
　本学は、日本語プログラム( Japanese Language program )を通じて、世界中から日本語・日本文化を学びた
いという留学生（ＪＬＰ生）を受け入れています。現在(2018年7月)ＪＬＰ生は23人おり、秋学期からは新たに14
人が本学で学びます。今回はＪＬＰ生と、その生活のサポートを担うＪＬＰパートナーにインタビューしました。

【留学生】　Schulz Oliver （シュルツ  オリバー）さん
ドイツ・デュースブルグ・エッセン大学出身
■日本語を学ぶ理由
ドイツとはまったく違う日本の文化に興味があって、将
来、日本に住んで就職したいから。
■好きな日本語
せやな
■日本語プログラムに参加してよかったこと
日本へ来るきっかけになった。日本国内の色んなところ
へ旅行に行けた。国際交流センターやJLPのサポートが
あって、安心して日常生活を送ることができた。日本語の
授業で新しいことをたくさん学んで、自分の日本語に自
信が持てるようになった。
The JLP program gave me the opportunity to make 
a lot of new experiences. I could travel to a lot of 
different places and find many new friends. Thanks 

to my JLP partners and the International Office 
staff I could always rest assured. Thank you very 
much! どうもありがとうございます。

【パートナー】　岡野 竜也さん、米田 由実さん、渡辺 梨奈
さん （国際関係学科2年）
■パートナー応募理由
大学でおもしろそうなことをしてみたかった。外国の友
達がほしいと思ったから。
■パートナーになってよかったこと
自分たちも日本について改めて学べたことがよかったで
す。
■パートナーになって楽しかったこと
留学生と一緒にいろんな所に出かけたり、遊んだりでき
たこと。一緒にランチタイムを過ごすこと。留学生に大阪
の方言を教えてあげたこと。メンバーの誕生日をみんな
で祝ったこと。一緒に料理をしたこと。外国のゲームを一
緒にしたこと。

日本語プログラム （JLP）留学生をサポート

【留学生】　Phan Kim Le （ファン キム リー）さん
アメリカ・オーガスタナ大学出身
■日本語を学ぶ理由
日本の文化と食べ物が好きだから。
■好きな日本語
薬→楽という漢字が中にはいっているから
卵→かたちがかわいいから
笑→顔みたいだから
■日本語プログラムに参加してよかったこと
いろいろな友達を作れたこと。先生たちがみんな優しい
しおもしろいこと。
ＪＬＰのパートナーが好き。

【パートナー】　土山 愛加さん、屋敷 時芳さん、
安場 夏奈美さん （英米学科2年）

■パートナー応募理由
日本や外国の文化をお互いに伝え
合うことができたらいいなと思っ
たから。
■パートナーになってよかった
こと
同世代の異文化をもっている友達
ができたし、話していて毎回新たな発見が見つけること
ができること。
■パートナーになって楽しかったこと
一緒にご飯を食べながらいろいろな話をして文化の違い
などに気付くこと。
住居の手続きなども、普段自分たちですらあまりしたこ
とのないことを留学生と一緒に経験できたこと。キムの
誕生日にたこ焼きパーティーをしたこと。

（これからまだまだご飯を一緒に食べたり遊んで楽しみ
ます！）

キムさんとパートナー

【留学生】　Becerra Nicolás (べセラ ニコラス)さん
スペイン・マドリード自治大学出身
■日本語を学ぶ理由
日本の伝統的な芸術にとても興味があり、特に絵と俳句
が好きだから。また、３年前に日本へ行き、日本人の友達
がたくさんできた。
■好きな日本語

「人見知り」と「承る」が大好きです
■外大・外大生の印象
確かに、神戸市外大は小さい大学な反面、友達ができやすい
大学だと思う。なぜなら、関西の人々は楽しく、優しいから。
■日本語プログラムに参加してよかったこと
多くのよかったことがあるが、僕にとって一番大切よ
かったことを強調したい。JLPのおかげで、僕の日本語能
力はだんだん上達した。それから、自分の自信が高まっ
た。また、困ったとき、先生と国際交流センターの職員さ
んが助けてくれた。

