
　神戸の学術文化の拠点として、神戸市外大をはじめ、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「単位互換授業」
　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、神戸市外大にはない
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。

新入生必見！

神戸研究学園都市大学共同利用施設
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知名度や給与面等、会社選びに重視するポイントは様々ですが、何より自分が意欲的に働く
ことができる会社なのかをじっくり見極めてほしいと思います。等身大の自分であらゆる
企業にアプローチしてみてください。そして何より前向きに楽しんで活動してください！

★後輩へのエール

9:00 メールチェック、予定確認

お客様へのメール返信がメインとなります。当日の予定確認、上司
相談が必要な場合は上司の予定も確認しておきます。

8:20 出勤 
8:40 始業

隔週でお客様との定例会を実施。現在稼動しているシステムの障
害状況を確認したり、今後必要なシステム改修要望を共有します。

15:00 顧客定例会

16:30 お客様からのお呼び出し

日中は基本的にお客様先で打ち合わせをします。必要であれば突
然訪問させていただくこともあります。

13:00 お客様との打ち合わせ

数字管理をメインに、マネージャーを中心に実施します。1週間前
後での主要共有事項はここで部内に展開します。

10:00 部会、上司との打ち合わせ

社内にいるときはお弁当を持っていくことも。お客様先での打ち合
わせ時は中之島にある美味しいランチに先輩と出かけます。

12:00 昼休み

ある日のスケジュール

VOL.36　

富士通株式会社  公共営業部
（国際関係学科　2014 年卒業）

「最近のITトレンドを教えてほしい！IoTに関するサービス事例をな
んでもいいからもってきて！」とご依頼いただきます。最先端に取り
組むIT企業として、お客様の期待も大きいです。
17:30 SEとの打ち合わせ・管設部門とのやり取り

定時後は社内とのやり取りが多くなります！お客様からいただいた
QA事項はすべてSEさんと共有します。また、システム構成上必要
な製品手配は営業から物流・商品企画部門に直接依頼します。
19:00 上司相談

当日にお客様から依頼された緊急度の高いもの、価格に関するこ
となどはその日のうちに上司に相談の上アクションを決定します。
19:30 受注処理　契約書・見積作成

事務処理関連は定時後にまとめて実施することが多いです。
納期と開発スケジュールを加味した上で、見積書・契約書を作成します。
20:00 明日のTODO作成

今日の時点でやり残している作業・明日の作業を取りまとめて、明
日に備えます。

退社後はそのまま先輩や上司と飲みに行ったり、ヨガやジムに通っ
たりしています。

20:30 帰宅

　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！

　富士通は日本の総合ITベンダーです。ICT分野における各種サービスを
提供するとともに、これらを支える最先端、高性能かつ高品質の製品およ
び電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する、
トータルソリューションビジネスを行っています。今後は注目のAI・IoTへ
の投資・体制を整え、新たな領域にも全社をあげて挑戦していきます。

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

★現在の業務 
　入社してから約2年半、関西の固定回線事業社様を相手に通信機器などのハード
ウェア販売、今話題となっている「モノとモノがつながる」IoTサービスに関する提案
などを実施しています。商談は主にエンジニアの人と相談しながら推進することが多
く、技術的なワードややり取りが多く飛び交い、なかなか複雑な業務内容ですが、「通
信」という現代に必要不可欠なインフラに携われていることに誇りを感じています。

★社会人になって感じたこと
　何をするにも目標をもつことが、日々を充実させるポイントだと感じます。特
に営業職はお客様対応・事務処理等で日々忙殺されることが多いと感じます。た
だ仕事をこなしていくのではなく、一つ一つに目標を見出して日々に変化をつ
けて働くことで毎日を充実させることができると思います。

★大学生活を振り返って
　好きな授業を履修し、夏休みには海外で活動し、自分の知りたいこと・やりた
いことを思う存分見たり聞いたり体験できた期間だったと感じます。
　大学時代の勢いとフットワークの軽さは、社会人になってからも私の強みです。

