
　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

施設紹介

ご存じでしょうか？「UNITY」
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広報サポーター企画①

年間行事2018
広報サポーター企画②

桜の名所めぐり

新入生の皆さん、新しい生活が始まりました！まだ知らない外大の１
年はこんな感じで進みます。2年生の広報サポーターが、ちょっと先輩
目線で年中行事を紹介します。
気になるイベントはスケジュール帳に予定を入れてみてくださいね。

広報サポーターの 2 年生が厳選した、外大から近場のお花見スポット
です。残念ながら、取材時は開花前…。来年のご参考としてどうぞ！
そして地下鉄沿線には、まだまだ知られざるポイントがあるはず !? な
ので、来年は綺麗な本物を見に行きつつ、皆さんでも探してみてはい
かがでしょうか？

西神中央からほど近い、地下鉄の果てのオアシス。
敷地は圧巻の約165000㎡！（外大の中庭68個分！）
アクセス：西神中央駅から徒歩5分/外大から20分

神戸市外大発

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1月

2月

3月

10月

11月

12月

●入学式　大学院宣誓式（5日）
●前期授業開始（9日～）
●新入生オリエンテーション（6日）
●履修科目登録

●創立記念日（1日）
●神戸学園都市大学交流戦（中旬）

●夏季休業（4日～）
●オープンキャンパス（5日・19日）

●市民講座

●語劇祭
　（15日・16日）
●冬期休業
　（18日～）

●後期試験（28日～）
●春季休業（13日～）

●外大夏イベント（26日）
●健康診断（12日・19日）

●前期試験（23日～）
●体育会球技大会（上旬）

●夏季休業
●後期授業開始（21日～）

●推薦入試
●特別選抜入試
●外大祭（27日・28日）

●卒業式・大学院修了式（25日）

外大ライフに慣れてきたこの頃
には、他学科他学年の知り合い
がたくさんできているはず !?
小さい大学の大きな魅力です!!｠

外大祭の2日間は勉強のことは
忘れて思いっきり楽しもう‼
5つの劇団が専攻言語で劇を上
演する語劇祭も一見の価値あり。

成績は前期試験と後期試験の
トータルで決まります。前期試
験やらかした人達の口癖は、

「進級したい」｠

大学生の春休みは長いです！
時間がたっぷりある分、自分
のやりたいことに取り組む絶
好の機会！｠

初めての履修登録は難しいと
思うので、遠慮なく先輩に聞
いてください！気になった新歓
にはどんどん参加してね！｠

出会いと別れの季節。卒業生の皆さん、
ありがとうございました。新入生のみ
なさん、合格おめでとう！
一緒に外大ライフを楽しみましょう～

学園都市駅裏から散歩道をまっすぐ歩くだけ、意外
に知らないおすすめスポット！
一面の桜は圧巻で満足すること間違いなし
アクセス：学園都市駅から徒歩10分/外大から15分

総合運動公園は、実はお手軽お花見スポット！
広い園内では桜の他にも様々な花を楽しむことがで
きる。学校帰りにお団子持ってピクニックなんてどう
ですか？
アクセス：総合運動公園駅下車すぐ/外大から10分

板宿駅近くの妙法寺川沿いに、約400本の桜
並木が連なる桜の名所。毎年春にはさくらまつ
りが開催され、多くの花見客で賑わいます。
アクセス：板宿駅から徒歩8分/外大から30分

異人館街と桜のコントラストや、高台からは神戸の港
町や海が一望できる最強スポット、北野天神。神戸
スイーツのお店が多く、花より団子派も楽しめます！
アクセス：三宮駅から徒歩15分/外大から55分

三ノ宮中心街から少し離れた落ち着いたスポット。生
田川沿いに植えられた桜が一斉に咲く光景は圧巻！
のどかなお散歩コースでゆっくりとお花見を楽しめます。
アクセス：三宮駅から徒歩10分/外大から50分

西神中央駅 学園都市駅
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何か一つ、誰にも負けないと自信を持って言えることを身につけましょう。就職活
動中や実際に仕事をする中で、それが自分の軸になります。大切なことは、自分の
好きなことや目の前のことに全力を尽くすことです。

