
本学に着任される前にやってこられたことは？専門分野は？

本学に着任する前は、立命館大学、神戸学院大学、および甲南

大学で教鞭を執っていました。私の研究分野は、国家政策の一

環としての教育、教育政策がいかに授業内容と学生の成長に影

響するか、平和教育における国際的動向、世界公民権教育、そ

して、継続的発展のための教育です。

新任教員 Interview
国際関係学科

Michael Hollenback 准教授

本学の学生の印象はいかがですか？本学の学生はとても勤勉で、行動力があると感心しています。また、私がこれまでに課した課題の完成度の高さにとても驚いています。これから、学生の皆さんの教育に積極的に貢献するとともに、皆さんからも多くのことを学びたいと思っています。

趣味・特技は？
私はバスケットボールが大好き

で、何年もプレーしていました。

最近はあまりプレーしません

が、今でも NBA の試合を観戦

し て い て、「Orlando Magic」

という地元の弱小チームのゆ

るーいファンです。バスケット

ボール以外にも、フィクション

や、歴史、また政治に関する本

を読むことも好きです。

休日はどのように過ごしてしていますか？
休日は、子どもと家で遊んだり、公園、動物園、博物館、また水族館に出かけたりしています。めったにないですが、家でゆっくりできる時間があれば、読書したり家事をしたりしています。

本学の学生へメッセージをお願いします。If you are a student at this school, it means you are already among the most privileged people in the world. I believe that we all must use our own privilege to help those who are less-privileged. Your university time should be spent shaping yourself not only in your abilities to achieve but also your capacity to impact upon the world around you.

尊敬する人は誰ですか？
最 初 に 心 に 思 い 浮 か ん だ 人 は、
Martin Luther King, Jr. です。当時
の法律が不道徳なものであると知っ
ていた彼は、その法と戦う決意をし
ました。彼の人生は、他者を助ける
ことに捧げられ、自らの自由、安全、
ついには命までも正義の追求のため
に犠牲にしました。

本学でやりたいことは何ですか？ 学生には、英語と英語教育が国家間の関係とどれぼど密接に結びついているか、また、政治が、英語という言語に対する英語学習者の見方にどうのように影響し、そしてそのことが学習者自身のアイデンティティーや価値観にどのような影響を与えるかを教えたいです。

大学時代はどのような学生
でしたか？
私は学生時代、日本でいう「オ
タク」でしたが、おおむね
良い学生だったと思います。
いくつかの国際関係機関や
政府団体のメンバーとして
活動し、時間があるときは、
積極的にボランティア活動
に精を出していました。
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就職状況

2018年度卒業生 就職状況（2019年3月卒業生）

2018年度卒業生 業種別グラフ

2018年度卒業生 主な就職先（業界別・法人格省略）

学　　科 就職希望者数 就職者数 就　職　者　の　内　訳 就職率（%）民　　間 公 務 員 教　　員
英米 143 143 120 15 8 100.0

ロシア 40 40 39 1 0 100.0
中国 42 42 38 4 0 100.0

イスパニア 44 43 41 2 0 97.7
国際関係 71 71 65 5 1 100.0

第 2 部英米 50 47 40 3 4 94.0
合　　計 390 386 343 30 13 99.0

メーカー

【食品】マルハニチロ、カゴメ、大関 【素材系】山陽特殊製鋼、淀川製鋼所、日本精工、大和工業、フ
ジクラ 【重工・輸送機・機械】川崎重工業、IHI、新明和工業、日立造船、日立建機、ジェイテクト、
ダイハツディーゼル、スズキ、千代田精機、中西金属工業、ナブテスコ 【化学系】日本ペイントホールディ
ングス、住友ゴム工業、TOYO TIRE、住友ベークライト 【医薬品・医療機】P&G ジャパン、コーセー、
シスメックス、ロシュ・ダイアグノスティックス 【電機・電子】パナソニック、京セラ、日本電産、三菱電機、
ダイキン工業、デンソーテン、TOA、古野電気、堀場製作所、ノーリツ 【繊維・紙】レナウン、グンゼ、
住江織物、アシックス　など

貿易・商事
【総合商社】三菱商事、丸紅、双日 【専門商社】阪和興業、ＪＦＥ商事、帝人フロンティア、ユアサ商事、
岩谷産業、岡谷鋼機、合食、神栄 【流通・小売】阪急阪神百貨店、ニトリ、ファーストリテイリング、良
品計画、紀伊國屋書店　など

金融・保険・証券 【都銀】りそな銀行、SMBC 信託銀行【地銀】関西みらいフィナンシャルグループ、大分銀行、鹿児島
銀行 【損保】東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険　など

運輸・倉庫
【航空】全日本空輸、関西エアポート、スカイマーク、K スカイ、ＪＡＬスカイ大阪、ANA 大阪空港、
ANA 関西空港、CKTS 【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、近鉄エクスプレス、阪急阪神エクスプレス、住商グローバル・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　など

報道・出版・情報・通信【報道・出版】リクルート、交通新聞社、JTB パブリッシング 【情報・通信】楽天、日本ユニシス、コベル
コシステム、バンダイナムコエンターテインメント、カプコン、デル、セールスフォースドットコム　など

旅行・サービス
【旅行】ＪＴＢグループ、阪急交通社 【ホテル】近鉄・都ホテルズ、阪急阪神ホテルズ、三井不動産ホテル
マネジメント、リゾートトラスト 【サービス】日立コンサルティング、アクセンチュア、電通デジタル、本州
四国連絡高速道路　など

公務・教職・
その他団体

【国家公務員】外務省専門職、防衛省、防衛省航空自衛隊（パイロット）、警察庁、航空管制官、大阪航空局、
近畿財務局、神戸税関、長崎税関、沖縄地方税関、大阪入国管理局 【地方公務員】北海道庁、神戸市役所、
神奈川県警（語学専門職）、長崎市役所、姫路市役所、豊橋市役所 【教職】神戸市教育委員会、兵庫県
教育委員会、広島県教育委員会、岡山県教育委員会、横浜市教育委員会【その他団体】国際交流基金、
日本生活協同組合連合会　など

