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メーカー
貿易・商事
建設・運輸・倉庫
旅行・サービス
情報・通信
公務員
金融・保険・証券
教員・学校事務
報道・出版
その他
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神戸市外国語大学

学科別・主な就職先� （法人格省略・順不同）

○内の数字は内定人数合計、○が無い企業は 1 名
【英米学科】
ナブテスコ、関西ペイント、シスメックス、川崎重工業、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソン、ユニチカ、P&G ジャパン、サントリーホー
ルディングス、クボタ、神栄、帝人フロンティア、三井物産、花王
カスタマーマーケティング、豊通マシナリー、りそな銀行、大和証
券、野村證券、三菱 UFJ 銀行、近鉄エクスプレス、西日本旅客鉄道、
全日本空輸、阪急阪神エクスプレス、日本航空、Peach Aviation、
朝日印刷、ソフトバンク、日立ソリューションズ、広島ガス、阪急
交通社、翻訳センター、近鉄・都ホテルズ、JTB 関西、神戸税関、
兵庫県庁、航空管制官、神戸市役所、神戸市教育委員会、福井県教
育委員会、中小企業基盤整備機構

【ロシア学科】
リンテック、ダイキン工業、トヨタ紡織、GS ユアサコーポレーショ
ン、山善、富士通エレクトロニクス、西日本鉄道 国際物流事業本部、
JAL スカイ大阪、共同通信社、四季、近畿日本ツーリスト、星野リゾー
ト・マネジメント②、神戸市役所

【中国学科】
テルモ、日本ペイントホールディングス、京セラ、日本メドトロニッ
ク、キユーピー、山陽特殊製鋼、住友大阪セメント、日本水産、阪
和興業、神明、ニトリ、双日、JFE 商事、伊藤忠プラスティックス、
三井住友銀行、野村アセットマネジメント、全日本空輸②、日本通
運、三井倉庫ホールディングス、三井物産グローバルロジスティク
ス、中国電力、JTB 関西、マイナビ、姫路市役所

【イスパニア学科】
UCC 上島珈琲、古野電気、関西ペイント、東洋ゴム工業、山善、JFE
商事、豊通マシナリー、三井住友海上火災保険、西日本旅客鉄道、三
菱倉庫、阪急交通社、ユー・エス・ジェイ、全国農業協同組合連合会

【国際関係学科】
シスメックス②、住友ゴム工業、日本電産、神戸製鋼所、東洋ゴム
工業②、日立造船、大日本塗料、阪和興業②、蝶理、双日、帝人フ
ロンティア②、三井住友海上火災保険、りそな銀行、大和証券、住
友倉庫、全日本空輸②、関西エアポート、近畿日本鉄道、茨城新聞社、
日立システムズ、ジェイアール東海ツアーズ、PwC コンサルティン
グ、東京都庁、航空管制官、神戸市役所②、横浜税関、創志学園、
関西大学北陽高等学校・中学校

【第 2部英米学科】
TOA、セイコーエプソン②、千代田精機、中西金属工業、日新製鋼、
合食、第一生命保険、中国銀行、全日本空輸、日本航空②、日本通
運、郵船ロジスティクス、JAL スカイ、北海道ガス、ゼンリン、ワー
クスアプリケーション、クラブツーリズム、翻訳センター、兵庫県
庁、航空管制官、神戸市役所、神戸市教育委員会③、園田学園中学
校・高等学校、大阪 YMCA

2017年度卒業生就職状況
（2018 年３月卒業生）

学科 就職
希望者数 就職者数

就職者の内訳 就職者率
（%）民間 公務員 教員

英米 136 134 122 8 4 98.5%

ロシア 31 31 29 1 1 100.0%

中国 52 51 50 1 0 98.1%

イスパニア 30 29 29 0 0 96.7%

国際関係 70 70 64 5 1 100.0%

第 2 部英米 66 66 56 3 7 100.0%

全体 385 381 350 18 13 99.0%

業種別・主な就職先� （法人格省略・順不同）

○内の数字は内定人数合計、○が無い企業は 1 名
【メーカー】
（食品）サントリーホールディングス、アサヒ飲料、日本水産、UCC 上島珈琲、
キユーピー

（素材系）神戸製鋼所、山陽特殊製鋼、日新製鋼、日本製鋼、日本精工、住
友大阪セメント②

（重工・輸送機・機械）川崎重工業、ダイハツ、日立造船、クボタ、ダイキ
ン工業、千代田精機、中西金属工業③、ナブテスコ

（化学系）関西ペイント②、日本ペイントホールディングス②、住友ゴム工業、
東洋ゴム工業③、大日本塗料、リンテック④

（医薬品・医療機器）P&G ジャパン、ジョンソン・エンド・ジョンソン、シ
スメックス③、日本メドトロニック、テルモ

（電機・電子）京セラ、日本電産、GS ユアサコーポレーション、セイコーエ
プソン②、TOA、古野電気

（繊維・紙）大王製紙、ユニチカ、トヨタ紡織 など
【貿易・商事】
（総合商社）三井物産、双日③
（専門商社）阪和興業③、JFE 商事②、蝶理、帝人フロンティア②、山善②、
伊藤忠プラスチックス、豊通マシナリー②、合食、神栄、神明