【パートナー】　青野 菜摘さん、山本 恵理さん  （国際関係
学科2年）　橋戸 謙太さん （第二部英米学科2年）
■パートナー応募理由
留学生と楽しい時間を一緒に過ごせたらいいなと思った
から。また、自分も留学する際に困ることがどのようなこ
とか知りたかったから。
■パートナーになってよかったこと
たくさんの時間をパートナーだけでなく多国籍の留学生
たちと一緒に過ごすことができて、刺激が多く充実して
いて楽しかったです。
■パートナーになって楽しかったこと
一緒にいろんなところに遊びに行ったり、旅行に行った
りしたときに、日本の良さを再発見できたり、そこで文化
の違いを実感したりできたのがすごく面白かったです。
また、病気や怪我で留学生が困っているときに病院に連
れて行ってあげて、とても感謝してくれたときは、力にな
ることができたんだなと思えて嬉しかったです。

ニコさんとパートナー

オリバーさんとパートナー
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小林 光梨さん （第2部英米学科3年）　担当国：ロシア
①議題について
　私はユネスコのロシア大使として「飢餓問題」をテーマとした会議に参
加しました。中でも「Sustainable Development Goals 2（飢餓をゼロに）
のための教育」に焦点を当てながら、ロシアの情勢と他国との関係を考慮
しつつ意見を述べ、他10カ国の大使と話し合いを進めました。最初は飢餓
問題と教育とを結ぶことに苦労しました。教育といっても児童の教育、親
世代の教育、農家の教育など年齢や置かれている状況に応じて様々な教育

方法を考えることが必要で、その重要性を理解できました。さらに、各国の事情や、ユネスコ
ができること、できないことを各々の意見と擦り合わせながら尊重し合い決議案を作成しま
した。
②参加して思ったこと、得られたこと
　準備期間には、飢餓問題の現状と国連が実際に行っていること、また自分の担当国が国
連の一加盟国として貢献していることなど、ふだんの授業や生活では学ぶことができな
い知識が身につきます。大会当日は、自分の意見や政策を伝える発言力や交渉力が必要で
す。加えて、私は北東・中央アジアのリーダーとして話し合いを進める立場だったので
リーダーシップも求められました。最初は大変なこともありましたが、チームのメンバー
から、3日間大変だったけどとても充実していた、来年もJUEMUNに出たい、模擬国連に
興味が湧いたなどの言葉をもらい、今回のJUEMUNにより模擬国連という輪を広めるこ
とができ、大会が成功したんだなと実感しました。

JUEMUN 2018  
　JUEMUN2018（日本大学英語模擬国連大会）が、6月22日
から24日までの3日間、京都外国語大学で開催されました。
2010年にスタートしたJUEMUNは今回が9回目です。本学
からは、22人の学生が参加。会議には30の国と地域の大学か
ら約200人が参加しました。
　今回のテーマは「End hunger, achieve food security 
and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture」で、「Education for 
Sustainable Development for 
SDG 2 in Asia and the Pacific 
Nat ions」「Malnut r i t ion  and 
Hunger in Asia and the Pacific 
Crisis Situations」「Malnutrition 
and Hunger in UNESCO’s Four 
Other Regions」の３つの委員会が
設けられました。

6月22日（金曜）

10時15分～
10時50分～
13時～20時30分
6月23日（土曜）

9時～12時
13時～18時
19時～20時45分
6月24日（日曜）

9時～12時
13時～15時
15時～16時30分

▶開会式

▶Mbuli Boliko氏(国際連合食糧農業機関)講演会

▶セッション１

▶セッション２

▶セッション３

▶セッション４

▶セッション５

▶セッション６

▶閉会式

Mbuli Boliko氏(国際連合食糧農業機関)の基調講演

次回開催校(本学)へのバトンタッチ

本学からの参加メンバー

寺本 晶子さん （イスパニア学科4年）
　「模擬国連とは何か」という問いかけに
始まった4月の初回授業から、大使役と
なった学生達は担当国の政策やユネスコ
の取り組みの研究に懸命に励みました。
その甲斐もあり、大会ではネイティブス
ピーカーらに引けを取らない白熱した議
論を繰り広げてました。最初は内気だっ
たように見えた外大生でしたが会議が進
むにつれ率先してリーダーシップをとる
見事な“化け様”に、外大生の底力を見た
ように思いますし、そんな彼らの学びの
経験を後押しできたことを誇らしく思い
ます。