★就職活動時の印象に残った出来事
　インフラ関係の企業ばかり志望していましたが、やはり時事的な背景を知ら
ずして答えられるような質問は少なかったと感じます。「今話題の○○を背景
に、新しいサービスを3分間時間あげるから考えて」など、本当に志望度が高く
ないと答えられないような内容が多かったです。

2017年度 就職行事予定表 ＜前期＞ ※注意　下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。

月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間
4月12日 水 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 12時45分～14時55分
4月14日 金 第1回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12時～16時30分

4月26日 水

第1回TOEIC対策セミナー 新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
神戸市教員試験説明会 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
神奈川県警通訳職業務説明会 警察における通訳の仕事とは 全学年 12時45分～14時15分
第2回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12時～16時30分

5月10日 水
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
第1回就職基本ガイダンス 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40分～16時

5月17日 水
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
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

5月18日 木 第3回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12時～16時30分
5月24日 水 インターンシップセミナー 就業体験とは 全学年 12時45分～14時15分
5月31日 水 インターンシップ試験対策 インターンシップに参加する前の自己分析&自己PR 3年生 12時45分～14時15分

6月7日 水
第１回TOEIC　IP テスト 申込は大学生協で（5月8日から5月26日） 全学年 13時～15時30分
第2回マスコミ対策セミナー(新聞･出版編) 新聞･出版編 全学年 16時～17時30分

6月14日 水
資格総合ガイダンス 就活に役立つと言われる資格をはじめ、業界別に必要とされる資格全般を難

易度や学習期間など相対的にご案内します 全学年 12時45分～13時45分

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30分～14時15分
6月16日 金 第4回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12時～16時30分

6月21日 水
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
第2回就職基本ガイダンス スタート講座 3年生 12時45分～14時15分

6月28日 水 SPIセミナー SPIテストの意味、企業のSPIテスト活用など総合的に学ぶ 全学年 12時45分～14時15分
7月4日 火 第5回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12時～16時30分
7月5日 水 留学&就職 留学直前に、留学中の心構えとして忘れてもらいたくないことを伝えます 全学年 12時45分～14時15分
7月12日 水 第2回TOEIC　IP テスト 申込は大学生協で（6月5日から6月23日） 全学年 13時～15時30分
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Austro-American Institute of Education 留学体験談

Q.
A.ウィーンの中心、国立歌劇場のすぐ裏に位置しています。

交通の便もよく、授業後、どこに赴くにも便利な場所でした。
学校長はとても気さくな方でしたし、そこで働く事務の方々
や、先生方にも大変お世話になりました。アメリカ人留学
生やオーストリア人の生徒も授業のため出入りし、子供か
らお年寄りまでレッスンを受けに来ていました。交流する
チャンスだと思います。

今回の留学で勉強になったのは文化体験でした。ヨーロッ
パ文化の歴史と自国文化との違いを意識できたことで、
自分の学びたい分野を広げ、具体的にすることもできま
した。

留学先の大学のよいところ 一番心に残ったことは？

第 2 部英米学科３年　

　学校での授業は主にビジネス英語、会話、Writing、ドイツ語
を勉強しました。音楽の都ウィーンの真ん中で１ヵ月を過ごし、
オペラ観劇やウィーン交響楽団の演奏鑑賞に加え、美術史美術
館などのアカデミックな美術館から、コンテンポラリーな芸術
を見られる美術館、歴史価値のある場所を毎日のように訪ねる
という貴重な体験ができました。ホームステイ先ではホストファ
ミリーと楽しく過ごすことができ、おいしいウィーン料理を食
べるなど、日本とは全く違う生活を体験することができました。

留学先：Austro-American Institute of Education
留学期間：2017年2月11日～3月11日

Mon Tue Wed Thu Fri

8：15－9：35 ドイツ語
（オプション）

12：30－15：30 Business 
English

English 
Communication

Academic 
Writing 文化学習

15：00－17：00 Business 
English

United Nation Office at Vienna を
見学させていただきました

Wiener Opernball（舞踏会）直前の国立オペラ座、
毎日この横を通学しました

Hotel Sacher の元祖ザッハトルテ、
2 回も食べに行きました

ホームステイ先でふるまわれた
ウィーン料理

ホストマザーと１ヵ月一緒に過ごしたみんなで

美術史美術館の前で、クラスのみんなとBelvedere の庭園、
春の方がきれいかも？



＜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）

＜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 24 日、2016 年度卒業式が執り行われました。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、在学生の方々も多数
ご参加いただき、卒業生の新しい門出を祝福していただきました。