★後輩へのエール

7:30 出勤

5時半に起きて新聞を読んだりニュースを見たり
します。8時からは新聞解説や会議に向けた準備
があります。

休診時間に時間を頂いて開業医にポートフォリオ提
案をします。商品内容は多種多様にあるので、しっ
かりとお客様の話を聞くことを心がけています。

14:00 開業医とのアポイント

16:00 新入社員との会議

法人に訪問し、社長と面談。法人での運用ニーズ確
認や、商品提案をします。私だけで出来ないことは
上司に一緒に行ってもらいます。

11:00 法人とのアポイント

今日のスケジュールや確認内容を共有します。

8:20 全体会議

９時になると場が開くので、今日の株価の推移や前
日の海外の株価の状況をお客様に電話してお伝え
し、売買します。

9:00 お客様に電話して状況報告、取引

ある日のスケジュール

VOL.42　淀屋　廣紀さん
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 コンサルティング一課

（英米学科　2015 年３月卒業）

OJTインストラクターとして、新入社員の業務報告
をヒアリング。案件を一つずつ丁寧に聞いて今後の
アプローチ方法をアドバイス。

17:10 全体会議、明日の準備

今日の進捗状況や内容について報告、共有。早く終
わることで仕事以外の時間もしっかり確保します。

18:00 退社

　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！

　日本最大の金融グループと、世界屈指の投資銀行のジョイントベンチャーである当
社は、証券業界でも際立った強みを発揮しています。お客さまから幅広い金融サービ
スやグローバルベースのサポートを求められる中で、多角的で質の高い総合金融サー
ビスを提供しています。国内外のネットワークを最大限に生かし、世界中の情報をい
ち早く入手することで、他社にはない固有のビジネスモデルを築きあげています。

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

★現在の業務 
　入社して岡山支店に着任してから４月で丸３年が経過します。現在は国内営業部門の
一員として、未上場法人や個人富裕層（オーナー、経営者、医者、資産家等）を中心に、様々
な金融ニーズに対して、お客さまの資産・リスク許容度などをお伺いした上で、個々に
とって最適なポートフォリオを提案しています。また、昨年よりOJTインストラクターを
しており、新入社員の指導、教育にも励んでいます。

★社会人になって感じたこと
　責任を持つことの難しさです。営利企業である以上、自分の目標は自分の責任で
あり、達成しないといけません。ただ、達成することは決して簡単なことではなく、
プレッシャーに押しつぶされそうになることもあります。

★大学生活を振り返って
　よく学びよく遊んだ学生生活でした。様々な事に挑戦し、成功も失敗もしました
が、それが全て仕事をする上での糧になっています。勉強でもアルバイトでも何で
もいいので、目の前の事に一生懸命になることが大切です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　当初目指して応募した業界の会社全てから「お祈りメール」が来たことです。そ
こで逆に冷静になり改めて自分を見つめ直すことから始めました。一から就職活
動をし直すのは大変でしたが、今となってはいい思い出です。

2018年度 就職行事予定表 ＜前期＞ ※下記予定は変更することがあります。また、新たにセミナーが追加されることもあります。
　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11日 水 公務員セミナー 公務員を目指す方へ､仕事内容や試験制度等 全学年 12時45分～14時15分
4月13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40分
4月18日 水 地元有力企業合同説明会 兵庫県内22の有力企業・団体が参加する合同企業採用説明会 4年生 ①10時～12時30分②14時～16時30分
4月24日 火 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40分

4月25日 水
第1回TOEIC対策セミナー TOEICの概要説明、対策方法、ミニテスト体験 全学年 12時45分～14時45分
兵庫県・神戸市教員試験説明会（仮） 教員を目指す方へ､兵庫県・神戸市教員試験案内等 全学年 12時45分～15時25分

5月9日 水
第2回TOEIC対策セミナー 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11日 金 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40分

5月16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23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
6月4日 月 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40分

6月6日 水
第１回TOEIC　IPテスト 申込は大学生協で（4月25日～5月25日） 全学年 13時～15時30分
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

6月13日 水
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
在外公館派遣員制度説明会 海外の日本大使館等への派遣員制度紹介 全学年 14時30分～16時

6月20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

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

第２回就職基本ガイダンス インターンシップの活用 3年生 12時45分～14時15分
6月27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 水
WEB模擬受験会 本番前にWEB筆記試験に挑戦しよう 全学年 ①12時45分～14時15分②16時05分～17時35分
留学&就職セミナー 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5日 木 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40分
7月11日 水 第2回TOEIC　IPテスト 申込は大学生協で（6月4日～6月29日） 全学年 13時～15時30分

7月18日 水 エアライン受験対策講座ガイダンス 航空業界最新情報、採用の流れ、10月から開講予定のエアライン受験対策講
座（有料）のカリキュラム内容説明、ワンポイントレッスン 全学年 12時45分～14時15分