Working Paper Consultantとして参加　  

椛山 美生さん （国際関係学科3年）　
　今回初めてチェアとして会議運営に関
わり、これまでとは違った角度から模擬
国連と向き合うことができました。大会
初日はどう議論を進めれば良いか分から
ず戸惑っていた大使たちが、徐々に打ち
解け活発に議論を交わすようになってい
く様子を見て、感銘を受けました。また、
大使たちの活動をサポートする中で、私
自身も本当にたくさんのことを学ぶこと
ができました。
　参加者それぞれにとっての学びや発
見、成長が、来年本学で開催される次回の
大会に繋がっていくことを願っています。

第２委員会にチェアとして参加

Education for Sustainable Development for SDG 2 in Asia and the Pacific Nations第１委員会

テリヨン クリスティーヌ 馨子さん （国際関係学科1年）　担当国：ロシア
①議題について
　私はロシア大使として、「太平洋地域とアジア地域の飢餓と栄養失調」のテー
マの中で、「先進国の極度な貧困状態にある人々の食料と水の供給の改善計画」
に取り組みました。ユネスコの規定に沿って会議を進め、自国の経済事情や食
料安全保障を討論し、先進諸国と発展途上諸国の間で現実的かつ持続可能な解
決策を練りました。また、各国が直面する飢餓の根本的な原因を発表し合って、
各国の政策に沿った食糧危機に対しての予防策にも注目しました。交渉と討論

を重ね合い、結果的にインフラ投資や農業技術の投資と共有についての幅広い提案が出ました。
②参加して思ったこと、得られたこと
　この会議を通じて、交渉力を磨くための経験が得られました。異なる経済事情、政治事情
の中で、それぞれの社会保障政策が根づいている国連加盟国が共通して実行可能な決議案
を作成するためには、高いレベルの交渉力が不可欠でした。加えて、大会に参加したことに
よってリーダーシップスキルを磨くこともできたように思います。各国の意見を可能な限
り決議に反映するために、役割分担を設定し自国の政策を基にworking paper（決議案)に
反映させました。また積極的に意見交換を促し、結果的に交渉と討論の末賛成多数で決議
案が可決されました。この経験を機会に、これから模擬国連に参加し続け、外交スキルを磨
いていきたいと考えています。

Malnutrition and Hunger in Asia and the Pacific Crisis Situations第２委員会

大平 真緒さん （国際関係学科2年）　担当国：フィリピン
①議題について
　「世界の栄養失調と飢餓」というテーマが設定され、私のグループでは
アフリカの栄養失調と飢餓を解決するために、持続可能な開発目標を念
頭に置きながら話し合いました。女性の社会的地位の向上や、教育の強
化、自然災害や気候変動による被害の軽減や経済的アプローチなど、
様々な視点から現状を改善するための政策を各国が持ち寄り、それぞれ
議論や交渉を進めました。文化や宗教、経済的事情などの違いから国に

よって異なる問題を抱える中、「アフリカ」という共通の地域について互いを尊重しなが
ら話し合い、全ての国が納得のいく決議にするために多くの時間をかけました。
②参加して思ったこと、得られたこと
　「他国(他者)の意見を尊重しつつ、自分の意見とすり合わせること」の大切さを頭では
分かっていても、実際はとても難しいことでした。自国には必要なことであっても他国に
とってはそうではない場合も多く、たくさんの議論を交わしました。より分かりやすく、
より具体的に、なぜ必要なのか説明するために多くの史料を読み漁ったり、専門用語をよ
り簡潔にしたりと大変でしたが、その分、決議にまとまったときの達成感はとても大き
かったです。国連の一連の流れや仕組み、専門用語、フィリピンやアフリカの食糧危機の
現状、国際機関やプロジェクトなど、2カ月前の自分とは比較できない程の知識が身につ
きました。また、交渉の大切さや難しさを実際に経験することで人間としても成長できた
良い機会でした。

Malnutrition and Hunger in UNESCO’s Four Other Regions第３委員会

開催！
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化、自然災害や気候変動による被害の軽減や経済的アプローチなど、
様々な視点から現状を改善するための政策を各国が持ち寄り、それぞれ
議論や交渉を進めました。文化や宗教、経済的事情などの違いから国に