2017 年 1 月 30 日に、2016 年度 TOEIC 成績優秀者表彰式を開催しました。
当制度は 2011 年度に創設され、今回の表彰式が 6 回目となります。
今回 900 点以上の成績を申告した学生は 59 名でした。そのうち英米学科の井上

稚菜さん、知花由器さんと国際関係学科の坂田光さんが、990 点満点を獲得しました。
表彰式には 38 名が出席し、船山学長、山口学生支援部長より一人ひとりに表彰

状と図書カードが伸興会より授与されました。
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います。

2016年度学生顕彰受賞者（成績優秀者）

2016年度卒業式・卒業パーティー

2016年度TOEIC成績優秀者表彰式

英米学科

石島　佑華 水野　綾音
橋本　瑞花 茂野　涼一

ロシア学科

藤本　歩未 滝川　ゆうみ

中国学科

麻田　美香子 荒川　菜々子

イスパニア学科

谷　倖帆 安藤　みゆき

【個人の部】
小谷　七生 誌上翻訳コンテスト　映画字幕編　優秀賞
鄭　　謙穎 Many Languages, One World Essay Contest　入賞
幸　亜優美 The 36th Annual All Japan Intercollegiate English Oratorical Contest for the J.U.E.L. Cup　第１位
春口　昌輝 第 15 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

川上　俊輝
第 15 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　一等賞 
第 8 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
第 34 回全日本中国語スピーチコンテスト富山県大会　スピーチの部　大学生部門　第 1 位

伊藤　日実子 第 34 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　大学生の部　優勝
佐藤　美沙 第 25 回関西ロシア語コンクール　中級部門　第 1 位
足立　優香 第 6 回城西大学　英語スピーチコンテスト　埼玉県知事賞
渋谷　優季

デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016　課題 2　最優秀賞 
谷口　晴絵
上田　　楓 デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016　課題 6　最優秀賞
髙東　奈央

模擬国連世界大会（神戸大会）　GA　Outstanding Position Paper
山根　菖香

植田　奈菜子
模擬国連世界大会（ニューヨーク大会）　ECLAC　Outstanding Position Paper

仲村　拓巳
谷　　倖帆 第 20 回　司馬遼太郎フェローシップ
中谷　友香 第 2 回　大阪府内中国語スピーチ・朗読コンテスト　指定原稿朗読の部　一等賞

【団体の部】
模擬国連世界大会（神戸大会）オーストラリア担当チーム 模擬国連世界大会（神戸大会）Distinguished Delegation
模擬国連世界大会（神戸大会）ソマリア担当チーム 模擬国連世界大会（神戸大会）Honorable Mention Delegation
模擬国連世界大会（ニューヨーク大会）ジャマイカ担当チーム 模擬国連世界大会（ニューヨーク大会）Distinguished Delegation
模擬国連世界大会実行委員会 第 36 回こうべユース賞
The Four Horsemen Marketing Competition Japan 2016　第１位

国際関係学科

浦町　直弘 山本　望央
他１名

第 2 部英米学科

桑野　恵美子 福留　千智
小谷　七生



世界中を航海して、海洋生物を保護するための科学探査をしているフランスの帆船「タラ号」が神戸港に寄航しました。タ
ラ号は気候変動や海洋環境の調査・研究を行う一方、人々に環境保護の必要性を呼びかける啓発活動も行っています。

3 月 3 日～ 5 日、本学学生 6 名がタラ号乗船体験ツアー参加者への通訳を行いました。事前に、乗組員の方から船内の案内
と海洋調査の説明を聞き本番に臨みました。

＜参加学生の感想（一部抜粋）＞
英米学科４年　

港や海が身近にある街の学生として、また地球に住む一
市民として、海やそこに住む生物のことにもっと関心を持
つべきだと感じました。そして、日本の民間企業や社会全
体がもっと環境調査に対し協力し合い、積極的に行動する
必要があると思いました。

