検診センター 

●健康ライフプラザ（兵庫県予防医学協会） 

「ＪＲ兵庫駅」南側徒歩 1 分 

ＴＥＬ 078-652-5207 

●保健検診センター（兵庫県健康財団） 

「地下鉄大倉山」徒歩 8 分 

ＴＥＬ 078-579-3400 

●検診センター（兵庫県予防医学協会） 

「阪神御影駅」南側徒歩 5 分 

ＴＥＬ 078-856-7200 

※尚、検診センターまたは病院で受診した場合は、大

学で健康診断を受診する必要はありません。この場

合は、学生支援班にその旨届ける必要があります。 

 

★内定届等の提出及び注意事項について 

採用が内定した場合は、速やかにキャリアサポートセ

ンターへ届け出てください。教員・公務員志望者につい

ても同様です。縁故等で内定した場合でも必ず内定届を

提出してください。内定をもらってもまだ活動を続ける

という場合でも内定毎に提出してください。 

企業からの採用決定通知は「内（内々）定」として連

絡される場合が多く、卒業後入社してから正式の手続き

をして決定となります。 



志望企業から内定をいただいた場合は礼状を送るの

が礼儀です。遅れないようにして下さい。また、所定の

誓約書の提出を求められる場合がありますので、期限内

に提出するようにしてください。 

入社前には再度の健康診断があります。健康には十分

に注意しましょう。 

また、就職が決まっているのに、単位不足等で卒業が

不可能となることがない様、学業には全力を挙げてくだ

さい。 

進学希望者で進学先が決定した場合は、速やかにキャ

リアサポートセンターへ届けてください。 

 

図書館から 

 

★長期貸出の返却期限について 

長期貸出の返却期限は４月１４日（月）です。返却期

限までに図書の返却をお願いします。 

 

★入退館システムの案内 

図書館ロビー入口には入退館システムが導入されて

おります。入館する際にはシステムのカード読み取り部

分に学生証等のバーコード部分をかざすことが必要で、

それによって図書館への登録が確認できればゲートが

開きます。 

○学生のみなさんは学生証（学生証で図書の貸出もで

きます） 

○教員の方は本学の職員証または図書館カード 

○非常勤講師の方は図書館カード（図書館カードを持

っていない方は入口のインターホンで事務室内の

職員をお呼びください）で入館ができます。 

図書館を利用される方は、必ず学生証・職員証もしく

は図書館カードを携行してください。 

 

★図書の貸出延長について 

ＯＰＡＣ予約パスワードを図書館カウンターでの手

続きで取得すれば、予約が入っていない図書に対し、自

宅から貸出延長が可能になりました。ただし、ＯＰＡＣ

予約パスワードを入手していない人が貸出延長を希望

する場合は、図書を図書館カウンターに持参する必要が

あります。 

 

★図書館利用案内について 

新しいサービス内容を盛り込んだ図書館利用案内を

館内に置いておりますので、どうぞご利用ください。 

★「BOOK POST」の案内 

休館日、閉館時間にも資料の返却ができます。以下の

ことに注意して図書館の南出入口（渡り廊下側）左にあ

る「BOOK POST」に投入してください。 

①図書館カードは入れず、図書のみ入れてください。 

②中で詰まる原因になりますので一冊ずつ、奥までし

っかり入れてください。 

③開館時間はカウンターに返却してください。 

④閉館後に投入した場合は翌開館日返却の扱いにな

ります。返却期限にご注意ください。 

★館内での禁止事項 

館内での携帯電話の使用禁止について 

図書館は静粛を保ち、勉学をする場です。他の方の

迷惑になりますので、閲覧室ではマナーモードにし、

通話するときは電話コーナーか館外にてお話ください。 

館内での飲食厳禁について 

飲食物をこぼすと資料・機械・施設を傷めます。館

内は飲食厳禁になっています。ペットボトル類はテー

ブルの上に置かず、必ずカバンの中に入れてください。 

 
視聴覚ライブラリーから 

 

★学内 LAN のアカウントを受け取っていない方へ 

昨年４月に学内ＬＡＮの認証システムが更新された

ため、学生全員のパスワードが一斉に変更されました。

在学生には、昨年の履修登録時に新パスワードを配布し

ましたが、まだ受け取っていない学生・大学院生は、必

ず学生証（本人確認が必要）を持参の上、視聴覚ライブ

ラリーまでお申し出ください。 

学内ＬＡＮのアカウント（ログインＩＤとパスワ―ド、

電子メールアドレス）は、電子メールの送受信や、３Ａ

Ｖ・５ＡＶ・ＣＡＩの各教室でのパソコンを使用しての

授業に必要ですので、受講が始まるまでに受け取るよう

にしてください。 

★ALC NetAcademy2 の利用について 

ＣＡＩ教室では e-learning 学習システムの『ALC 

NetAcademy2』が利用できます。授業期間中の午前９

時から午後９時までの間で、ＣＡＩ教室で授業がない時

間を自主学習用に開放しています。学内ＬＡＮのアカウ

ントでコンピュータ（Windows）にログインして、利

用してください。 

『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。 

 

麻しん（はしか）の感染拡大防止のお願い 

新聞・テレビ等で報道されていますように、２００７

年頃より１０代及び２０代を中心とした年齢層で麻し

んが大流行し、ワクチンや検査キットの確保が困難なほ

ど混乱が生じました。 

麻しんは「はしか」とも呼ばれ、空気感染・接触感染

で、免疫力を持っていない人が感染すると９０％以上が

発症します。 

１０日前後の潜伏期後、せき・鼻水・目やに・結膜充

血・３８度以上の発熱・耳後部から始まり体の下方へと

広がる赤い発疹などの症状がみられます。発症すると、

まれに急性脳炎をおこしたり、死亡することさえありま

す。麻しんの予防には今のところ予防接種しかありませ

ん。 

そこで、自分自身の健康管理のためにも、感染拡大防

止のためにも、再度、罹患状況を確認のうえ、予防対策

をとってください。＜母子手帳、親に聞く etc＞ 

なお、「麻しん」と診断されれば、出席停止期間は公

休として取扱います。 



APR. 