よって異なる問題を抱える中、「アフリカ」という共通の地域について互いを尊重しなが
ら話し合い、全ての国が納得のいく決議にするために多くの時間をかけました。
②参加して思ったこと、得られたこと
　「他国(他者)の意見を尊重しつつ、自分の意見とすり合わせること」の大切さを頭では
分かっていても、実際はとても難しいことでした。自国には必要なことであっても他国に
とってはそうではない場合も多く、たくさんの議論を交わしました。より分かりやすく、
より具体的に、なぜ必要なのか説明するために多くの史料を読み漁ったり、専門用語をよ
り簡潔にしたりと大変でしたが、その分、決議にまとまったときの達成感はとても大き
かったです。国連の一連の流れや仕組み、専門用語、フィリピンやアフリカの食糧危機の
現状、国際機関やプロジェクトなど、2カ月前の自分とは比較できない程の知識が身につ
きました。また、交渉の大切さや難しさを実際に経験することで人間としても成長できた
良い機会でした。

Malnutrition and Hunger in UNESCO’s Four Other Regions第３委員会

開催！
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・学生数が少ないため、学生と教授の距離が近くアットホーム
な雰囲気がしたから。
・ホームステイができるから。

・ホストファミリーとバンフ国立公園に行き、美しい景観を楽
しんだこと。凍った湖や雪で真っ白なカナディアンロッキー
の美しさは圧巻でした。

・どのような環境に置かれたとしても適応できる自信がつきま
した。
・学習面に関しては、多くのエッセイや現地の友人との会話を
通して英語の表現力が身に付きました。

今から旅立たれるみなさん、緊張や不安はあると思いますが、
一度行ってしまえばなるようになります！全力で楽しむことを
考えて悔いの残らない留学生活を送ってきてください！

カナダ留学体験談

Q.
Q.

Q.

Q.

A.
A.

A.

A.・留学生のために学校側がイベントをたくさん用意してくれる
・いろんなコースの授業が受けられる
・日本人が少ない

その大学を選んだ理由は？

留学先の大学のよいところ

外大の後輩に、メッセージをお願いします。

一番心に残ったことは？

留学してどんな変化がありましたか？

北野 結衣子さん（英米学科４年）

　8 カ月間で一番思い出に残ったのは、ホームス
テイでした。私のホストファミリーはホストマザー
と 20 歳の女の子と 16 歳の男の子の３人家族でし
た。子供たちとは年齢が近いこともあり、話しや
すく、すぐ仲良くなってドライブに誘ってくれた
り、一緒にご飯を食べたりと本当の兄妹のように
過ごしました。またホストマザーはネイリストで
基本は家で仕事をしていたため、話す機会が多かっ
たです。時間がある時は仕事場に遊びに行ってク
ライアントと一緒に話をしたり、家にいても英語
も使う機会が多くありました。そのおかげで、たっ
た 8 カ月ですが、英語力は上がり、私の第二の家
族のような深い関係を作ることができました。

留学先：メディシンハットカレッジ
留学期間：2017年9月～2018年5月（約8カ月）

時間割（前期） L…Lecture   S…Seminar   W…Workshop
月 火 水 木 金

10:00-
10:50 Gender Studies(L) Gender Studies(L) Gender Studies(L)

11:00-
11:50

Principles of 
Psychology(L)

Principles of 
Psychology(L)

Principles of 
Psychology(L)

16:00-
19:50

Interpersonal 
Relations Ⅰ (L)

（後期）

10:00-
10:50

The Nature of 
Religion (L)

The Nature of 
Religion (L)

The Nature of 
Religion (L)

15:00-
16:15

Psychology of 
Sports and 
Physical 
Activity(L)

Psychology of 
Sports and 
Physical 
Activity(L)

farewell & surprise early birthday party
帰国前日にホストマザーが企画してくれ、
号泣した 1 日でした ♥

Medicine Hat’s Teepee
メディシンハットの誇り！
世界で 1 番大きい先住民の住居の骨組みです！

Toboggan( そりすべり )
− 20 度の寒空の下、ウィンタースポーツ
を楽しみました (笑 )

Banff
息を呑むほどの川の大きさに圧倒されま
した。

Easter supper @grandma’s house
ホストファミリーの親戚一同集結！！

Lake Louis
冬になると湖の表面が凍って上を歩けま
す！



　図書館ラーニングコモンズに印刷機が展示されている
ことにお気づきですか。この手動の印刷機はアルビオン型
ハンドプレスといい、大阪の片田鉄工所（明治 30 年創業）
が製造したもので、現在閉館中の神戸市立博物館から借
用しています。後期にはこの印刷機を使うイベント等を催
す予定です。是非一度、神戸市立博物館所蔵の貴重な文
化財を間近でご覧ください。