第 2部英米学科卒業　
船員の方々に付き添って丁寧に指導していただいたお陰

で、無事任務を遂行することができました。2 日間で船員の
方々と沢山お話ができたことは私の財産です。

英米学科４年　
いきなり通訳をするのはハードルが高いと感じる人は多

いと思います。しかし、このような機会を逃すのは非常に
もったいないと思います。ただの通訳ではなく、自分とは
全く違う分野で仕事をし、生きている人たちの話を聞ける
ことは非常に興味深く、得るものは多いです。

第 2部英米学科４年　
通訳を授業で学んだことはありましたが実践となると苦

戦しました。しかし同時に、より効果的に相手に伝える方
法について気づきがありました。珊瑚礁の調査の必要性や
プラスチックを使うことに伴うリスクについて学ぶことが
でき、考えさせられました。

第 2部英米学科４年　
専門的知識は全くなかったのですが、他大学の学生や船

員の方たちと助け合いながらチームでツアーを行いました。
空いた時間に船員の方と冗談を交わしたり、お昼を船で食
べたり、地域の方たちと何気無い会話をしたり、そういっ
たことが本当に楽しかったです。来年も参加できたらいい
なと思いました。

兵庫県内の高等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 5 日（日曜）
に開催され、第 10 回目となる本大会には 24 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をしました。“Japan should start allowing more immigrants into 
the country.”（日本はより積極的に移民を受け入れるべきである。）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、葺合高等学校が勝利しました。葺合高
校は 5 年連続優勝、そして 10 回の大会中、8 回の優勝という快挙を
成し遂げました。

2 月 25 日、学園都市駅前のユニティで学生と地域の連携強
化をテーマにした縁卓会議に学園都市の大学関係者や地域団
体の活動者など約 40 名が集まりました。

第２部英米学科３年、ロシア学科２年が「学生ボランティ
アの支援スタッフとしての活動」と題して発表しました。

地域団体と共催している障がいのある子どもたちの遊び支
援の紹介や、初めての学生にまた参加してもらえるように、
活動の一番楽しい部分を任せる、活動中に声かけをを行うなどの心配りをしていると発表。地域団体の方々からも共感の声が
寄せられました。

大学生にもっと地域活動に参加してもらえるよう、神戸研究学園都市大学交流推進協議会を中心に地域と連携を強めること
が期待されています。

第 10 回　兵庫県高校生英語ディベートコンテストの開催

学生・地域連携　縁卓会議で、本学ボランティアコーナー学生 2 名が発表

本学学生 6 名がフランスの海洋調査帆船「タラ号」で通訳ボランティア

中突堤ポートターミナルに
停泊中のタラ号

乗船体験ツアーでの通訳

乗組員から海洋探査についての
説明を聞く学生ボランティア



　先輩や同級生の雰囲気が自分
と合っていて安心！みんな、外大
に目的意識を持って入学した者同
士なので当然かもしれませんが、
自分と近い考え方の人が多い気が
します。

　新入生のみなさん！外大での授業、生活に慣れてきましたか？
自宅通いの方も下宿生も、神戸になじみがあった方もなかった方
も、外国語の勉強が得意な方も苦手な方（います？）も、みーんな
最初は「新人」です。私たち広報サポーターの２年生一同が、新人
のみなさんにお役に立てれば、のつもりで振り返ってみました。

広報サポーター　新入生歓迎企画

私の 外 大 ラ イ フ

外大って
「思ってた通り」？
「違ってた」？

大学に入って始めました！
これから
楽しい毎日が
待ってます！

　容赦ないネイティブランゲージで
の授業！一般教養の授業も何かしら
国際的な内容に関連付けられてい
て、さすが外大の講義です。

　新しいことが怒涛のよう
に毎日湧いてきます。やりた
いことには全部挑戦、わから
ないことは先輩に聞いて、他
の大学とはひと味もふた味
も違う学生生活を！

　この規模感。縦横ななめのつな
がりが深ーいので、他の学科の友
達もすぐにできます。個性豊かで
魅力的な人がいっぱい。自分もそ
んなひとりになりたいなー。

　神戸での生活。高校時代、地
味ーな毎日だったのとうって
かわって、おしゃれな雑貨屋
やカフェに行くように。中身
がついていっているのかどう
か、自己判断は保留しますが。