（流通・小売）花王カスタマーマーケティング、ニトリ②、ファーストリテ
イリング、富士通エレクトロニクス など
【金融・保険・証券】
（都銀）三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、りそな銀行②
（地銀）中国銀行、肥後銀行、山陰合同銀行
（生保）第一生命保険
（損保）三井住友海上火災保険②
（証券）野村證券、大和証券② など
【運輸・倉庫】
（航空）全日本空輸⑥、日本航空④、関西エアポート、K スカイ②、JAL ス
カイ、JAL スカイ大阪、Peach Aviation

（鉄道）西日本旅客鉄道②、近畿日本鉄道
（倉庫）三菱倉庫、住友倉庫、三井倉庫ホールディングス
（陸運・海運）日本通運②、近鉄エクスプレス、阪急阪神エクスプレス、三
井物産グローバルロジスティクス、郵船ロジスティクス、西日本鉄道 国際
物流事業本部② など
【報道・出版・情報・通信】
（報道・出版）共同通信社、茨城新聞社、日本出版販売、朝日印刷
（情報・通信）ソフトバンク、日立システムズ、日立ソリューションズ、ワー
クスアプリケーションズ、マイナビ、ゼンリン など
【旅行・サービス】
（旅行）JTB 関西②、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、阪急交通社②、
JR 東海ツアーズ

（ホテル）近鉄・都ホテルズ、星野リゾート・マネジメント
（サービス）PwCコンサルティング、翻訳センター②、四季②、ユー・エス・ジェイ
（公共サービス）中国電力、北海道ガス、広島ガス など
【公務・教職・その他団体】
（国家公務員）航空管制官③、神戸税関、横浜税関
（地方公務員）兵庫県庁②、東京都庁、神戸市役所⑤、岡山市役所、姫路市役所
（教職）神戸市教育委員会④、兵庫県教育委員会②、福井県教育委員会、関
西大学北陽高等学校・中学校、園田学園中学校・高等学校、創志学園②

（その他団体）中小企業基盤整備機構、大阪 YMCA、全国農業協同組合連合
会 など



面接官は何よりもその会社の質や風土を体現しています。自分たち
は選ばれる側なので、相手の方が有能に見えてしまいがちですが、
就活という場の雰囲気に負けずにしっかりと見極めましょう。

★後輩へのエール

★現在の業務 
　プロデューサー候補生としてスクウェア・エニックスに入社
し、ドラゴンクエストシリーズ最新作―DQXIチームに配属さ
れました。2年間開発のいろはを学び、現在は同タイトルを北
米・欧州・アジアに展開するための準備を進めつつ、新しい企画
の考案も行っています。開発にかかるコスト・期間を計算し、販
売プランとともに会社に提案してプロジェクトを立ち上げ、商
品の発売まで責任を持ってチームを導く、というのが主な仕事
内容です。

★社会人になって感じたこと
　家族や友達は、僕ら若者の「夢」を手放しで応援してくれます
が、会社の同僚や上司はそれに明確な「理由」「実績」を求めま
す。就活でその両方を語れるかどうかが、社会人への第一歩
だったのかなと思います。

★大学生活を振り返って
　やらなくてよかったのはお小遣い稼ぎのバイト。大切な時間
を無駄にしていました。やってよかったのは将来について語り
合うこと。夢に向かって走り続ける友達の姿は、世知辛い社会
を生きる上で大きな励みになります。

★就職活動時の印象に残った出来事
　今の会社の最終面接にTシャツとジーンズで臨んだのです
が、部屋に入ったときに「やっと面白そうなのが来たよ！」と
言ってもらえたことが印象に残っています。必ずしもリク
ルートスーツが正解ではないようです。

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.43　久保田　光さん

株式会社スクウェア・エニックス
（国際関係学科　2015 年３月卒業）

　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！

「最高の物語を提供することで、世界中の人々の幸
福に貢献する。」を企業理念に、ゲーム・コミック・
グッズ・映画・アミューズメントなどのコンテンツ
を提供しており、代表作にファイナルファンタジー、ドラゴンクエ
スト、キングダムハーツ、鋼の錬金術師などがあります。東京に本
社を構え、国内では大阪、海外では北米・欧州及び中国に拠点や開
発スタジオを所有しており、これらのコンテンツのワールドワイ
ド展開を行っています。

　4月18日、兵庫県内で外大生採用に意欲の高い22の有力企
業・団体が来学し、地元有力企業合同説明会を三木記念会館
で開催しました。当日は約60人の学生が来場し、各企業・団体
の説明には延べ約140回の参加を数えました。参加した学生
にとっては各地元有力企業・団体の現状や今後の展望等につ
いての貴重な情報が得られ、大変有意義なものとなりまし
た。今後もこのようなイベントを開催することで、外大生に
地元有力企業を紹介する機会をさらに増やしていきたいと
考えています。