ご存知ですか？

普段「学園東町なかよしのお
楽しみ会」で接している子ども
たちともっと仲良くなって、楽
しく安全に遊べるよう、毎年子
どもたちの障がいに関する知識
を共有するためのセミナーを実
施しています。ボランティアコー
ナーの新入生スタッフが事前に
調べたことを発表。その後、新たに知ったこと、子どもと関わっていく上で活かせるアイデアなどを出し合いました。
子どもたちのお母さんも参加してくださり、家庭での普段の暮らしぶりやこんな時どう接したらよいか、など貴重なお
話を聞くことができました。

オープンキャンパスにはぜひきれい
なお花で受験生をお迎えしたい！炎天
下、道行く人たちにも色とりどりのお
花を見て和んでもらいたい！そんな思
いから、ボランティアコーナー学生ス
タッフは毎年夏の花を植えています。
場所は、外大正門前からキャンパス内
へと続くアプローチの両脇です。また、
夏休みまでは毎日交代で水遣りも行います。強い陽射しにも負けな
い元気なお花たちの成長を見守ってくださいね。

5 月 26 日（土曜）に学園祭実行委員会の主催で外大祭夏
イベント『夏イベントだヨ！全員集合』が開催されました。

当日は開会式のあと太山寺中学校吹奏楽部による演奏で
スタートし、音楽、ダンスなどのステージイベントのほか
今年のテーマ「レトロ」にちなんでレトロアニメクイズ大
会が開催され盛り上がりました。

第 19 回神戸研究学園都市大学交流戦が 6 月 16 日
～ 7 月 7 日の土曜、日曜に開催され、バレーボールや
ラクロス、ラグビー、剣道などの 11 競技が行われま
した。なお、残念ながら大雨の影響により 7 月 7・8
日に予定していた閉会式及び学校間、地域との交流を
目的としたドッヂビー（フリスビーを用いたドッヂ
ボール）大会は中止となりました。

今年度のスローガンは、「学園都市 wants U!!」です。
これには、各学校で全員の力を結集し協力すること、
また交流戦を地域
のすべての方々に
知 っ て い た だ き、
参加していただき
たいという意味が
こめられています。

6月23日（土曜） 「子どもたちの障がいに関する知識を共有するセミナー」開催しました。

6月27日（水曜） 外大花植え隊出動！

外大祭夏イベント 学園都市交流戦

ボランティア
コーナー主催

ボランティア
コーナー主催



あの会社に入ってこれがしたい！と考えて入社しても、必ずしもチャンスは直
ぐに巡ってこないこともあります。まず目の前の課題に打ち込むことが重要だ
と思います。チャンスを掴む準備は万全に整えておきましょう！

★後輩へのエール

8:30～9:00　出社。事務作業。
本日訪問予定の病院で話す内容のチェック、資料作
成、経費精算など。

9:00～10:00　チームミーティング
南東北エリア担当のミーティングです。今後どのよう
な戦略で売り上げを上げていくかを練ります。

ドクター、臨床工学技士（ME）さんに新しく導入する
血管内超音波画像診断装置の紹介、ご説明。製品の中
には、ドクターだけではなく、MEさんも使用するもの
もあり、両者へのフォローが重要です。

10:00～11:00　仙台市の○○病院訪問

ドクター、MEさんに新しく導入する血管拡張用バ
ルーンカテーテルの紹介、ご説明。
7月下旬の学会に参加されるかの確認も。

12:30～13:30　福島市の××病院訪問

××病院の近くにあるため、訪問。何かを紹介するた
め、というわけではありませんが、頻繁に顔を出し、関
係維持に努めます。

14:00～14:30　福島市の△△病院訪問

製品を使用してくださったお礼、製品ハンズオンのイ
ベントの打ち合わせ。

16:00～17:00　仙台市の◇◇病院訪問

仕事以外にも幅広い知り合いを作ることは大切な気
がします。リラックスしたい時など、助けてもらって
ます。

19:30　退社。晩御飯は近くのピザ屋さん。

上司には毎日その日の業務内容を報告し、翌日以降の
動きについて打ち合わせをします。

17:30～19:30　帰社、事務作業、上司に報連相、
　　　　　　翌日の準備など。

★現在の業務 
　テルモには3つの事業分野があり、その中の心臓血管カンパニーに所属
しています。虚血性心疾患、末梢動脈疾患といった病気の診断や治療に必要
なデバイス(ステント、バルーン、各種カテーテル等)の営業をしています。
製品自体の知識は勿論のこと、治療成績についても話をすることが多く、統
計学の知識なども必要となることもあり、毎日勉強の日々です。仙台配属に
なり、牛タン、ずんだ餅を食べる日々です。