人　数 割合（％）
メーカー 95 24.6

貿易・商事 66 17.1
建設・運輸・倉庫 55 14.2
旅行・サービス 59 15.3

情報・通信 35 9.1
公務員 30 7.8

金融・保険・証券 13 3.4
教員・学校事務 13 3.4

報道・出版 9 2.3
その他 11 2.8

合　　　　計 386 100.0

メーカー
95人（24.6%）

貿易・商事
66人（17.1%）

建設・運輸・倉庫
55人（14.2%）

旅行・サービス
59人（15.3%）

情報・通信
35人（9.1%）

金融・保険・証券13人（3.4%）

公務員30人（7.8%）

教員・学校事務13人（3.4%）

報道・出版9人（2.3%） その他11人（2.8%）
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OB・OGからの報告
　本学在学中にさまざまな経験をした卒業生は、社会の第一線で活
躍しています。在学生に将来を考える一助となるよう OB・OG の方
に近況を報告していただいています。今回は、関西エアポート株式
会社でご活躍されている卒業生を紹介します。

■現在の状況
　半外資系のため、英語力はもちろん、意見を主張することや、異文
化を理解した意思疎通など、外大生としての強みが活かされる環境で、
日々楽しく刺激的な毎日を送っています。3 空港の航空会社や旅客の
動向分析を担当していますが、私が会社の中で唯一の担当者であり、
私の頭で考えた分析が路線誘致や経営計画に直接影響を及ぼす仕事の
ため、ミスなど無いよう大きな責任感を感じながら仕事をしています。
■社会人になって感じたこと
　アウトプット方法の変化です。学生は、知識をつけるのもプレゼ
ンを作るのもある程度時間と心に余裕を持ってできますが、社会人
になると自身のアウトプットがビジネスの意思決定の一因となりま
す。そこで必要なのは、完成度 60% でもとりあえず形にしてから、
走りながら改善していくスピード感だと感じています。
■大学生活を振り返って
　社会人になれば色々な人と関わりますが、外大生ほど行動力・自
立心・広い価値観を持っている人はいません。そんな恵まれた環境
で、数えきれず覚えきれないくらい色々なことに挑戦した日々は、
時間が経てば経つほど人生の
財産となっていることに気づ
きます。
■就職活動時の印象に残った
出来事
　何ヶ月も準備して挑んだ第 1
志望に１次面接で落ちた一方、
滑り止め程度で受けた会社か
ら内定をもらったりと、就活は
必ずしも努力に比例するわけ
ではないと思いました。恋愛と
一緒ですね！笑

■後輩へのエール
　日本一狭い神戸市外大には、日本一広い世界観が広
がっていると思います。社会に出るとそれは当たり前の
環境ではありません。様々な価値観を持った人と関わっ
て、色々なことに挑戦し、ご自身の世界を広く持ったう
えで社会人になってください！きっと豊かな人生を送る
ヒントとなります。

氏　　名：茂野　涼一（しげの　りょういち）さん
卒業年度：2017年3月
学　　科：英米　ICC
企 業 名：関西エアポート株式会社
部 署 名：航空営業部
入社年数：2年
仕事内容：航空系データ分析

■会社の紹介
　関西・伊丹・神戸の 3 空港を運営する空港運営会社
です。2016 年 4 月に日本初の民間空港会社として民
営化され、日本で唯一複数空港を運営しています。フ
ランスの空港会社が出資する半外資系のため、外国人
社員も急増中です。航空会社の路線やターミナルビル
内の店舗を誘致する営業系、航空機の駐機スポットや
滑走路の運用などで航空機運行を支える運用系、空港
内イベントや就航セレモニーの企画をする広報系など
空港の中で起こることにはほとんど関わると言えるく
らい、旅行好きや航空ファンにとってワクワクする多
様な業務があります！

8：45 始業

9：00
始 業、 メ ー ル
チェック、情報
収拾

政治や経済など世間の動きに左右され
る航空業界を分析するために、情報は
命！海外の分析レポートなども読んで
勉強をします。

10：00 前日の旅客の動
向分析

旅客数やその方面を分析して、資料作
成。他部署も含む関係者に配信し、情
報提供をします。

11：00 新規プロジェク
トの打ち合わせ

データ分析に関するプロジェクトで、
リーダーに任命されました。若手でも
やる気次第でどんどん仕事を任せても
らえます。

12：00 お昼休憩

13：00
過 去 数 カ 月 の
３ 空 港 の 実 績
分析

成長路線とその要因、それに対するエ
アラインの戦略など、３空港の動きを
分析します。何日も時間をかけて、日々
少しずつ分析を進めます。

15：00 役 員 へ の 分 析
結果プレゼン

前月１ヶ月の３空港の動向を、毎月、
役員にプレゼン報告します。役員には
外国人もいるので、基本的に全て英語
で行います。

16：00 神 戸 空 港 へ 移
動、打ち合わせ

空港をまたぐプロジェクトでは、伊丹
や神戸でも打ち合わせを行います。神
戸に来たら、愛着のある三宮で帰りに
一杯！笑

17：30 終業、帰宅

■ある日のスケジュール

地元有力企業合同説明会を開催
　4 月 10 日（水曜）、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、
三木記念会館で地元有力企業合同説明会を開催しました。各企業・団体の説明には延べ約
100 人が参加しました。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
ベントを開催するなどで、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。

2020 年卒業者対象　地元有力企業合同説明会　参加企業
（50 音順・法人格省略）

大森廻漕店、コスメック、シマブンコーポレーション、大東精機、千代田精機、
中の坊、日東物流、日本ジャバラ、早駒運輸、丸尾カルシウム、みなと銀行
ANA クラウンプラザホテル神戸、小泉製麻、合食、神戸市役所、さくらケー
シーエス、シバタ工業、神明、新明和工業、ホロニック、大和工業、ロック・
フィールド