何か一つ、誰にも負けないと自信を持って言えることを身につけましょう。就職活
動中や実際に仕事をする中で、それが自分の軸になります。大切なことは、自分の
好きなことや目の前のことに全力を尽くすことです。

★後輩へのエール

7:30 出勤

5時半に起きて新聞を読んだりニュースを見たり
します。8時からは新聞解説や会議に向けた準備
があります。

休診時間に時間を頂いて開業医にポートフォリオ提
案をします。商品内容は多種多様にあるので、しっ
かりとお客様の話を聞くことを心がけています。

14:00 開業医とのアポイント

16:00 新入社員との会議

法人に訪問し、社長と面談。法人での運用ニーズ確
認や、商品提案をします。私だけで出来ないことは
上司に一緒に行ってもらいます。

11:00 法人とのアポイント

今日のスケジュールや確認内容を共有します。

8:20 全体会議

９時になると場が開くので、今日の株価の推移や前
日の海外の株価の状況をお客様に電話してお伝え
し、売買します。

9:00 お客様に電話して状況報告、取引

ある日のスケジュール

VOL.42　淀屋　廣紀さん
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 コンサルティング一課

（英米学科　2015 年３月卒業）

OJTインストラクターとして、新入社員の業務報告
をヒアリング。案件を一つずつ丁寧に聞いて今後の
アプローチ方法をアドバイス。

17:10 全体会議、明日の準備

今日の進捗状況や内容について報告、共有。早く終
わることで仕事以外の時間もしっかり確保します。

18:00 退社

　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！

　日本最大の金融グループと、世界屈指の投資銀行のジョイントベンチャーである当
社は、証券業界でも際立った強みを発揮しています。お客さまから幅広い金融サービ
スやグローバルベースのサポートを求められる中で、多角的で質の高い総合金融サー
ビスを提供しています。国内外のネットワークを最大限に生かし、世界中の情報をい
ち早く入手することで、他社にはない固有のビジネスモデルを築きあげています。

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

★現在の業務 
　入社して岡山支店に着任してから４月で丸３年が経過します。現在は国内営業部門の
一員として、未上場法人や個人富裕層（オーナー、経営者、医者、資産家等）を中心に、様々
な金融ニーズに対して、お客さまの資産・リスク許容度などをお伺いした上で、個々に
とって最適なポートフォリオを提案しています。また、昨年よりOJTインストラクターを
しており、新入社員の指導、教育にも励んでいます。

★社会人になって感じたこと
　責任を持つことの難しさです。営利企業である以上、自分の目標は自分の責任で
あり、達成しないといけません。ただ、達成することは決して簡単なことではなく、
プレッシャーに押しつぶされそうになることもあります。

★大学生活を振り返って
　よく学びよく遊んだ学生生活でした。様々な事に挑戦し、成功も失敗もしました
が、それが全て仕事をする上での糧になっています。勉強でもアルバイトでも何で
もいいので、目の前の事に一生懸命になることが大切です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　当初目指して応募した業界の会社全てから「お祈りメール」が来たことです。そ
こで逆に冷静になり改めて自分を見つめ直すことから始めました。一から就職活
動をし直すのは大変でしたが、今となってはいい思い出です。

 橋  とにかく楽しかったです。期間途中
インフルエンザにかかって、現地で治療
費が嵩み、お金が足りなくなって正直、本
当に大変でしたが、「どんな状況でも楽し
もう」と思っていました。期間を通してと
ても楽しく、地元のスタッフともかなり
仲良くなったので、また行きたいです。そ
の前に、韓国語の勉強からと思い、教材を
買いました。とても良い刺激になったイ
ベントでした。

 岩 過酷だったけど、楽しかったです。東
京オリンピックは英語が通じる環境だと
いいなと思います。同じグループだった
スペインの男性は、「英語が韓国で使える
と思ってきたけど、なかなか英語を使え
る機会が無かった。東京五輪にも行きた
いので、今から2年間日本語を勉強する」
と言っていました。私も語学力を磨いて、
できれば、相手の母国語で挨拶くらいはできるようになって、2020年
のオリンピックで再び、通訳ボランティアをしてみたいです。

 橋  インフルエンザになってしまったこと。現地の病院で
色々なところに注射を打たれ、入院したこと。ついてきてくれ
た現地のスタッフの方が優しかったです。
もう１つは、仲良くなった人から「一度見たら忘れられない洞窟
がある」と言われたこと。結局、見に行けなかったのですが…。