★社会人になって感じたこと
　アウトプットの多さです。製品を使用して頂くために何をどのように伝
えれば良いのか、試行錯誤の連続です。勿論インプットもかなり多く、日々
更新される情報についていくのが大変な時もあります。

★大学生活を振り返って
　勉学は勿論、語劇や広報サポーター、マラソンやアルバイトに打ち込んで
いました。目の前の事を極めようとする心持ちは、仕事に関する新たな知識
の習得や、趣味にも本気で向き合うことにも活きていると思います。

★就職活動時の印象に残った出来事
　自分の準備不足で、第一希望の企業の試験に落ちてしまったことです。今
思い返せば、あの時こうしていれば…という反省が沢山出てきます。仕事で
は先を見越して準備をし、同じ過ちを犯さないように気を付けています。

ある日のスケジュール

VOL.44　知野　雅敏さん
テルモ株式会社　心臓血管カンパニー　TIS 事業

（ロシア学科　2016 年卒業）

　テルモは1921年創業の医療機器メーカーです。
「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念の
もと、3つのカンパニーを通して事業活動を展開し
ています。日本発のグローバル企業を目指し、製品
だけでなく、医療従事者のトレーニング等を含めた
トータルのサービスの提供を行っています。医療の
現場に欠かせない製品を数多く有しており、トップ
シェア製品も多数あります。

　インターンシップに参加して得られる成果を知ることで、インターンシップに参加する目標を持ち、成果を意識しながら
活動できるでしょう。では、具体的にどんな目標を設定すればいいのでしょうか？設定したい目標内容を見てみましょう。

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

　現在、就職活動中の人もこれからの人も、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！

目的意識を持ってインターンシップに参加しよう

1.  確実にスキル・能力・ビジネスマナーを身につける
　インターンシップでは、実際に企業で社員と同じような仕
事を行います。その会社の「実務」に関わります。つまり、社会
人としての実践経験を積める貴重な機会です。
　当然ですが、その分、責任や仕事量は大きいですが、スキル
アップを目指したり社会人マナーを学ぶ上では最適な環境
です。こういった機会に、足りていないものを見つける、とい
う目標を持ちましょう。

2. 仕事を通して会社を経験する
　インターンシップで設定すべき目標として、仕事の経験を
積むことが挙げられます。このインターン中にできるだけ数
多く、仕事においての経験をつくっておきましょう。

　なぜ、経験が大切かというと、その経験が採用面接では、内
定を左右するくらい大事なものになるからです。そういっ
た、経験に基づいた志望動機などにすれば、面接などで自分
の強いアピールになりますので、是非自分の中で、目標を設
定してインターンシップに取り組んでいきましょう。

3. 自分の弱いところを克服し乗り越える
　インターンシップでは、仕事の中で必ずといっていいほ
ど、壁にぶつかると思います。その壁こそが、自分のウィーク
ポイントつまり弱みであり、今の自分の課題になる訳です。
　そういった壁が自分の前に立ちはだかった時に、その場か
ら目を背けるのではなく、確実に克服し乗り越えていくの
だ、というくらいの目標を最初から設定しておきましょう。



5月22日（火曜）、駐大阪オーストラリア総領事デイビッ
ド・ローソン氏の講演会が三木記念会館で開催されまし
た。 講 演 は「Australia and Japan - Innovating for 
the future」の表題で行われ、総領事ご自身の経歴と重ね
て、オーストラリアと日本の商取引の歴史と今後の展望
についてお話しいただきました。質疑応答でも丁寧にお
答えをいただき、学生・教職員にとって貴重な経験とな
りました。

6 月 12 日（火曜）、ウガンダで元子ども兵の社会復帰
支援施設“SMILE HOUSE”で所長を務めているオテマ・
ジミー氏が、同施設を創設した日本の認定 NPO 法人テラ・
ルネッサンス代表の小川真吾氏とともに本学を訪問し、
学生と交流しました。

【参加者の感想】
岸上 侑希さん（英米学科 3 年）

平日の開催にもかかわらず多くの外大生が参加していま
した。前半はオテマ氏から SMILE HOUSE の活動について
のお話があり、後半は私たちからの質問に答えて頂きまし
た。質問の内容は、子ども兵に関することからウガンダの
文化に関することまで様々で、時折笑いも見られる和やか
な時間でした。