地元有力企業合同説明会の開催報告

【参加企業・団体】（五十音順、法人格省略）
午前の部：
アシックス商事、音羽電機工業、カネミツ、コスメック、山陽
電気鉄道、シマブンコーポレーション、千代田精機、日東物
流、早駒運輸、兵庫県警察、大和工業
午後の部：
ANAクラウンプラザホテル神戸、加美乃素本舗、小泉製麻、
合食、さくらケーシーエス、シバタ工業、神明、大東精機、中の
坊、日本ジャバラ、バンドー化学

10:00 就業開始　メールチェック・メッセンジャーチェック

 出勤

15:00 開発進捗会議

16:00 契約書ドラフトの作成

裁量労働制なので出社のタイミングはほぼ自由です（仕事が終わるなら・・・

開発業務を担当している会社に赴き、開発状況を確認します。問題や懸念が
ある場合は解決方法について指示を出します。

14:00 ランチ

制作中のゲームの北米発売に備えて、プロモーションプランの打ち合わせを
ビデオ会議で行います。こちらの午後0時は、ロスの午後7時です。今回の担当
は作品に対する熱意が強いので、議論が白熱して長丁場になります。

11:00 ロサンゼルス・マーケティングチームとのビデオ会議

ドラゴンクエストの各タイトルを担当するすべてのプロデューサーが集合し、
それぞれの進捗を報告する会議です。そこで他のタイトルの動向を知ること
ができます。

13:00 ドラゴンクエスト定例会議

協力会社に業務委託をするため、先方とビジネス条件について交渉して契約
書を作成します。

17:00 実機確認・修正指示

デザイナーやプランナーから、ゲーム内容についての相談を受けるので、開発
中のゲームを起動し、一つ一つの箇所を確認して指示を出します。

19:00 ロンドン・マーケティングチームとのビデオ会議

ゲームの海外展開は基本的に北米・欧州同時に行います。午前中にロス側と
行った会議の議事録はロスからロンドンに共有されているので、それを元に
ヨーロッパ側でのプロモーションプランの検討を行います。日本の午後７時は
ロンドンの午前10時！

作業が残っている場合は引き続き作業をしますが、機嫌が悪いとそれも放り出
して帰ります。

21:00 退社
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東アジア研究科があるため、日本に興味がある学生、また日本語
を勉強している学生が多く交流しやすかったです。タンデムを通
して日本語とドイツ語をお互いに教え合いながら勉強することが
でき、日本とドイツの違いを直接話し合うこともできました。様々
な国から学生が集まっていて、いろいろな国の友人を作ることも
できます。

　　第二外国語として学んでいたドイツ語をもっと勉強したいと
思い、英語とドイツ語を学ぶことのできるデュースブルクエッセン
大学を選びました。東アジア研究科では日本の外交や政治、社会
問題を扱う授業が開講されているため、そのような授業で海外か
らみた日本を学べるのではないかと思ったことも理由の一つです。

　　日本にいる時は、４年で大学を卒業し、すぐに就職すること
が当たり前だと思っていましたが、そう考えているのは日本人だ
けかもしれないと思いました。UDEでは大学・大学院ともに様々
な年齢の人がいます。まだ日本では馴染みのないリカレント教育
というシステムが海外では普通になっているようです。

　　英語だけでなくドイツ語も使う機会がある仕事に就きたいと
考えています。実際に留学したことでドイツという国にさらに興
味を持つようになったため、帰国後も継続してドイツ語を勉強し、
なんらかの形でまたドイツで暮らすことができればとも考えてい
ます。

　　さすがビール大国ということもあり、スーパーに並んでいるビー
ルの種類の多さや安さには驚きました。大学内でも売られていて、夏
の天気が良い日にはビール片手に芝生で楽しんでいる学生もいまし
た。また本場のクリスマスマーケットではたくさん可愛い屋台が並び、
イルミネーションで飾られとてもロマンチックでした。そこで売られ
ているグリューワインのカップのデザインがマーケットごとに異なり
集めるのも楽しかったです。

　　英語圏以外にチャレンジすることに不安はありましたが、今
となってみるとドイツに留学してよかったと本当に思っています。
１つ知っている言語が増えるだけで、こんなにもいろんな国の人
と関わることができるのかと実感したからです。またヨーロッパ
では母国語に加え英語を話すことができる人はたくさんいます。
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A.

A.

A.

A.

A.