オフィス内での様子

友人で後輩になった！？国際関係学科　森本
杏奈さん（2018年3月卒業）と。
※  1 年の休学留学で卒業年度がずれ、外大の

同期が後輩として入社。しかも、まさかの
同じ部署に！

午前の部

午後の部
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留学体験談

私が留学先を選んだ理由

留学先のオススメポイント

留学前準備

語学力の実感

留学後、感じた変化

一番心に残ったこと

後輩にメッセージ

夢や目標

　観光業に興味があり、英国でも有数の観光地でもあるノース・ヨークシャー州ヨー
ク市のヨークセントジョン大学に留学した、国際関係学科4年（留学時3年）の山根菖
香さんの報告です。

留学先機関名：ヨークセントジョン大学
留 学 期 間：2018 年 9 月～ 2019 年 1 月（5 カ月間）

　観光やビジネスなどに関心があり、両方とも学べるのがヨークセントジョン大学でした。また
日本ではなかなか知ることができない、イギリス文化、ヨーロッパ文化に直接触れるチャンスだ
と思ったからです。

　大きすぎず、どちらかといえばこじんまりしている大学
なので、外大とも似た雰囲気もあり、落ち着いた環境で勉
強をすることができます。また、勉強面に関しても、自主
的に質問すれば、必ず答えてくれます。図書館は 24 時間
空いていて、キッチンスペースなどもあり快適でした。

　留学の際に必要だった IELTS の試験を参考に自分の語学
力を理解してその後はイギリス英語に慣れるため、BBC な
どのラジオニュースをメインにリスニング力を伸ばすこと
に力を入れました。

　留学して約 2 カ月後、セミナーでの話し合いに積極的に
参加できるようになった時はとても嬉しかったです。初回
は先生の話すスピードが速すぎると感じていたのですが、
最後の方には何不自由なく聞き取れるようになったと感じ
ました。

　自分とは異なる文化や考え方に対して寛容になったと思
います。様々な文化の人たちと過ごして、当初自分とまっ
たく違う生活リズムや考え方に衝撃を受けましたが、少し
ずつ受け入れられるようになり、徐々に違いを楽しむこと
が出来るようになりました。

　週末や休みを使ってヨーロッパを旅行したことです。留
学前に「絶対 10 カ国旅行する」と決めていたものの、具
体的な目的地はあまり決めずにいたので、留学中に友人に
勧めてもらった所を中心に各国を巡りました。その所々で
出会う人たちとの会話を楽しみ、まさに一期一会を感じた
旅でした。

　始めは不安ばかりだとは思いますが、現地についてから
は開き直って一瞬一瞬を楽しんで下さい！留学中の時間は
あっという間に過ぎていきます。やりたいと思ったことは
躊躇せず思い切って挑戦してみてください。

　今後働いていく上で、この留学で学んだこと（語学力と
多様な考え方や異文化への理解）を活かすことです。そし
て、今度はヨーロッパへ「働き」に行き、現地の友達と再
会することです！

イギリスの子供達がよく遊ぶという
ボードゲームを体験。意外と頭を使い
ました。

現地の友人とイベントへ。

近くの小さな教会でクリスマスパー
ティー！イギリスの伝統的なクリスマ
スの過ごし方を経験できました。

Society というサークルのよ
うなものを通して仲良くなっ
たイタリア人の友達！いつも
陽気でとっても面白い子です。

寮の友達と一緒にお料
理！ちらし寿司を作りま
した。

“Betty’s” と い う ヨ ー ク
で一番有名なアフター
ヌーンティーのお店。毎
日大行列です！

スペイン人シェフが作る
本格派パエリアはやっぱ
りおいしい！

クリスマスマーケットめ
ぐりへ！本場のドイツを
含めて５カ国周りまし
た。

オリガミを使ってみんな
でツルを折りました。意
外と難しくみんなてこ
ずっていました…

ヨークセントジョン大学は、ビジネス
系の科目が充実していて、難しかった
ですが先生もクラスメイトも優しくと
ても勉強になりました。
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GAIDAI Chat のスケジュール▶
※変更がある可能性もあるので、国際交流センターで確認してください。　

初対面なのにすぐに打ち解けた中
国語チャットの参加者。

中国語での自己紹介を説明してい
る留学生の張玲さん。

参加者の皆さんにイタリアのスイーツ
を紹介するサーラさんとジャコモさん。

和やかで楽しい雰囲気のイタリア
語チャット。

午前中は防災に関する知識を 日本周辺海底地形図を 3D メガネで 阪神・淡路大震災のパネル展示 津波避難体験の様子

留学相談会を開催

日本語プログラム（JLP）トピックス

5月13日からGAIDAI Chatがスタート！

　5 月 8 日（水曜）、在学中に留学を希望する学生を対象に、「留学相談会」を開催しました。相
談会では、交換・認定留学、休学留学、インターンシップ、ボランティアと、海外で様々な経験
をした先輩アドバイサー 13 人が、留学相談から人生相談まで、沢山の相談を受けました。留学
に興味のある学生はやはり多く、来場者は全部で 53 人と大盛況でした！
　先輩アドバイサーの皆さん、ありがとうございました。在学生の皆さん、是非、4年間の中に「留
学」を経験し、実りある外大生活にしましょう✿ Gaidai To The World ！また国際交流センター
でお待ちしています✿✿

■日本語プログラム 2019 年度春学期開講式を実施
　4 月 2 日（火曜）に本部棟大会議室で、日本語プログラム（JLP）
2019 年度春学期開講式を執り行いました。
　指学長と西川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 12 人と新入生 9 人が、留学中の抱負を日本語で述べ
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親睦を深めました。