MAY 

JUN. 

JUL. 

AUG. 

SEP. 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

 
 

 

 

７日   入学式 

８日   授業開始 

９日   新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

１５～１８日 履修科目登録 

 

 

 

 

 

１０・１７日 健康診断 

３１日  外大祭夏イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １日  創立記念日 

２１日  神戸研究学園都市 

大学交流戦開会式 

 

 

 

 

 

１８～２４日 補講期間 

２８～８月１日 前期試験 

未定   体育会球技大会 

 

 

 

 

４日～  夏季休業 

４～１２日  集中講義 

３・１７日  オープンキャンパス 

２０・２１日 English Summer School 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０～１９日 集中講義 

２６日  後期授業開始 

２７日（予定） ユニティ 10 周年記念 

講演会 

 

 

 

 

上旬  市民講座開講 

上旬  大学院修士第１次入学試験 

中旬  大学院修士第１次入試 

合格発表 

 

 

 

１・２日  外大祭 

中旬  推薦入学・特別選抜入学試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

上旬  推薦入試・特別選抜入試 

合格発表 

２０・２１日 語劇祭 

１６～１９日 補講期間 

１６～２６日 集中講義 

２９～  冬季休業 

 

 

 

 

５日  授業再開 

１７・１８日 センター試験 

２８～２月３日 後期試験 

 

 

 

 

５日～  春季休業 

中旬  大学院博士・修士２次 

入学試験、合格発表 

下旬  一般入試（前期日程）入学試験 

 

 

 

上旬  大学院修士（英語教育学専攻） 

入学試験、合格発表 

上旬  一般入試（前期日程）合格発表 

上旬  編入学・転部・科目等履修試験 

中旬  一般入試（後期日程）入学試験 

中旬   外国人研究生、大学院研究生・ 

研修員選考試験 

下旬  一般入試（後期日程）合格発表 

下旬  編入学、外国人研究生、 

大学院研究生・研修員合格発表 

２５日(予定) 卒業式・大学院修了式 

２５日(予定) 卒業記念パーティ 
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ゼ ミ 介

ゼ

紹
 
           

英米学科教授 船山仲他 

 

このゼミには、「コミュニケーション」という人間の

営みに関心のある学生が集まっています。もっとも、

「コミュニケーション」という表現がいろいろな意味

合いで使われるように、ゼミ・メンバー一人ひとりの

具体的な関心事は多様です。私としてはそのような多

様性、なんでもありの自由な研究を尊重したいと思っ

ています。ただ、英米学科語学文学コースのゼミです

から、何らかの点で英語絡みであるべきでしょうし、

私の指導能力の限界もありますから、「日本語社会の視

点から現代米語のディスコースを探る」という一応の

目安を掲げています。日本語と英語の言語学的性質を

踏まえながら、新聞、テレビ、インターネット、映画

などの日米メディアに現れる現実を分析してみよう、

という感じですが、自分の日常生活からの視点も忘れ

ないようにしてほしいと思っています。つまり、自分

が本当に面白いと思えるトピックを選んで、楽しみな

がら卒論の準備ができるように自分でもっていってほ

しいと思っています。 終的には 7～8000 語程度の

卒業論文を英語で書いてもらいますが、英語で書くと

いう点でもいい（＝苦しい？）経験をしてもらってい

ると思います。 

これまでの卒論としては、ブッシュ大統領やブレア

首相（イギリス英語という点で目安から外れますが、こ

れぐらいは軽く OK）のスピーチや、あるいは英語の絵

本を批判的言説分析（CDA）の観点から調べたものや、 

字幕翻訳、コミュニケーション・スタイルの日米比

較などの分野が多いですが、ビートルズやインディ

ーズの歌詞分析、都市伝説、ブログ・ジャーナリズ

ム、原爆観の日米比較などもあり、個性も発揮され

ていると思います。 

このゼミは４年前に６名の３回生から始めたので

すが、２００７年度は３、４回生合わせて２４名の

在籍となりました。ゼミとしてはちょっと多すぎる

かな、ということで、ゼミの雰囲気を出すためにも、

今後は減らす方向を考えています。（余談になります

が、ゼミで飲み会を計画しても、数が多いとなかな

か適当なお店が見つからないこともあるようです。）

もっとも、留学や外務省在外公館派遣員として海外

に出ている学生などもいますので、実質の数は多少

目減りします。それから、勉強熱心な学生が多いせ

い（？）か、飲み会の回数は比較的少ないのではな

いかと思います。やはりテーマは「ノミニケーショ

ン」ではなく「コミュニケーション」のようです！ 

 
 
 

教職員人事異動 
■退 職（２００８年３月３１日付） 

教 員 

吉森 義紀  教授 

大島 和夫  教授 

品田 充儀  教授 

濱﨑 桂子  准教授 

職 員 

研 究 所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 水谷 一三  グループ長 

学生支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 楮本 悟   担当主査 

ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 大谷 光俊  グループ係長 

学 術 情 報 ｾﾝﾀｰ 達脇 真須美 グループ係長 

■昇 任（２００８年４月１日付） 

教授への昇任者   小島 泰雄 

中井 幸比古 

■新規採用（２００８年４月１日付） 

教 員 

国際関係学科  中田 友子 准教授 

法経商グループ 坂口 甲  講師 

 
 

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 

次号は５/１発行予定です。

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)794-8121 

  ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/  携帯サイト http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm 
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