留学先の大学のよいところは？この大学を選んだ理由は？

留学してどんな変化がありましたか？

夢・目標は？

一番心に残ったことは？

外大の後輩に、メッセージをお願いします。

　ドイツ留学ということで日常生活の会話はドイツ語、大学内や授業中は英語と毎日２つの言
語を使うので大変でした。初めの頃は英語圏に留学すればよかったと後悔することもありまし
たが、ドイツ語を勉強していなければ知り合うことはなかったであろう他国からの留学生とも
たくさん知り合うことができ、友人の輪が広がりました。また日本では海外のことについてば
かり勉強してきましたが、この大学の東アジア研究科の授業で日本について学ぶことができ、
改めて日本の良さを知ることができました。

月 火 水 木 金

10:00-12:00 Introduction to the 
German Political System

（S）
Japanese Politics（S）

Tandem

12:00-14:00 Tandem

14:00-16:00 Tandem Tandem
Deutsch

（ドイツ語語学）

Institutions and 
Organizations in Japan

（S）
Tandem

16:00-18:00
Japan’s Role in Global 
and Regional Economic 
Relations（L）

Research on Japanese 
Social Institutional 
Change（S）

L…Lecture, S…Seminar

ドイツ留学体験
英米学科４年　松本 彩萌子さん　（留学先：デュースブルクエッセン大学　留学期間：2017 年４月〜 2018 年２月）

住んでいた Duisburg の街並み

マリエン橋から見たノイシュヴァンシュタイン城

私の誕生日に、バディの Fiona さんが
手作りのケーキを焼いて

プレゼントしてくれました (^^)

もう 1 つのキャンパスがある
Essen のクリスマスマーケット

ドイツ語の授業は週に 1度４時間あり、それ
に加え空き時間に友人とタンデムを積極的に
しドイツ語を教えてもらっていました。

Dortmund のホームスタジアムに対 Bayern 
München の試合を見に行ったとき、

試合を見に来ていたドイツ人サポーターと一緒に



やっぱり自分が留学に行った国をオススメしま
すよね。とはいえ、日本でも、北海道と沖縄、東京
と大阪では全く違うのですから、たくさんの先
輩からいろんな話をよーく聞いてみましょう！

日ごとに気温も高まり、胸も高まり、ワクワク待ち遠しい夏。
バイトに留学、ひとり暮らしの環境改善など、この夏何かにチャレンジし
たい！ でも、キッカケが掴めない！ ねぇ、センパーイ！ 誰か教えて～！ 
ということで…広報サポーター（広サポ）がTwitterで、皆さんが今、どん
なことが気になるのか、聞いてみたいのか、質問を募集。
その回答を学内で見かけたセンパイ方に書いてもらいました。

いかがでしたか？参考になったでしょうか。わからないことは先輩に聞くのが一番で
すね （何でもかんでも聞くってのも考えものですが…）。
今回の回答を、大学生活の、あるいは人生の、ぜひ参考にしてみてください。Twitterに
参加してくださった方、質問者、回答者の皆さん、ありがとうございました！

質問したい

No.2Q

Q

A A
ロシア学科 2年
白石 紀美香さん

Q

Q

英米学科 1年
川瀬 愛樹さん

イスパニア学科 2年
阪上 歩未 さん・藤澤 実穂さん

国際関係学科 1年
鎌田 晃平さん

英米学科 1年
池添 彰人さん

英米学科 4年　片山 紗英さん

第2部英米学科 2年　大西 諒也さん

A

A

中国学科 4年　大村 勇太さん

英米学科 2年紀田 真美さん・村田 芙紀さん

英米学科 4年　笹岡 香名子さん・伊藤 遥さん

広サポより

先輩（信頼しているのが前提！）に紹介しても
らうのが安心。求人サイトにずっと掲載されて
いるようなお店には少し警戒が必要。慢性的な
スタッフ不足には何か理由があるはず。

広サポより

見つめましょう。視力検査のCくらい見つ
めましょう。そのうち意中の人が「えっな
に怖」みたいな感じで振り向いてくれるか
もしれませんね。

広サポより

広報サポータ
ー企画

イスパニア学科 2年

江崎 穂乃花さん・後藤 凜香さん

A

A

中国学科 2年
鈴木 淳高さん・村田 知輝さん

And More…!!