■防災・健康管理オリエンテーションを実施
　4 月 18 日（木曜）、2019 年度春学期の新入 JLP 生を対象とした防災・健康管理オリエンテーションを実施しました。午前
中は学内で日本語プログラムの教員から日本で起こり得る地震や台風などの自然災害に対する備えや日本の気候についての説
明を受けた後、午後は 1995 年の阪神・淡路大震災での被害や後災、防災・減災について、より知識を深めるため、人と防災
未来センターを訪れました。

　GAIDAI Chat は、海外からの留学生と、その留学生の母国語でおしゃ
べりをする活動です。
　2019 年前期は、5 月 13 日（月曜）から 7 月 12 日（金曜）まで、英
語、中国語、イタリア語、スペイン語のチャットを実施しています。初
心者レベルでも大歓迎！その言語や言語圏の文化・暮らしについて学び
ながら、生の外国語に触れ、留学生と仲良くなれる絶好の機会ですので、
ぜひ一度参加してください！

2019 年度春学期開講式 その後の懇親会の様子

13:00

17:00

☆GAIDAI Chat 2019前期☆
MON TUE WED THU FRI

16:00
5限

16：05-
17：35

14:00

4限
14：25-
15：55

15:00

3限
12：45-
14：15

中国語

イタリア語 英語

スペイン語中国語

中国語 英語

中国語
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「留学したいと考えているけど、色んな形態の留学　があって自分にはどれがあっているのかわからない」
「留学準備ってそもそも何から　始めたらいいの？」という風に、

留学に対する意欲はあるものの実際は　わからない部分が多かったりしますよね。
外大の留学は大きく分けて2つ「派遣留学」と　「休学留学（休学して留学すること）」。というわけで、

わたしたち広報サポーターがこの 2つ　の留学について徹底取材してきました。

国際交流センターのみなさん、キューガク。（※文化総部所属）のみなさんご協力有難うございました

交換・認定・休学 休学交換・認定
保存版 留学特集

休学して、 何ができるの？

休学の
メリットデメリットは？

交換・認定留学の
メリットデメリットは？

休学ってどうやってするの？
　休学申請はいつでも可能！だけど、休学を予定している日から最
低でも１ヶ月前までには申請を済ませなければな
りません。海外渡航のための休学の場合は、学
校のホームページに申請書のファイルがあ
るのでそこからダウンロードして、記入し
ましょう！書類は学生支援班に提出しま
す。外務省の渡航安全レベルに基づいて
審査されて、希望した渡航先によっては
休学が許可されない場合もあるので、よ
くチェックしましょう！

交換留学の選考方法は？

交換留学はバイト代だけで大丈夫？
語学以外に何が学べる？

就職活動が間に合うか心配です
　就職活動のスケジュールが確かでないため一概には言えませんが、実
際、就職活動に備えるため、留学した後に１年間休学する人も多いです。
４年間で卒業するために、留学を半年間にしたり、３年生の春から出発
したりするという選択肢もあります。留学中に自己分析やSPI対策を進
めたり、海外で実施される企業説明会や採用面接に参加したりと、留学
先でできることもあるので、それぞれ自分にあったスケジュールを考え
てみましょう。

滞在先は寮？一人暮らし？ホームステイ？
　１人暮らしはお金がかかったり、保証人が必要だったりするた
め、基本的には寮かホームステイです。国や大学によって違い、中国
やロシアでは寮が一般的です。自由に選べる場合、半期はホームス
テイ、その後寮生活を送るなど、どちらも経験する人もいます！自
分の希望に合わせて色々な大学を調べてみましょう！

　普段の生活費と見比べていかがでしょうか？バイト代で賄え
るかどうかは、人それぞれ。奨学金補助制度もあるので、奨学金に
申し込むのもアリかも（資格審査等あります) 。留学中は思わぬ出
費があることも予想し、余裕を持って資金計画を立てましょう！
何か不安な点があれば、国際交流センターへ相談しに行ってみて
ください。

などの、日本では珍しい学部が人気です。翻訳や文学などもっ
と英語の学習を深める人もいます。また現地で部活やサーク
ルに入ったり、外大のGAIDAI Chatにあたる活動をするな
ど、現地の文化を学ぶのもいいですね。大学ごとに特徴があ
り、例えばスペインにはワイン講座の授業がある大学も！ぜ
ひ、その土地ならではの勉強を楽しんでくださいね。

どんな準備が必要？

　留学が決まったら、このような準備を進めていきましょ
う。留学の目的を考え、何を学びたいのかはっきりさせるこ

とも大切です。また、留学先の文化や習慣を知っ
たり、日本の歴史・文化・政治などの知識を深め
たりしておきましょう！そして、これから留学
に行く人はぜひ『日本食』を作る練習をしてみて
ください。故郷の味が恋しくなった時、留学先の
友人に振舞う時に役立ちますよ！

　気になる選考基準。面接やエッセイでは語学力だけでな
く、準備や意欲、人物評価が審査されます。検定試験の点数
で差が開くことは少なく、最低点をクリアしておけば問題
ないそうです。語学力に自信がなくても、留学をしたいと
いう強い気持ちを大切に！

交換・認定留学と、
休学留学との間の大きな違いってなに？

ずばり･･･自由度！！
　個人の意思で留学ができるので、圧倒的に自由度が高い点です。
　「大学での勉強以外でやりたいことがあるんだ！」という方も「海外の
大学で勉強したいけど、交換留学ができる提携校の中に、行きたい大学、

国がない…。」という方にも休学
留学はオススメ。
　交換・認定留学で発行するビザ
は“学生ビザ”なので、渡航先で働
いたり、大学の在学期間以外の滞
在はできませんが、休学すると、
留学期間・行き先・学校・勉強内容
などのあらゆる面で自分のスタ
イルに合わせて選ぶことができ
ます。