 岩  IDチェックをしているときに、 ID
を持っていない「オジサン」が入ってき
たなーと思ったら、大統領でした。
全然気付かず、もっと丁寧な英語を話
せば良かったと反省しています。

 橋  チョンソンのアルペンスキー会場で、
イベントサービス担当でした。IDカードの
チェックやモビリティサービス（足の不自
由な方の車椅子を押したり、ご案内など）を
していました。

 岩  カンヌン会場の入口で、観客席の
ご案内をしました。場内が3つの競技
会場に分かれているので、IDをチェッ
クして観客を振り分ける係でした。

 橋  全国外大連合の
ボ ラ ン テ ィ ア 募 集
メールです。「オリン
ピック」の文字を見た
瞬間、（スポーツが好
きなこともあり）決め
ました。

 岩  同じくメールで知りました。オリンピック
は誰にでも経験できることではない。学生だか
らこそできる何かをやりたくて応募しました。

平昌オリンピック通訳ボランティア体験

 岩  かなり寒かったです。
気温計が-17℃を指し、
ペットボトルの水も凍っ
ていました。でも、地元の
方々からカイロをたくさ
んいただいて、仕事終わり
に、ルームメイトと数を数
えたら合わせて50個くら
いになっていました。 橋  水が硬水で、キムチなど辛いもの

を食べていたからか、なんとなくお肌
の調子が帰ってきてから良いような。

 岩 人が温かい。部屋も暖かい。物価が
安い。とりあえず、知っている日本語を
使って、色々喋りかけてくれたところ。｠

 橋  観客は年配の方が多く、ほ
とんど英語が通じず、韓国語で
話しかけられて困りました。

 岩  ID関連のトラブルで入場
できない方がいて、対応が大変
でした。

 橋  アイスホッケーや
スノーボードフリースタ
イルを見に行きました。

 岩  シフトがびっしり詰まって
いたのでほとんど休みがなく、た
まの休日は寮で休んでいました。

橋本さん 岩部さん

　日本勢のメダルラッシュに沸いた、平昌オリンピック。全国外大連合に加盟の7大学の学生が、得意の語学
やコミュニケーションの力を役立てようと、約100人が参加しました。本学からは、第2部英米学科2年（当
時）の橋本祐香里さん、岩部ほのかさんの2人が、2月1日～26日まで現地で活動しました。
（※以下、橋＝橋本さん　岩＝岩部さん）　



＜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）（敬称略）

＜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または個人）

3 月 23 日（金曜）、2017 年度卒業式・修了式が執り行わ
れました。また、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。

1 月 26 日（金曜）に、2017 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 7 回目となります。

今回 900 点以上の成績を申告した学生は 65 人でした。表彰
式には 31 人が出席し、指学長、田中学生支援部長より一人ひ
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。

2017年度学生顕彰受賞者（成績優秀者）

2017年度卒業式・卒業パーティー

2017年度TOEIC成績優秀者表彰式

英米学科

上田　楓 蒲原　光奈美
倉脇　みなみ 本城　成美

ロシア学科

後田　彩香 加賀田　悠

中国学科

當間　美波 三谷　陽香

イスパニア学科

森　春奈 野間　瑞希

【個人の部】

木村　友香
世界模擬国連ニューヨーク大会　GA　Outstanding Position Paper

永尾　崇晃

乾　智絵 第 26 回関西ロシア語コンクール　中級部門　第一位

小島　拓也 第 26 回関西ロシア語コンクール　上級部門　第三位

鐘築　拓也 第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト兵庫県大会　朗読部門　優勝

山本　果歩 第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト　大学生部門第一位　日本中国友好協会会長賞
第 9 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

髙野　菜於 第 53 回全国学生スペイン語弁論大会　第 1 部準優勝

寺本　晶子
世界模擬国連カナダ大会　SC　Outstanding Position Paper

村岡　勇太

吉松　紗恵子 世界模擬国連ニューヨーク大会　経済社会理事会副議長

村岡　英樹 第 1 回兵庫県学生英語プレゼンテーションコンテスト　最優秀賞

井上　詩歩子 日本アメリカ文学会新人賞

肖　海娜 汉日对比语言学研究会論文賞

【団体の部】

弓道部女子 関西学生弓道女子二部リーグ昇格

国際関係学科

川上　莉和 酒井　美菜子
横大路　真莉

第 2 部英米学科

小松　佐恵子 森　光輝
沖　佳代子



兵庫県内の高校等の生
徒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 11 日（日曜）
に開催され、第 11 回目
となる本大会には 23 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。