私が交流会に参加して一番強く感じたのが、｢現場の方の
言葉の重み｣ でした。体内に銃弾が残ったままの人、昔自
分を子ども兵としてリクルートした相手や友人の親を殺し
た相手と施設内で再会してしまった人など、様々な背景を
持った人たちが一緒に施設で社会復帰を目指しているとい
う話を聞いたときは、子ども兵問題の難しさ、繊細さを目の
当たりにしました。私たちにまずできることは、一人でも多
くの人が子ども兵問題の現状を知ることだと思いました。

神戸研究学園都市大学交流推進協議会 UNITY が来年で
20 周年を迎えるにあたり、プレイベントとして、元
NHK ワシントン支局長を務めた、作家でジャーナリスト
の手嶋龍一さんを招き、6 月 1 日（金曜）に講演会が開
催されました。本学卒業生、UNITY の受講生などを対象
としたもので、「東アジアの時代をどう生き抜くかー台頭
する中国と日米同盟ー」というテーマで講演が行われま
した。これから東アジアがどうなっていくのか、身振り
手振りを交えながら、取材時のエピソードを熱を込めて
話す手嶋さんに、観客の関心は高まりました。後半の総
合文化コースの中沢葉子教授とのトークセッションでは、
観客から募った質問に手嶋さんが答える形ですすめられ、
観客はメモを取るなどして、熱心に耳を傾けていました。

進路指導の一環として、大学を見学して模擬授業など
を受け、大学で学ぶことや学生生活の話を聞くことをカ
リキュラムに取り入れる高校が増えています。本学への
見学希望も年々増えており、今年度も 20 校以上の訪問
を受ける予定で、6 ～ 7 月は 7 校の申し込みがありました。

大学説明に加え、特別講義、卒業生との交流コーナー、
模擬国連世界大会の紹介、キャンパスツアー、学生食堂
の利用など、高校側のご期待やご要望に応じたプログラ
ムを組んでいます。

そんな高校生を見かけられましたら、やさしく一声か
けていただけると、本学にいい印象を持ってもらえるか
と思います。将来の外大生候補を、温かく見守ってくだ
さい。

時間が合えば、母校
の後輩の前で「晴れ
姿」を披露すること
も。（写真は右からイ
スパニア学科 3 年・
清内友雅さん、第 2
部英米学科 3 年・東
本進太郎さん）

約 30 分のキャンパスツアーはお互いにとって新鮮なひととき

本学での交流会のようす（左がオテマ・ジミー氏）

駐大阪オーストラリア総領事講演会が
開催されました

ウガンダ・元子ども兵社会復帰支援施設長
オテマ・ジミー氏との交流

UNITY20周年プレイベント
「手嶋龍一講演会」

外大見学の高校生をご案内



お知らせ
　授業関係

★成績発表・成績問い合わせ
前期成績発表 9 月19 日（水曜）（１2 月28 日（金曜）まで学内パ
ソコンで GADAI PASS にて閲覧可能）
前期成績問い合わせ 9 月19 日（水曜）～ 21 日（金曜）

成績発表、成績問い合わせに関する詳細は、本部棟前掲示板および
GAIDAI PASS にてお知らせしています。

★国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催について 
（学部 1 年生対象）

日時：  10月中旬（決定次第、GAIDAI PASS 等でお知らせします）
対象：学部 1 年生
　※ ICC 希望者は必ず参加してください。

　夏季休暇中の施設開閉時間

＜学生支援・教育グループ＞
□  集中講義・補講期間 (8 月 6 日～ 8 月 16 日・9 月 10 日～

9 月 20 日 )：通常どおり開室
□ 8 月 17 日～ 8 月 24 日：8 時 30 分～ 17 時
□  上記以外の夏季休業期間：月・水・金曜は 8 時 30 分～ 19 時 

／ 火・木曜は 8 時 30 分～ 17 時
＜学生相談室＞
夏季休業期間中は、水曜日のみの開室です。
相談の時間帯は 11 時～ 16 時 45 分までの 6 枠です。
＜学生会館＞
夏季休業期間中の会館事務室・施設の利用時間は以下のとおりで
す。施設利用時は会館事務室の閉室までに鍵を返却してください。