休学ってどのくらいできるの？お金はかかるの？
<期間について>1回の休学期間は１年以内、連続して2年間休学ができますが、１
年ごとに更新して申請が必要です。（合計で３年間の休学が可能！）
<費用について>休学費用はかかりません！一昔前は、休学期間も学費を支払わ
なければならない学校が多く、休学＝お金がかかる＝経済的にハードルが高いも
の、というイメージがあり、未だにその印象が強く残っている気がします。です
が、本学では学費を支払うことなく在学期間を延ばすことができるのです。私立
の大学では、半期の休学でも、10万円以上の費用がかかる学校もあるとか…。外大
生でラッキーですね。

【余談】
「外大が指定する大学以外に行くのは一人で怖い…」と思っている方も
多いかもしれませんが、意外と同じ大学に外大生がいたり、渡航先で外
大生と会ったりすることも少なくないそうです。

▼ ▼キューガク。（※文化総部所属）連絡先
　キューガク。は、休学に行った方のインタビューを記事に
　して学生に発信しています！
　休学をしようか迷っている方、ちょっと興味が湧いたと
　いう方、ぜひアクセスしてみてくださいね！

ブログ：https://ameblo.jp/qgaku-kcufs/
Twitter：@qgaku_kcufs
Facebook：@kyugaku.was
メール：qgaku2015@gmail.com

・ 自分で期間や行き先をカスタマイズ
　できる
・ 好きなことが学べる

・ 休学から帰ってくると、授業の先生が変わっている
・ 就活の時に、「なぜ1年遅れているのか？」と聞かれる
⇒これに関しては、留学等しっかりとした理由が
   あれば問題ない！
・ 在学期間が延びる分、生活費がかかる

メリット

デメリット

・ 単位認定が可能
・ ４年間で卒業が可能
・ 留学補助金制度の対象

・ 英米・国際関係学科は語学留学ができない
・ ロシア・中国・イスパニア学科は英語圏
　に行けない
・ 滞在期間が決まっている

メリット

デメリット

キューガク。からのメッセージ
休学するかしないかにかかわらず、

休学というシステムがあるっていうのを知って、
留学の幅を広げて欲しいです！

１年生も今のうちから休学についてしって、
ぜひ、休学をこれからのキャリアを

決める１つとしてください！

アンドロイド携帯が
主に使われる海外では
高価なiPhoneの盗難が

多発しています。
日本で安価なSIMフリーの携帯を

用意していく学生も
多いです！

・ビザ申請
・航空券、海外保険の手配
・海外用プリペイドカードの発行

学部留学をする場合（※大学によって設置学部は異なります。）、 
・ジェンダー
・ジャーナリズム
・ツーリズム

・ホスピタリティ
・ビジネス
・開発学

選考基準(100点満点) (　)内は配点
学内申請時

の学年学科
英米学科
第2部英米学科
国際関係学科

ロシア学科
中国学科
イスパニア学科

当年度の語学力(70)
面接(30)

前年度の成績(専攻語学)(70 )
面接(30)

TOEFL /IELTS/ケンブリッジ英検(25)
Application Essay(37.5)
面接(37.5)

前年度の成績(専攻語学)(20)
TOEFL /IELTS/ケンブリッジ英検(20)
Application Essay(30)
面接(30)

１ 年 生 ２ 年 生 以 上

＋ ＝本学の授業料
約50万円 約170万円

実は、日本にいる時でも、これくらいの費用はかかります。

大きくわけて5つ

国立・下宿生の月平均生活費
約10万円×12か月＝
約120万円

本学の授業料、留学中の生活費、渡航経費、
雑費(海外旅行保険料、危機管理サービス
加入料等)を含んだ概算です。

１年間の交換留学費用の目安
　　　行 き 先
アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア
カナダ・スペイン・ロシア
中国

　 概 算
約200万円
約150万円
約130万円

・住居確保
・危機管理
・携帯電話の準備

広報サポーター企画！

①留学 海外へ留学。１年間すべてを留学に使うのでは
なく、渡航するまでアルバイトをしたりする人も。

②海外
　インターン
　シップ

海外で職業体験をすることができます。
市場の成長した東南アジアや南米などの国で働くことができます。
海外に長期で滞在し、職業体験するため、ビジネスレベルの語学力が身につきます。

④ボランティア

ボランティアをしたいと考えている人には、休学は特におすすめです。
国内外のボランティア活動を行うＮＧＯ団体「NICE（日本国際ワークキャンプセン
ター）」の “ぼらいやー”というボランティア１年間プログラムは、世界各地で国際ボラン
ティアをしながら、語学学校、海外インターン等にも参加し、旅ができるプログラムで、毎
期1人は外大生が参加。今現在参加中の外大生もいます！

③ワーキング
　ホリデー

アルバイトとして働くことができる制度です。
どこの国でも実施しているわけではなく、主な国でいうと、オーストラリア、ニュー
ジーランド、カナダ、などの国で行われています。（国によって年齢制限あり）お金を稼
ぎつつ語学学校に通ったり、海外での生活を楽しんだりすることができます！

⑤旅！ ３ヶ月でアフリカ縦断を達成した人や、バック
パッカーで世界一周した強者も！
旅先の海外で外大の友達に会うことも多いそうです。

どっちに
 する？
どっちに
 する？

サラマンカのマヨール広場（スペイン）

レジャイナ大学（カナダ）

授業の様子

学校のハロウィンイベントで

ボランティア仲間とマチュピチュにて

アメリカでのボランティア

ボリビア ウユニ塩湖にて

語学学校の卒業式

お別れは寂しい(゚ Д́` )゚

やっぱり旅サイコ－！！

メキシコでインターン
がんばってます！
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「留学したいと考えているけど、色んな形態の留学　があって自分にはどれがあっているのかわからない」
「留学準備ってそもそも何から　始めたらいいの？」という風に、

留学に対する意欲はあるものの実際は　わからない部分が多かったりしますよね。
外大の留学は大きく分けて2つ「派遣留学」と　「休学留学（休学して留学すること）」。というわけで、