異性へのアプローチ♥
なんて…

Q
眠くならない秘策を…

Q

中国学科 2年
北風 菜穂さん・加藤 瞳さん・杉野 碧さん

A

まず立ち上がろう！そして、洗面所まで歩くと
いう動作によって、パッチリ目を覚まそう！好
きな音楽を目覚まし音としてセットしておく、く
らいは基本ですよね。

広サポより

ロシア学科 3年
白澤 治季さん

A

回答者さんは3年生。2回留年を回避した
ロシア学科先輩の「授業に出る」。この5
文字が何故これほど重いのかは言わず
もがな。

広サポより

僕の場合
①早く寝る②授業ギリギリまで仮眠する
③姿勢よく座る④深呼吸する…ですが、
成功確率は高くありません…誰か助けて…。

広サポより

早起きに失敗しない
方法、ありませんか？

Q

中国学科 2年
清水 祐華さん

A

第2部英米学科 3年
金 同民さん

A

オススメの
学食メニューは？

Q

第２部英米学科 2年
橋戸 謙太さん　ロシア学科 2年

峯島 慧さん 

英米学科 2年
高原 隆志さん

A

「バリューセット」ファンの方も多いと思い
ます。晩ご飯を学食で済ます習性がつくと、
自炊への道が遠のくというのはよくある話。

広サポより

センパイに
可愛がってもらうには？

Q
留年が心配で心配で…

国際関係学科 3年
佐々木 綾音さん・武田 渚さん・佐藤 那奈さん

A

「おいしいものが多い」これはとても大事な要素！
観光でも留学でも食べる回数は同じ。他のこと
は忘れても、食事の印象は、ながーく残ります。

広サポより

Q
行って良かった
旅行先は？

センパイのオス
スメ、

教えてください
っっ！

A

 「逆に」なんでしょうね。媚びすぎると、下心が
見え透いてしまって逆効果になる可能性大。
何事もほどほどに…。回答パネルに、まさに

「媚びすぎない」の教訓がよく表れています！？

広サポより

質問したい

No.1

質問したい

No.3

私（男性）は元町あたりのカフェが好きです。
お店ごとにこだわりのメニューなどがあって
探索が楽しいです。もちろん僕、「趣味：カフェ
巡り」です…え？これ何アピール？

広サポより
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▶ご専門は？
20 世紀以降のフランス思想です。一橋
大学で教養科目を受け持ち、学生のヨー

ロッパ引率も担当していました。また、いろいろな大学でフラ
ンス語を教えてきました。

▶取り組みたいことは？ 
まずは自分の研究を着実に進めることです。教育については、
フランス（語）への興味をもつ学生の裾野を広げることです。
少し時間がかかるかもしれませんが、将来的には本学で学ぶ学
生がフランス語圏に留学することができるようになれば、と考
えています。

▶趣味・特技は？
ひとつは読書です。趣味、特技、仕事のすべてを兼ねています。

　皆さん、楠ヶ丘会館南側に植えられている被爆アオギリをご存じですか。
　このアオギリは広島の原爆で被爆したアオギリから取れた種子を育てたもの（被爆アオギリ二世）で、2010年4月
に本学同窓会の楠ヶ丘会広島支部より、同支部の設立30周年を記念して寄贈されました。土壌が悪くなかなか育た
なかったため、昨年度土壌改良工事を行ったところ、春に新芽が芽吹き、みるみるうちに青葉が繁り始めました。
　日ごとにすくすくと育つ様子を、皆さんもぜひ一度ご覧ください。
○被爆アオギリとは
　親木は被爆により無残な傷跡をさらしましたが、翌年には新しい芽が息吹き、人々に生きる勇気と希望を与え
ました。1973年に広島市の平和記念公園に移植され、原爆被害の「生き証人」のひとつとして、核兵器の悲惨さと
命の大切さを訴え続けています。

忙しいときにあまり関係のない本を引っ張り出すにいたっては、
悪癖でもあります。もうひとつは留学時代に覚えた料理です。
仕事で行き詰まったときに手を動かすと、よい気分転換になり
ます。

▶座右の銘は？
教える立場になってから意識するようになったのは、「私は何を
知っているのか？」（モンテーニュ）です。自分の知が限られて
いることに謙虚さを求める言葉であり、それと同時に、知の地
平をさらに広げることを促す言葉でもあります。

▶学生へのメッセージを
落ちついて真面目なところは大事にしながら、時には背伸びを
することも意識してみてはいかがでしょうか。専門分野にこつ
こつと取り組むとともに、自分が惹かれるものにも同じくらい
積極的に関わってみてください。両者が思いがけないところで
結びつくこともあるかもしれません。

この春、神戸市外国語大学にお迎えした3人の新任教
員のみなさんにひとことコメントをいただきました。

（専門分野などは前号をご参照ください）

太田 悠介 准教授
総合文化グループ

▶ご専門は？
専門は 20 世紀のイギリス文学（小説）
です。あんまり研究されていない作家が

好きです。着任前は立教大学文学部の教員でした。

▶本学の印象は？
こじんまりとしたキャンパスであるがゆえに、教員や学生、ス
タッフの方々との距離が近く、アットホームな大学だなと感じ
ました。居心地がいいです。学生については、驚いたことに、
授業中、クラスに何か問いかけると必ず手を挙げて答えてくれ

る学生がいることです。学生が主体的に授業に臨んでくれてい
ると感じることができ、教員として非常に勇気づけられます。

▶休日は？
もっぱら探偵小説を読んで過ごしています。

▶座右の銘は？
これといってないのですが、学生のうちにアルベール・カミュ
の『シーシュポスの神話』を読むことをおすすめします。

▶学生へのメッセージを
すべてにおいて、一回失敗してからが本当の勝負だと思います。
いろいろなことに果敢に挑戦していってください。

大西 寿明 准教授
英米学科

▶ご専門は？
アメリカの大学院で言語心理の博士号
を取得してから、ライプツィヒの Max 

Planck Institute の 研 究 員 に な り ま し た。そ の 後、京 都 の
NTT コミュニケーション科学基礎研究所で子供の言語習得を研
究し、韓国のハンニャン大学とイギリスのリバプール大学に勤
めました。 