　行事予定（7月〜10月）

　　図書館　〜夏季休業期等の開館時間と休館日〜

日　時 行　事

7月23日（月曜）～8月3日（金曜） 前期試験

8月6日（月曜）～8月10日（金曜） 補講

8月6日（月曜）～8月16日（木曜） 集中講義

8月5日（日曜）・8月19日（日曜） オープンキャンパス

9月3日（月曜）～9月10日（月曜） 大学院修士課程（第1次募集）出願期間

9月10日（月曜）～9月20日（木曜） 集中講義

9月19日（水曜）～12月28日（金曜）成績発表（学内パソコンで閲覧可能）

9月19日（水曜）～9月21日（金曜） 成績問い合わせ

9月21日（金曜） 後期授業開始

9月21日（金曜）～9月27日（木曜） 後期履修登録期間

9月27日（木曜） 前期修了式

10月3日（水曜） コース説明会(1年生対象）

10月13日（土曜） 大学院修士課程（第1次募集）入試

10月26日（金曜） 外大祭準備

10月27日（土曜）・10月28日（日曜） 外大祭

該当期間 会館事務室 会館施設 室外体育施設 室内体育施設

平
　
日

集中講義・補講期間
（8月6日～8月16日・
9月10日～9月20日）

9 時～ 20 時 9 時～
19 時 30 分 9 時～日没 9 時～

19 時 30 分

8 月17 日～ 8 月 24 日 9 時～ 17 時 9 時～
16 時 30 分

9 時～
16 時 30 分

9 時～
16 時 30 分

上記
以外の
夏季休
暇期間

月・水・金 9 時～ 20 時 9 時～
19 時 30 分 9 時～日没 9 時～

19 時 30 分

火・木 9 時～ 17 時 9 時～
16 時 30 分

9 時～
16 時 30 分

9 時～
16 時 30 分

土・日・祝
※  特に事由があり事前

に使用許可を受けた
場合に限ります。

9 時～ 19 時 9 時～
18 時 30 分 9 時～ 18 時 9 時～ 18 時

学
生
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室

8 月 6 日（月曜）～ 8 月 16 日（木曜）：8 時 40 分～ 21 時
8 月 17 日（金曜）～ 8 月 24 日（金曜）：8 時 40 分～ 16 時 30 分
8 月 27 日（月曜）：12 時～ 16 時 30 分
8 月 28 日（火曜）～ 9 月 7 日（金曜）：8 時 40 分～ 16 時 30 分
9 月 10 日（月曜）～ 9 月 21 日（金曜）：8 時 40 分～ 21 時
9 月 24 日（月曜）：12 時～ 21 時
9 月 25 日（火曜）以降は 8 時 40 分～ 21 時
土曜・日曜・祝日は終日閉室です。

★ 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/

土・日・祝 
※特に事由があり事前に使

用許可を受けた場合に限
ります。 

9 時～19

時 

9 時～18 時

30 分 
9 時～18 時 9 時～18 時 

 

  

＜学生コンピュータ室＞ 

 

8 月 6 日（月曜）～8 月 16 日（木曜）：8 時 40 分～21 時 

8 月 17 日（金曜）～8 月 24 日（金曜）：8 時 40 分～16 時 30 分

8 月 27 日（月曜）：12 時～16 時 30 分 

8 月 28 日（火曜）～9 月 7 日（金曜）：8 時 40 分～16 時 30 分

9 月 10 日（月曜）～9 月 21 日（金曜）：8 時 40 分～21 時 

9 月 24 日（月曜）：12 時～16 時 30 分 

9 月 25 日（火曜）以降は 8 時 40 分～21 時 

土曜・日曜・祝日は終日閉室です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8月

＜図書館＞ 

～夏季休業期等の開館時間と休館日～ 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

9月

日 月 火 水 木 金 土 

   1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29  
 
 
 
 
 
 
※8月 20 日（月曜）～8月 27 日（月曜）は蔵書点検期間のため休館します。 

※9月 10 日（月曜）以降は通常開館です。 

 

⽉曜－⾦曜  :  8:40 – 21:30          :  市⺠利⽤可能⽇ 
         :  9:00 – 16:30     ○   : 12:00 – 21:30 

:  閉館⽇ 
 

　※   8 月 20 日（月曜）～ 8 月 27 日（月曜）は蔵書点検期間の
ため休館します。

　※ 9 月 10 日（月曜）以降は通常開館です。