わたしたち広報サポーターがこの 2つ　の留学について徹底取材してきました。

国際交流センターのみなさん、キューガク。（※文化総部所属）のみなさんご協力有難うございました

交換・認定・休学 休学交換・認定
保存版 留学特集

休学して、 何ができるの？

休学の
メリットデメリットは？

交換・認定留学の
メリットデメリットは？

休学ってどうやってするの？
　休学申請はいつでも可能！だけど、休学を予定している日から最
低でも１ヶ月前までには申請を済ませなければな
りません。海外渡航のための休学の場合は、学
校のホームページに申請書のファイルがあ
るのでそこからダウンロードして、記入し
ましょう！書類は学生支援班に提出しま
す。外務省の渡航安全レベルに基づいて
審査されて、希望した渡航先によっては
休学が許可されない場合もあるので、よ
くチェックしましょう！

交換留学の選考方法は？

交換留学はバイト代だけで大丈夫？
語学以外に何が学べる？

就職活動が間に合うか心配です
　就職活動のスケジュールが確かでないため一概には言えませんが、実
際、就職活動に備えるため、留学した後に１年間休学する人も多いです。
４年間で卒業するために、留学を半年間にしたり、３年生の春から出発
したりするという選択肢もあります。留学中に自己分析やSPI対策を進
めたり、海外で実施される企業説明会や採用面接に参加したりと、留学
先でできることもあるので、それぞれ自分にあったスケジュールを考え
てみましょう。

滞在先は寮？一人暮らし？ホームステイ？
　１人暮らしはお金がかかったり、保証人が必要だったりするた
め、基本的には寮かホームステイです。国や大学によって違い、中国
やロシアでは寮が一般的です。自由に選べる場合、半期はホームス
テイ、その後寮生活を送るなど、どちらも経験する人もいます！自
分の希望に合わせて色々な大学を調べてみましょう！

　普段の生活費と見比べていかがでしょうか？バイト代で賄え
るかどうかは、人それぞれ。奨学金補助制度もあるので、奨学金に
申し込むのもアリかも（資格審査等あります) 。留学中は思わぬ出
費があることも予想し、余裕を持って資金計画を立てましょう！
何か不安な点があれば、国際交流センターへ相談しに行ってみて
ください。

などの、日本では珍しい学部が人気です。翻訳や文学などもっ
と英語の学習を深める人もいます。また現地で部活やサーク
ルに入ったり、外大のGAIDAI Chatにあたる活動をするな
ど、現地の文化を学ぶのもいいですね。大学ごとに特徴があ
り、例えばスペインにはワイン講座の授業がある大学も！ぜ
ひ、その土地ならではの勉強を楽しんでくださいね。

どんな準備が必要？

　留学が決まったら、このような準備を進めていきましょ
う。留学の目的を考え、何を学びたいのかはっきりさせるこ

とも大切です。また、留学先の文化や習慣を知っ
たり、日本の歴史・文化・政治などの知識を深め
たりしておきましょう！そして、これから留学
に行く人はぜひ『日本食』を作る練習をしてみて
ください。故郷の味が恋しくなった時、留学先の
友人に振舞う時に役立ちますよ！

　気になる選考基準。面接やエッセイでは語学力だけでな
く、準備や意欲、人物評価が審査されます。検定試験の点数
で差が開くことは少なく、最低点をクリアしておけば問題
ないそうです。語学力に自信がなくても、留学をしたいと
いう強い気持ちを大切に！

交換・認定留学と、
休学留学との間の大きな違いってなに？

ずばり･･･自由度！！
　個人の意思で留学ができるので、圧倒的に自由度が高い点です。
　「大学での勉強以外でやりたいことがあるんだ！」という方も「海外の
大学で勉強したいけど、交換留学ができる提携校の中に、行きたい大学、

国がない…。」という方にも休学
留学はオススメ。
　交換・認定留学で発行するビザ
は“学生ビザ”なので、渡航先で働
いたり、大学の在学期間以外の滞
在はできませんが、休学すると、
留学期間・行き先・学校・勉強内容
などのあらゆる面で自分のスタ
イルに合わせて選ぶことができ
ます。

休学ってどのくらいできるの？お金はかかるの？
<期間について>1回の休学期間は１年以内、連続して2年間休学ができますが、１
年ごとに更新して申請が必要です。（合計で３年間の休学が可能！）
<費用について>休学費用はかかりません！一昔前は、休学期間も学費を支払わ
なければならない学校が多く、休学＝お金がかかる＝経済的にハードルが高いも
の、というイメージがあり、未だにその印象が強く残っている気がします。です
が、本学では学費を支払うことなく在学期間を延ばすことができるのです。私立
の大学では、半期の休学でも、10万円以上の費用がかかる学校もあるとか…。外大
生でラッキーですね。

【余談】
「外大が指定する大学以外に行くのは一人で怖い…」と思っている方も
多いかもしれませんが、意外と同じ大学に外大生がいたり、渡航先で外
大生と会ったりすることも少なくないそうです。

▼ ▼キューガク。（※文化総部所属）連絡先
　キューガク。は、休学に行った方のインタビューを記事に
　して学生に発信しています！
　休学をしようか迷っている方、ちょっと興味が湧いたと
　いう方、ぜひアクセスしてみてくださいね！

ブログ：https://ameblo.jp/qgaku-kcufs/
Twitter：@qgaku_kcufs
Facebook：@kyugaku.was
メール：qgaku2015@gmail.com

・ 自分で期間や行き先をカスタマイズ
　できる
・ 好きなことが学べる

・ 休学から帰ってくると、授業の先生が変わっている
・ 就活の時に、「なぜ1年遅れているのか？」と聞かれる
⇒これに関しては、留学等しっかりとした理由が
   あれば問題ない！
・ 在学期間が延びる分、生活費がかかる