▶本学の印象は？
心配性の学生が多い（特に英語を話さなければならない時）で
すが、みなさん頑張り屋だと思います。 イギリスと日本の似て
いるところがあって、例えば、外大の学生はおとなしいですが、
イギリスの学生も（お酒を飲んでいない場合）おとなしい人が
多いです。

▶趣味・特技は？ 
アシュタンガヨガを練習しています。また、銭湯巡りが好きです。
日本のコンテンポラリー・ダンスと演劇（チェルフィッチュなど )
も好きです。 

▶学生生活を振り返ると？
大学院の６年間、充実した奨学金制度のおかげであまり心配事
もなく、楽しく勉強と研究をしました。心理学の院生でありな
がら、映画の授業を受け、香港へのフィールドトリップに参加
しました。在学中に、神奈川の NTT に６カ月間研修生として勤
務した経験から、日本への関心を持ち始めました。 

▶学生へのメッセージを
「許可を求めるな、許しを求めよ (Don’t ask for permission, 
beg for forgiveness)」という箴言が好きです。日本には細か
い禁止事項が多いので。

Franklin Chang 准教授フランクリン チャン
英米学科



3 月に開かれた模擬国連世界大会のニューヨーク大会に、南アフリカを担当する外交団
として 6 人、議長団として 3 人の本学学生が参加しました。

英米学科 2 年の木村友香さんと第 2 部英米学科 2 年の小林光梨さんのチームは、ポジショ
ンペーパー（政策提案文書）で優秀賞を受賞。また、本学とウェストファーレン応用科学
大学（ドイツ）の合同チームは、外交団奨励賞を受賞しました。

さらに、今回の大会では、本学学生が議長団としても重要な責務を果たしています。イ
スパニア学科 3 年の寺本晶子さんが、日本人学生では初めて議事運営議長兼書記長に選ば
れ、安全保障理事会の討議統括や動議への対応を担当しました。また、国際関係学科 4 年の植田奈菜子さんは、婦人の
地位向上委員会の副議長を、国際関係学科４年の吉松紗恵子さんは、国連開発局ユネスコの副議長を務めました。
（学年表記は参加時の学年）

4 月 3 日（火曜）に三木記念会館で、日本語プログラム（JLP）2018 年度春学
期開講式を執り行いました。

指学長と難波江国際交流センター長から祝辞を受けた、秋学期からの継続留学
生 13 人と新入生 10 人が、留学への意気込みを述べました。

開講式後の歓迎会では、JLP パートナーや先輩留学生のお勧めのお菓子を食べ
ながら、留学生と外大生が自分の趣味や出身国の文化について話し、ビンゴゲー
ムなどを通じて懇親を深めました。

駐日米国大使館が日本の大学学部生を対象に募集していた、米国務省 Study of the U.S. Branch 主催の Summer 
2018 Study of the U.S. Institute for Student Leaders（SUSI プログラム）の参加者の一人に、第 2 部英米学科 4 年
の野村ニイナさんが選ばれました。野村さんは日本のほか、ブラジル、中国、ロシア、インドの 5 カ国から参加する 20
人の参加者の一人として、今年 7 月に渡米し、約 5 週間にわたりモンタナ大学ミズーラ校を拠点に米国や世界各国の環
境政策について学ぶ予定です。

SUSI プログラムは、次世代のリーダーを育成するため、2003 年に始まり、毎年夏に各国の大学生を米国各地に招い
て米国の様々な政策やそれらの政策への米市民社会の関わりについて学ぶ場を提供しています。昨年は米国の宗教や女
性のリーダーシップなど 19 のプログラムが実施されました。

4 月から 5 月にかけて「観光客へ温かいおもてなしを」との
神戸市の方針に協力して、神戸港に入港した大型客船の外国人
観光客に通訳として交通機関や観光、お買い物スポットの案内
を行いました。

参加した学生からは、「英語
を実践的に使えたことが嬉し
かった」「道案内や切符を買う
手助けなどで大変喜んでもら
えた」「神戸のことをこれまで
以上に知ることができた」な
どの感想が寄せられました。

4 月から学生会館の職員に配属された、犬伏（いぬ
ぶせ）です。私はこれまでも、高校や大学で仕事をし
てきましたが、外大の学生は元気にあふれていますね！ 
また、外大の環境は自由度が高く、学ぶ環境として恵
まれているように感じます。
学生のみなさんは、やりたい
と思うこと色んなことにチャ
レンジしてみてください。

みなさんが充実した大学生
活が送れるようにサポートし、
学生会館を利用しやすい場所
にしていきたいと思います。

4 月 9 日（月曜）、高円宮妃殿下英語論文コンテス
ト 2017（主催：高円宮殿下日本カナダ記念基金、ア
ルバータ大学 Faculty of Extension）で、第 2 部英
米学科 4 年野村ニイナさんが 2 等賞を受賞しました。