　三宮のホテルで週1回、ウェディングセレモニー
のアルバイト。人の幸せに接すると自分もハッピー
になる気が。趣味の世界では、
スノーボードとサーフィン。
オールシーズンこれで充実。

授業だけではなく、
語学力を高める
クラブ・サークルも
たくさんありますよ。

　在学中に、
東京オリンピックの
通訳が経験できるかも。　大学から始めた学科専攻語学のほうが、

英語よりむしろ得意になった気が。

　アクティブラーニングや
グループワーク系の演習は楽しいですよ。

留学先のバリエーションが
広いから、帰ってきた人から
聞く話が新鮮です。　映画のオリジナル版、

日本語字幕から原語字幕を
選ぶようになるとは。

　先輩・同期・後輩、
どのつながりも強くて、
みんなほんと仲がいい。

留学生に積極的に話しかけたら、
自然に試験の成績がアップ。

イスパニア学科２年
鈴木莉乃

中国学科２年
中谷友香

イスパニア学科２年
ロシア学科２年
東山京香

第２部英米学科２年
喜多村佳乃

イスパニア学科２年
関谷和則

国際関係学科２年
高橋悠

　え、通学にこんなに時間がかか
るのかー＆試験準備って意外に大
変やん…このふたつを同列にして
いいものかどうか。



神戸おすすめスポット紹介
〜神戸市営地下鉄沿線編〜

　長く神戸に住んでいる人も、大学入学時に神戸に来た人も、遠方の自宅から通っている人も、知っ
ているようで知らない大学周辺～神戸のスポットを紹介します！今回は、大学の最寄り駅「学園都市」
から「名谷」までの３駅！ふだん地下鉄で通り過ぎるだけという人もぜひ、立ち寄ってみてください。
　この企画は不定期に掲載予定です。次回もお楽しみに！

　我らが最寄り、学園都市駅！外大を含む５つの大学があるだけではな
く、チェックすべきスポットがたくさんあるんです。お友達とぜひ散策し
てみては？
1. ダイエーは学生証提示で5%オフ
2. キャンパススクエアにはサンマルク、すき家、ケンタッキーなどのお

店がずらり
3. ダイエーと百均は買い出しの定番
4. ちょっと歩けばコストコもある
5. Unityを借りて和室でパーティーも
6. 他大学の学食巡りも楽しいかも！？
7. 時期によってはキャンパススクエア広

場で催し物も！
8. TSUTAYAでDVDを借りて外大図書館

で見ることもできる！

　名前の通りこの駅は、総合運動公園に直結しています。園内にあるほっ
ともっとフィールド神戸はオリックスバファローズの準本拠地であり、
公式戦が開催されるほか、花火大会や音楽コンサートも行われます。さら
に、園内は樹木と草花がいっぱいで四季折々の自
然を楽しむことができるので、お散歩にも最適で
す。また、徒歩圏内に業務用スーパーもあります。
安価に食品がたくさん手に入るのでぜひ一度訪
れてみてはいかがでしょうか。

　買い物も遊びもバイトもなんでも揃います！
　駅隣の商業施設は、スーパー・専門店・ご飯屋さん・カフェなどがとても充
実しています。名谷駅周辺でアルバイトをしている外大生も多いですよ！
　便利な施設だけでなく、公園もありお出かけする場所には困りません。
学生マンションも多いため、名谷で下宿している外大生も多いので一人
暮らしでも寂しくないです！

広報サポーター不定期企画
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2017 年度前期授業料納付書を 4 月中旬に送付しましたので、期限（4 月 28 日（金曜））
に遅れないよう銀行また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。

各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月 7 日（金曜）より配布します。2017 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の提出期限が短いため、注意してください。