“We should abolish the Olympics.”（オリンピックの
廃止、是か非か）というテーマのもと、熱戦が繰り広げ
られました。

1 月 11 日（木曜）、神
戸ベイシェラトンホテル
＆タワーズで開催された
神戸市の賀詞交換会「新
春国際親善パーティー」
に、本学学生 13 人が通
訳として参加しました。

このパーティーは、神戸のまちづくりについて、市長と、
関西の外国公館、神戸地域の外資企業、教育関係者及び神
戸にお住まいの外国人市民の皆様が親しく意見を交わす場
として、毎年開催されているもので、参加した学生にとっ
ては、実践の場で語学力や知識の学習成果を試すことので
きる貴重な機会となりました。

1 月 22 日～ 26 日、神戸市との友好都市である中国・
天津市から小学生 15 人がスポーツ交流のために来日、本
学中国学科の学生 4 人が小学生の施設見学や買い物に同
行し、通訳として協力しました。

参加学生からは、「相手と会話することを通して実践的
に学ぶことができた」「今後もさらに中国語を勉強しよう
とモチベーションに繋がる貴重な体験だった」との感想が
寄せられました。

2 月 17 日、尼崎市国際交流協
会主催の「第 11 回 日本語スピー
チコンテスト」が開催され、13
人のコンテスト出場者のなかか
ら、本学の日本語プログラムに参
加するロシア出身の留学生スト
レリコワ・エレーナさんが最優秀
賞を受賞しました。

エレーナさんは、3 月 14 日に、
尼崎市のコミュニティ FM の番
組にも出演し、コンテストの感想
や日本での生活について、日本語
でコメントしました。

大学院英語学専攻の通訳・翻訳
領域のダブル・マスタープログラ
ムにオーストラリアのモナッシュ
大学から参加している留学生が、
神戸新聞 NEXT の「兵庫おでかけ
プラス」の英訳と神戸市立小磯記
念美術館の子ども向け英訳パンフ
の作成を行いました。

昨年は神戸市立博物館など県内 11 カ所の文化施設で子
供向け教材として配布されているミュージアム活用手帳

「みゅーかつ帳」の英語訳を手がけるなど、本プログラム
では理論だけでなく実践的な授業にも取り組んでいます。

2 月 14 日（水曜）、ボランティアコーナー学生スタッ
フが「学生と地域がつながる架け橋をつくる取り組み」と
いうテーマで日頃行っている地域活動の事例を２点発表し
ました。「今後も地域の方々と顔の見える関係を築くこと
で、より地域のニーズを踏まえた取り組みに協力していき
たい」との抱負を語りました。

第 11 回　兵庫県高校生英語
ディベートコンテストの開催

神戸新春国際親善パーティー

本学学生が天津小学生スポーツ交流訪日団の
中国語通訳ボランティアを行いました。

本学留学生が「第 11 回 日本語
スピーチコンテスト最優秀賞」を受賞

大学院留学生が神戸新聞英訳サイト、
小磯記念美術館の英訳パンフを作成

西区社会福祉協議会主催「ご近所支え合いサミット」で、
ボランティアコーナー学生スタッフが地域活動の事例を発表



2018 年度前期授業料納付書を 4 月中旬に送付しますので、4 月 27 日（金曜）
の期限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。

2018 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 年度前期分の減免より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。
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にも減免を認めることになりました。

２. 申請書交付期間：2018 年 6 月 4 日（月曜）～ 22 日（金曜）
３. 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 4、5 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

授業料後期分減免申請の受付

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27日（金曜） 4月中旬頃
後期分 10月31日（水曜） 10月中旬頃

①新規募集
　2018 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 23 日（月曜）　　書類提出期限　4 月 23 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 30 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13 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 4 月 24 日（火曜）まで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 23 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 20 日（金曜）、5 月 16 日（水曜）

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5日（木曜）～8日（日曜） 4月20日（金曜）

4月9日（月曜）～24日（火曜） 5月16日（水曜）

4月25日（水曜）～5月26日（土曜） 6月11日（月曜）



大学では実施していない歯科検診を、兵庫県が学園都市周辺大学で実施することとなりました。
本学では、定期健康診断と同日に引き続いて歯科検診を実施します。歯科医師による歯科検診、歯科衛生士による歯科保険相談、気