模擬国連ニューヨーク大会で本学学生が大活躍

日本語プログラム　2018年度春学期開講式を実施

本学学生が米国務省主催SUSIプログラム参加者に選ばれました

外国人観光客のおもてなし事業 本学学生が「高円宮妃殿下英語論文
コンテスト2017」で2等賞を受賞

▶ご専門は？
20 世紀以降のフランス思想です。一橋
大学で教養科目を受け持ち、学生のヨー

ロッパ引率も担当していました。また、いろいろな大学でフラ
ンス語を教えてきました。

▶取り組みたいことは？ 
まずは自分の研究を着実に進めることです。教育については、
フランス（語）への興味をもつ学生の裾野を広げることです。
少し時間がかかるかもしれませんが、将来的には本学で学ぶ学
生がフランス語圏に留学することができるようになれば、と考
えています。

▶趣味・特技は？
ひとつは読書です。趣味、特技、仕事のすべてを兼ねています。

　皆さん、楠ヶ丘会館南側に植えられている被爆アオギリをご存じですか。
　このアオギリは広島の原爆で被爆したアオギリから取れた種子を育てたもの（被爆アオギリ二世）で、2010年4月
に本学同窓会の楠ヶ丘会広島支部より、同支部の設立30周年を記念して寄贈されました。土壌が悪くなかなか育た
なかったため、昨年度土壌改良工事を行ったところ、春に新芽が芽吹き、みるみるうちに青葉が繁り始めました。
　日ごとにすくすくと育つ様子を、皆さんもぜひ一度ご覧ください。
○被爆アオギリとは
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悪癖でもあります。もうひとつは留学時代に覚えた料理です。
仕事で行き詰まったときに手を動かすと、よい気分転換になり
ます。

▶座右の銘は？
教える立場になってから意識するようになったのは、「私は何を
知っているのか？」（モンテーニュ）です。自分の知が限られて
いることに謙虚さを求める言葉であり、それと同時に、知の地
平をさらに広げることを促す言葉でもあります。

▶学生へのメッセージを
落ちついて真面目なところは大事にしながら、時には背伸びを
することも意識してみてはいかがでしょうか。専門分野にこつ
こつと取り組むとともに、自分が惹かれるものにも同じくらい
積極的に関わってみてください。両者が思いがけないところで
結びつくこともあるかもしれません。

この春、神戸市外国語大学にお迎えした3人の新任教
員のみなさんにひとことコメントをいただきました。

（専門分野などは前号をご参照ください）

太田 悠介 准教授
総合文化グループ

▶ご専門は？
専門は 20 世紀のイギリス文学（小説）
です。あんまり研究されていない作家が

好きです。着任前は立教大学文学部の教員でした。

▶本学の印象は？
こじんまりとしたキャンパスであるがゆえに、教員や学生、ス
タッフの方々との距離が近く、アットホームな大学だなと感じ
ました。居心地がいいです。学生については、驚いたことに、
授業中、クラスに何か問いかけると必ず手を挙げて答えてくれ

る学生がいることです。学生が主体的に授業に臨んでくれてい
ると感じることができ、教員として非常に勇気づけられます。

▶休日は？
もっぱら探偵小説を読んで過ごしています。

▶座右の銘は？
これといってないのですが、学生のうちにアルベール・カミュ
の『シーシュポスの神話』を読むことをおすすめします。

▶学生へのメッセージを
すべてにおいて、一回失敗してからが本当の勝負だと思います。
いろいろなことに果敢に挑戦していってください。

大西 寿明 准教授
英米学科

▶ご専門は？
アメリカの大学院で言語心理の博士号
を取得してから、ライプツィヒの Max 

Planck Institute の 研 究 員 に な り ま し た。そ の 後、京 都 の
NTT コミュニケーション科学基礎研究所で子供の言語習得を研
究し、韓国のハンニャン大学とイギリスのリバプール大学に勤
めました。 

▶本学の印象は？
心配性の学生が多い（特に英語を話さなければならない時）で
すが、みなさん頑張り屋だと思います。 イギリスと日本の似て
いるところがあって、例えば、外大の学生はおとなしいですが、
イギリスの学生も（お酒を飲んでいない場合）おとなしい人が
多いです。

▶趣味・特技は？ 
アシュタンガヨガを練習しています。また、銭湯巡りが好きです。
日本のコンテンポラリー・ダンスと演劇（チェルフィッチュなど )
も好きです。 

▶学生生活を振り返ると？
大学院の６年間、充実した奨学金制度のおかげであまり心配事
もなく、楽しく勉強と研究をしました。心理学の院生でありな
がら、映画の授業を受け、香港へのフィールドトリップに参加
しました。在学中に、神奈川の NTT に６カ月間研修生として勤
務した経験から、日本への関心を持ち始めました。 

▶学生へのメッセージを
「許可を求めるな、許しを求めよ (Don’t ask for permission, 
beg for forgiveness)」という箴言が好きです。日本には細か
い禁止事項が多いので。

Franklin Chang 准教授フランクリン チャン
英米学科

は じ め ま し て



お知らせ
　授業関係

★前期試験
前期試験期間　7 月 23 日（月曜）～ 8 月 3 日（金曜）

（15 週目および前期試験期間）
試験日程発表　7 月 6 日（金曜）

期間外に試験を行う科目もありますので、各担当教
員の指示および掲示に注意してください。

前期成績発表　9 月 19 日（水曜）9 時（詳細は後日、発表します）
（成績については学内パソコンでのみ、GAIDAI PASS
で 9 月 19 日から 12 月 28 日まで確認できます）