2017 年度後期分（10 月～ 3 月分）授業料について、次のとおり減免申請を受け付けます。
１. 対象者

生活保護法による生活扶助を受けている学生、または授業料の納付に困難をきたしている学生のうち、別に定める所得・学業成績基準を満
たしている学生（ただし、留年者（成績による）は除く）
注：2016 年度より奨学金受給要件を撤廃し、親の扶養を外れている兄弟姉妹については、同居・別居を問わず別生計と認定し、所得認定
を行わないことになりました。
注：2017 年度前期分の減免より在籍しながら留学する交換派遣留学者も減免の対象者になりました。

２. 申請書交付期間：2017 年 6 月 5 日（月曜）～ 23 日（金曜）
３. 申請受付締切：6 月 30 日（金曜）18 時まで
４. 面接：7 月初旬に学生支援班において家計状況等についての面接を行います。欠席者は減免不許可となるので注意してください。面接日

程については申請書交付時にお知らせします。

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５、６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

授業料前期分の納付

各種奨学金　新規募集

授業料減免申請の受付

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28日（金曜） 4月中旬頃
後期分 10月31日（火曜） 10月中旬頃

①新規募集
　2017 年度に大学・大学院に在学し、日本学生支援機構奨学金の貸与を新規に希望する学生について募集しています。希望者は必ず期間内に申
請してください。期限後の申請は一切受け付けられません。
インターネット入力期限　4 月 24 日（月曜）　　書類提出期限　4 月 24 日（月曜）
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 29 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 14 日（金曜）までに、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（月曜）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。
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
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（金曜）、5 月 16 日（火曜）

日本学生支援機構奨学金

インターネット入力期間 初回振込予定日

4月9日（月曜）～ 24日（月曜） 5月16日（火曜）

4月25日（火曜）～ 5月26日（金曜） 6月9日（金曜）



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。（バイクについては、昨年度に届出をしている場合は、届出の必要はありません。）

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 3 日（月曜）～ 17 日（月曜）
バイク通学届出期間 4 月 3 日（月曜）～ 21 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

★ デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016 
　「デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016」
が行われ、課題 2 で、第 2 部英米学科 4 年の谷口晴絵さん、
第 2 部英米学科 3 年の渋谷優季さん、課題 6 で、英米学科
3 年の上田楓さんが最優秀賞を受賞しました。

★ Marketing Competition Japan 2016
　1 月 21 日、神戸市外国語大学において、「Marketing 
Competition Japan 2016」が行われ、本学学生で構成され
た The Four Horsemen が第 1 位を受賞しました。

★ 第 20 回 司馬遼太郎フェローシップ
　イスパニア学科 4 年の谷倖帆さんが司馬遼太郎記念財団
主催　第 20 回 司馬遼太郎フェローシップを受賞しました。

★第 15 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
　5 月 22 日、関西外国語大学において、「第 15 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」が行わ
れ、中国語学科 4 年の春口昌輝さんが特等賞、川上俊輝さ
んが一等賞を受賞しました。

★ 第 34 回全日本中国語スピーチコンテスト富山県大会
　10 月 22 日、富山県中小企業研修センターにおいて、「第
34 回全日本中国語スピーチコンテスト富山県大会」が行わ
れ、スピーチの部 大学生部門で、中国学科 4 年の川上俊輝
さんが第 1 位を受賞しました。

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 15 日（月曜）～ 5 月 19 日（金曜）
の期間に、学外検診施設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できません。

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

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 13 日（土曜）13 時 30 分～ 17 時 30 分
対 象 ①： 英米・ロシア・イスパニアの各学科学生
実 施 日 時 ②： 5 月 20 日（土曜）14 時～ 18 時 30 分
対 象 ②： 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： 医療法人社団　弘成会　明海病院　〒 673-0044　明石市藤江 201 番地

※ 5 月 15 日（月曜）～ 5 月 19 日（金曜）のみ
※電話予約をして、学生支援班で個人受診票を受け取ってください。

★第 8 回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト
　10 月 8 日、中華会館東亜ホールにおいて、「第 8 回兵庫
県中国文化交流会中国通コンテスト」が行われ、創作部門で、
中国学科 4 年の川上俊輝さんが最優秀賞を受賞しました。