メリット

デメリット

・ 単位認定が可能
・ ４年間で卒業が可能
・ 留学補助金制度の対象

・ 英米・国際関係学科は語学留学ができない
・ ロシア・中国・イスパニア学科は英語圏
　に行けない
・ 滞在期間が決まっている

メリット

デメリット

キューガク。からのメッセージ
休学するかしないかにかかわらず、

休学というシステムがあるっていうのを知って、
留学の幅を広げて欲しいです！

１年生も今のうちから休学についてしって、
ぜひ、休学をこれからのキャリアを

決める１つとしてください！

アンドロイド携帯が
主に使われる海外では
高価なiPhoneの盗難が

多発しています。
日本で安価なSIMフリーの携帯を

用意していく学生も
多いです！

・ビザ申請
・航空券、海外保険の手配
・海外用プリペイドカードの発行

学部留学をする場合（※大学によって設置学部は異なります。）、 
・ジェンダー
・ジャーナリズム
・ツーリズム

・ホスピタリティ
・ビジネス
・開発学

選考基準(100点満点) (　)内は配点
学内申請時

の学年学科
英米学科
第2部英米学科
国際関係学科

ロシア学科
中国学科
イスパニア学科

当年度の語学力(70)
面接(30)

前年度の成績(専攻語学)(70 )
面接(30)

TOEFL /IELTS/ケンブリッジ英検(25)
Application Essay(37.5)
面接(37.5)

前年度の成績(専攻語学)(20)
TOEFL /IELTS/ケンブリッジ英検(20)
Application Essay(30)
面接(30)

１ 年 生 ２ 年 生 以 上

＋ ＝本学の授業料
約50万円 約170万円

実は、日本にいる時でも、これくらいの費用はかかります。

大きくわけて5つ

国立・下宿生の月平均生活費
約10万円×12か月＝
約120万円

本学の授業料、留学中の生活費、渡航経費、
雑費(海外旅行保険料、危機管理サービス
加入料等)を含んだ概算です。

１年間の交換留学費用の目安
　　　行 き 先
アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア
カナダ・スペイン・ロシア
中国

　 概 算
約200万円
約150万円
約130万円

・住居確保
・危機管理
・携帯電話の準備

広報サポーター企画！

①留学 海外へ留学。１年間すべてを留学に使うのでは
なく、渡航するまでアルバイトをしたりする人も。

②海外
　インターン
　シップ

海外で職業体験をすることができます。
市場の成長した東南アジアや南米などの国で働くことができます。
海外に長期で滞在し、職業体験するため、ビジネスレベルの語学力が身につきます。

④ボランティア

ボランティアをしたいと考えている人には、休学は特におすすめです。
国内外のボランティア活動を行うＮＧＯ団体「NICE（日本国際ワークキャンプセン
ター）」の “ぼらいやー”というボランティア１年間プログラムは、世界各地で国際ボラン
ティアをしながら、語学学校、海外インターン等にも参加し、旅ができるプログラムで、毎
期1人は外大生が参加。今現在参加中の外大生もいます！

③ワーキング
　ホリデー

アルバイトとして働くことができる制度です。
どこの国でも実施しているわけではなく、主な国でいうと、オーストラリア、ニュー
ジーランド、カナダ、などの国で行われています。（国によって年齢制限あり）お金を稼
ぎつつ語学学校に通ったり、海外での生活を楽しんだりすることができます！

⑤旅！ ３ヶ月でアフリカ縦断を達成した人や、バック
パッカーで世界一周した強者も！
旅先の海外で外大の友達に会うことも多いそうです。

どっちに
 する？
どっちに
 する？

サラマンカのマヨール広場（スペイン）

レジャイナ大学（カナダ）

授業の様子

学校のハロウィンイベントで

ボランティア仲間とマチュピチュにて

アメリカでのボランティア

ボリビア ウユニ塩湖にて

語学学校の卒業式

お別れは寂しい(゚ Д́` )゚

やっぱり旅サイコ－！！

メキシコでインターン
がんばってます！
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3 月 9 日（土曜）～ 3 月 14 日（木曜）に、世界約 150 カ国から 2000 人以上のインターネッ
ト業界関係者が集う、大型国際会議「ICANN64」が、神戸国際会議場や神戸ポートピアホテ
ルで開催されました。これは、ドメイン名や IP アドレスなどの、インターネットの重要資源
をグローバルに調整・管理する団体「ICANN（Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers）」が年に 3 回行っている会議です。

これに伴い、3 月 7 日（木曜）から 4 日間、のべ 18 人の本学学生ボランティアが、関
西国際空港に設けられた特設デスク「ICANN64 WELCOME DESK」で、外国人の会議参加
者への神戸の観光案内や交通案内を行いました。参加した学生からは「初めてボランティアに
申し込んだ、ということがまず自分にとって大きかったのでやってよかった。学校外でネイティ
ブの方と話す環境に行ったのは初めてだったが、ちゃんと相手の英語を聞き取り、単語でした
が答えることができて嬉しかった。」との感想が。主催団体からは「流暢な英語で対応してく
れて助かります。さすが外大の学生さんですね！」と感謝の言葉をいただきました。

地域で活躍！外大生ボランティア
● 神戸市交通局職員の外国語会話教室講師に

● 国際会議参加の来日客に関空で神戸への交通案内をしました。

お年寄りとのおしゃべり交流「がくえん陽だまりサロン」

障がいのある子どもの遊び支援「学園東町なかよしのお楽しみ会」

● 地域に根ざしたボランティア活動「学園東町なかよしのお楽しみ会」
と「がくえん陽だまりサロン」

インバウンドのお客様へのおもてなし力アップを目指す神戸市交通局の思いを受けて、
2015 年度から本学学生が交通局職員の外国語会話教室（英会話教室・中国語会話教室）
を担当しています。昨年度は、外国人留学生が中心となって進めました。ネイティブの発
音で教わることができるうえに、留学生のお国事情も聞くことができると学習者の皆さん
には好評です。