になる歯や歯並びの相談もできます。
歯科検診は予約制になっています。歯科検診を希望される方は 4 月 20 日（金曜）までに学生支援班で予約してください。
学生支援・教育グループ 学生支援班　TEL 794-8131

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 2 日（月曜）～ 16 日（月曜）
バイク通学届出期間：4 月 2 日（月曜）～ 20（金曜）
学生支援・教育グループ 学生支援班　TEL 794-8131

各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月 5 日（木曜）頃より掲示板にてお知らせします。2018 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、注意して見てください。

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 14 日（月曜）～ 5 月
18 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。

歯科検診のお知らせ

車両通学の自粛

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

各種奨学金　新規募集

実 施 日 時 ①：5 月 12 日（土曜）13 時 30 分～ 15 時 30 分
対 象 ①：ロシア学科・中国学科の学生
実 施 日 時 ②：5 月 12 日（土曜）15 時 30 分～ 17 時 15 分
対 象 ②：英米学科の学生
実 施 日 時 ③：5 月 19 日（土曜）14 時～ 16 時
対 象 ③：イスパニア学科・国際関係学科の学生
実 施 日 時 ④：5 月 19 日（土曜）16 時～ 18 時 15 分
対 象 ④：第２部英米学科・大学院生・科目等履修生・研究生・留学生
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・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 14 日（月曜）～ 5 月 18 日（金曜）の期間のみです。　予約電話：078-922-8800（代）検診課
※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。

※ 注 意 ※ 例年、開始直後は大変混雑します。指定された時間帯の開始より 30 分程度遅めに受診して頂くことで比較
的スムーズに受診が可能です。



＜行事予定＞＜ 2018 年度　チューター＞
日　時 行　事

4月5日（木曜） 入学式・オリエンテーション

4月6日（金曜） オリエンテーション

4月9日（月曜） 授業開始

5月1日（火曜） 大学指定休日

5月2日（水曜） 大学指定休日

5月12日（土曜）
健康診断

（英米・ロシア・中国学科の学生）

5月19日（土曜）
健康診断（イスパニア・国際関係・第2部英米
学科の学生及び大学院生・研究生・科目等履
修生・留学生）

5月26日（土曜） 外大祭夏イベント

★ 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：koho-core@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 光永 繁沢

２年生担当教員は、
原則として 2017
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 野村（和） 馬渕

英米学科Ｃ組 森谷 Farrah

英米学科Ｄ組 岩男 中村

ロシア学科 清水 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 川口 成田

国際関係学科Ａ組 山口（征） 玉井

国際関係学科Ｂ組 五月女 船尾

第２部

英米学科Ａ組 松永 衣川

英米学科Ｂ組 中沢 Tatsuki

英米学科Ｃ組 那須 金沢

2018年度教員異動

＜新任教員＞

＜昇任＞

＜割愛＞

＜退職＞

（2018 年 4 月 1 日付）

（2018 年 4 月 1 日付）

（2018 年３月 31 日付）

（2017 年 3 月 31 日付）

総合文化グループ（フランス語、思想、文化史） 太田　悠介  准教授

20 世紀以降のフランス思想が専門です。思想と言うと堅苦しく感じるかもしれませんが、フラン
スに限らず現代の様々な事象を考えるための手がかりとなるような講義を心がけています。講義
あるいはフランス語の授業で、皆さんに会うのを楽しみにしています。

英米学科（イギリス文学・英語圏文学） 大西　寿明  准教授

20 世紀のイギリス小説を専門にしています。最近はセイヤーズやクリスティなどの戦間期の探偵
小説に興味があります。下手な歴史書よりも当時の生活風俗を色濃く映し出すと言われる探偵小
説から、一緒に当時の世界を覗いてみませんか。きっと面白いですよ。

英米学科（Theoretical or Descriptive Linguistics） Franklin CHANG  准教授

専門は言語心理学です。脳がどのように言語構造の習得に関わっているかを研究しています。特
に、日本語と英語の構造の違いが文章形成にどのような影響を与えるのかに興味があります。

教授昇任 Edgar FRANZ （総合文化グループ）
教授昇任 林　範彦 （総合文化グループ）
准教授昇任 衣川　将介 （英米学科）

准教授 友田　康信 （法経商グループ）

太田　斎 教授 （中国学科）
田中　敏彦 教授 （総合文化グループ）
Mark CAMPANA 教授 （英米学科）
村田　邦夫 教授 （国際関係学科）

©2018　許可なく複製・転載を禁じます。