★補講期間
　補講期間は、8 月 6 日（月曜）～ 10 日（金曜）です。
　補講科目については、7 月下旬に本部棟前掲示板および GAIDAI 
PASS にてお知らせします。

★ 2018 年度前期卒業
　2018 年度前期（9 月末）卒業を希望する学生は、学生支援・教
育グループ教務入試班へ申し込みをしてください。
前期卒業申し込み期限：6 月 29 日（金曜）
　「2018年度前期卒業 申込用紙」をGAIDAI PASSからダウンロー
ドし、提出してください。
卒業論文提出期限（前期卒業予定者）：7 月 10 日（火曜）21 時
　指導教員の了承後、学生支援・教育グループ教務入試班に提出し
てください。

★成績通算措置および単位認定措置の申請
　2018 年度後期から 1 年間休学予定の学生、または後期から派遣
留学予定の学生で、成績通算および単位認定を希望する学生は、休
学・留学前に申請書類を学生支援・教育グループ 教務入試班に提出
してください。

★ 2018 年度修士課程 9月修了手続き
１. 修士論文等
　（１）提出期限：2018 年 7 月 10 日（火曜）17 時まで
　（２）提出部数：学位論文審査申請書 1 部、修士論文 3 部および

日本語による論文要旨 4 部
２. 提出場所：研究所事務室（研究棟１F）※土日祝は受付できません。
３. その他
　内容、ページ数等については、指導教員の指示に従ってください。
　【問合せ先】研究所グループ　大学院班　078-794-8238

★ 2019 年度募集�修士課程大学院説明会
　日時：6 月 16 日（土曜）14 時
　場所：第 2 学舎 506 教室　対象：学部生

　授業料減免申請の受付

　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）

２. 申請書交付期間：2018 年 6 月 4 日（月曜）～ 22 日（金曜）
※交付期間後の申請書の交付は致しません。

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。

　日本学生支援機構奨学金変換誓約書説明会

　６月に奨学生として新規採用された学生は、下記の日程で返還誓
約書説明会を開催しますので、振込を確認のうえ、必ず出席してく
ださい。当日は奨学生証と返還誓約書を配布します。
　なお、返還誓約書を期日までに提出がない場合は、すでに振り込
まれた奨学金を返戻し、採用取り消しとなります。
日時：6 月 27 日（水曜）（1）13 時～ 14 時（2）16 時～ 17 時
場所：第２学舎 501 教室
※ 5 月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 5 月 30 日（水
曜）に開催しました。

　交流戦開催

スローガン：「学園都市　wants U!」
日程：6 月 16 日（土曜）～ 7 月 8 日（日曜）

　主な行事予定（6月～9月）

　2018年度　TOEIC検定スケジュール

日　時 行　事
6月４日（月曜） 授業料減免申請書交付開始

6月16日（土曜） 修士課程大学院説明会　14時～
第2学舎506教室　学部生対象

6月22日（金曜）～24日（日曜） 日本大学英語模擬国連（JUEMUN）

6月27日（水曜） 日本学生機構返還誓約書説明会

7月10日（火曜）21時 卒業論文提出期限（前期卒業予定者のみ）

7月23日（月曜）～8月3日（金曜） 15週目授業・前期試験

8月6日（月曜）～10日（金曜） 補講

8月6日（月曜）～16日（木曜） 集中講義

8月4日（土曜）～9月20日（木曜） 夏季休業

9月10日（月曜）～20日（木曜） 集中講義

要項・願書は生協店舗内にて配布、書籍カウンターでお申し込みください。

検定名 試験日 生協受付期間 検定料 問い合わせ先

IPテスト
（カレッジ
TOEIC）

第1回 6/6 4/25～5/25

3,900円

神戸外大生協
078-794-8192
http://www.hanshin.coop/kcufs/
予定が変更になる場合があります。
店舗情報にご注意！

第2回 7/11 6/4～6/29

第3回 10/17 9/18～10/5

第4回 11/28 10/22～11/16

第5回 1/9 11/26～12/21

公開
テスト

第229回 4/8 2/2～2/26

通常申込
5,725円                           
団体申込
5,540円

（団体申込
は網掛け
のみ）　　

TOEIC運営委員会
03-5521-6033
http://www.toeic.or.jp
申込最終日は受付時間15時締め切り
網掛けのみ団体受験制度適用。
生協でお申し込みください。

第230回 5/20 3/2～4/2

第231回 6/24 4/6～5/14

第232回 7/29 5/18～6/18

第233回 9/9 6/22～7/23

第234回 10/28 7/27～8/27

第235回 11/18 9/1～10/5

第236回 12/9 10/12～10/29

第237回 1/13  11/2～12/10

第238回 3/10  12/4 ～ 1/28

★ 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
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