★第 2 回 大阪府内中国語スピーチ・朗読コンテスト
　1 月 27 日、関西外国語大学において、「第 2 回 大阪府内
中国語スピーチ・朗読コンテスト」が行われ、指定原稿朗
読の部で、中国学科 1 年の中谷友香さんが一等賞を受賞し
ました。

★平成 28 年度西区善行青少年表彰式
　2 月 11 日、西区民センターなでしこホールにおいて平成
28 年度西区善行青少年表彰式が行われ、本学体育会が団体
の部で西区善行青少年として表彰されました。

★第 36 回こうべユース賞
　2 月 18 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、模擬国連世界
大会実行委員会が社会部門で受賞しました。

（学年は活動当時のもの）



＜行事予定＞＜ 2017 年度　チューター＞
日　時 行　事

5月1日（月曜） 大学指定休日

5月2日（火曜） 大学指定休日

5月13日（土曜） 健康診断（英米・ロシア・イスパニア学科）

5月20日（土曜） 健康診断（中国・国際関係・第２部英米学
科、大学院生・研究生・科目等履修生）

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、
　経営企画グループ企画広報班まで
　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/
スマホサイト　http://www.kobe-cufs.ac.jp/sp/

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 繁沢 栗山

２年生担当教員は、
原則として 2016
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 馬渕 長沼 

英米学科Ｃ組 Farrah 田村

英米学科Ｄ組 中村 福江 

ロシア学科 岡本 ( 崇 ) 金子

中国学科Ａ組 下地 津守

中国学科Ｂ組 任 櫻井

イスパニア学科 成田 Sanz

国際関係学科Ａ組 玉井 篠田

国際関係学科Ｂ組 船尾 前村

第２部

英米学科Ａ組 衣川 新野

英米学科Ｂ組 Tatsuki Acar

英米学科Ｃ組 金沢 西川

2017年度教員異動

＜新任教員＞

＜昇任＞ ＜退職＞

（2017 年 4 月 1 日付）

（2017 年 4 月 1 日付） （2017 年 3 月 31 日付）

ロシア学科 バイビコワ・エレナ  准教授

日ロ翻訳家として 15 年以上活動してきました。訳書には三島由紀夫、村上龍、村上春樹、吉本
ばなな、伊藤整、他があります。日本児童文学の学生向け書籍や絵本の翻訳も行っており、翻訳
活動の社会・文化的意義について研究しています。

イスパニア学科 穐原　三佳  講師

専門分野はラテンアメリカの現代文学で、これまでは特にキューバの作家を扱ってきました。今
後は文学史の授業等を通して、ラテンアメリカの文学の動向を紹介するとともに、20 世紀以降の
スペイン文学の流れとの関連にも目を向けていこうと考えています。

総合文化グループ 朝倉　友海  准教授

専門は哲学で、西洋哲学だけでなく東アジアの近代哲学も視野に入れて、生命の概念を中心とし
た自然哲学の研究をしています。授業では、西洋哲学はもちろんのこと、東アジア圏の思想文化
を知る機会も提供できればと思っています。

総合文化グループ 岩男　考哲  准教授

現代日本語の文法を専門としています。普段言葉を使う時、どうしてそういった表現を用いるの
か、説明できる人はどれだけいるでしょう？この不思議は、友人との会話、歌詞、漫画のセリフ等、
至る所に存在します。こうした「なぜ？」を抱えながら、日々生きています。

教授昇任 エグリントン　みか （英米学科）
教授昇任 長沼　美香子 （英米学科）
教授昇任 那須　紀夫 （英米学科）
教授昇任 下地　早智子 （中国学科）
教授昇任 成田　瑞穂 （イスパニア学科）
准教授昇任 前村　奈央佳 （国際関係学科）
准教授昇任 石椛　義和 （法経商グループ）

船山　仲他 学長 （英米学科）
御輿　哲也 教授 （英米学科）
福嶌　教隆 教授 （イスパニア学科）
武内　紹人 教授 （総合文化グループ）
星野　徳子 准教授 （英米学科）
三野宮　春子 准教授 （英米学科）