中国語会話教室では、難しい中国語の発音にもメモをとったり活発に質問するなど、積
極的に授業を受けておられました。また、英会話教室の学習者は、これまでで最多の 21
人が参加し、「料金を言う時、16 と 60 をうまく区別して伝えられず結局書いて示した」
など、外国人観光客対応の最前線を担う交通局の職員ならではの冷や汗体験を皮切りに、
実践的な会話への練習が繰り返されています。

2018 年度の中国語会話教室は全 5 回、英会話教室は全 3 回で、2018 年 12 月から
2019 年 2 月初旬まで実施しました。

足腰が弱くなったために外出がままならないお年寄
りにも色々な人とおしゃべりする機会をもってもらい
たい、ボランティアコーナー学生スタッフはそんな思
いから 12 年前「がくえん陽だまりサロン」を立ち上
げました。

お年寄りは知識と経験の宝庫。戦争の実体験を聞け
るのは今の学生の世代が最後かもしれません。一方で、
お年寄りは学生との会話で元気がもらえると、両者がハッピーになれるひとときです。異
世代だから心を開いて話せることもあります。「がくえん陽だまりサロン」で、心にほっこ
り陽だまりを。

障がいのある子やその兄弟に安全な遊びの場を、保護者には交流の場を、とボラン
ティアコーナー学生スタッフが始めたこの取り組みは、学園東町ふれあいのまちづく
り協議会との共催で 13 年目を迎えました。毎月 1 回の活動の終わりには「子どもた
ちにうまく指示が伝わらなかった。」「それなら、イラストを使ってみれば？」など、
地域ボランティアさんと学生がともに課題を洗い出し、次回の活動ではそれを改善で
きるように知恵を絞っています。

子どもたちの成長とともにこれからも進化し続ける「学園東町なかよしのお楽しみ
会」に、まだ参加したことのない学生さんもぜひ新たな風を吹き込んでくださいね！

こんにちは！ボランティアコーナーの学生スタッフ代表の第二部英米学科 3 年花岡拓海です。私たちボ
ランティアコーナー略してボラコは、職員の木場さんを含めて 39 人で活動をしています！私たちの今年度
の抱負は、障がいを持った子どもたちと遊ぶ「なかよしのお楽しみ会」やお年寄りと談話を楽しむ「陽だ
まりサロン」をはじめとした地域密着の活動を私たちの目線だけでなく、子どもたちの親御さんからの意
見やお年寄りのニーズを柔軟に取り入れ、ボラコみんなでよりよいものにしていくことです！

また、私個人の目標としては、代表の仕事はもちろん、いつも助けてもらっている先輩方や同期に感謝
しつつ、後輩のよい見本となるよう周りに気を配れるボラコの柱のような存在になりたいと思います！

ボランティアコーナー学生スタッフ代表より

10年超えで、
もはやレジェンド！

中国語会話教室の様子

英会話教室の様子
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4 月 26 日（金曜）、大学共同利用施設 UNITY（ユニティ）の開設
20 周年記念事業として、NHK 国際放送局エグゼクティブディレクター
の榎原美樹さんをお迎えし、講演会を開催しました。講演には、本学
の学生や市民ら約 130 人が参加しました。

ご自身のジャーナリストとしてのご経験を振り返りながら、具体的
なエピソードも交え、ジャーナリズムについてご講演いただきました。
また、質疑応答では、取材や報道について、現場での心得や状況につ
いて具体的なお話をしていただきました。

国際関係学科 4 年生
永尾崇晃さん

前回の伊勢志摩サミット時のイベント
での様子

JUEMUN 2019を本学で開催

6月にG20ユースサミットが開催されます

『榎原美樹 講演会～国際報道から見える21世紀の社会～』を開催しました（神戸新聞に掲載されました）

6 月 21 日（金曜）から 23 日（日曜）の 3 日間、本学で第 10 回日本大学英語模擬国連大会（JUEMUN）を開催します。今年
は 18 カ国 24 校から約 160 人の大使が集まり、「雇用促進と人の保護」について ECOSOC（経済社会理事会）を模しながら 3
つの議場に分かれて交渉を重ねていく予定です。

また、本学からは大使としてだけではなく議場を統括する議長や学生実行委員会のリーダー、運営ボランティアとしても約 80
人の学生が参加します。
＜事務総長を務める国際関係学科 4 年松田華織さんからのコメント＞

ILO（国際労働機関）100 周年、JUEMUN10 年目の今年も参加される全ての方にとって意義のある大会となりますよう最後ま
で努めてまいります。

2019年G20大阪サミットが行われるのに先駆け、本学で6月22日 （土
曜）、23 日（日曜）にG20 ユースサミット（G20YS）が開催されます。

G20YS とは、Japan Youth Platform for Sustainability（※ JYPS）
が主催・運営するイベントで、「地方創生とパートナーシップ」をテーマに、 
SDGs（持続可能な開発目標）を達成するため若者がどのような行動を
とることができるかを考える参加型イベントとなっています。

このイベントには、模擬国連や神戸市の若手起業家育成プロジェクト
などにも積極的に参加している本学の国際関係学科 4 年の永尾崇晃さ
んが運営から携わっているということで、開催の経緯や意気込みについ
て話してもらいました。
● 開催経緯は？
今回、JYPS の元事務局長で外大でも講演経験がある大久保勝仁氏から、G20YS を外大で開催できないかと話をいただき、大学
との協議の結果、開催が決定しました。
● 主催団体 JYPS について
日本政府や国連機関への政策提言や、市民社会に声を届けていく活動している若者団体で、30 歳以下の個人や、そのメンバー構
成された若者団体、もしくは 30 歳以下の若者と働く団体であれば、誰でも参加することができる団体です。
● イベントへの意気込み
国際問題を解決するために活動している若者団体や SDGs に興味のある個人が集まり、ただ理解を深めるだけでなく、参加者と
展示団体、主催者の中で交流が生まれる機会になります。
外大からイベント運営に関わるスタッフとして 26 人もの学生に集まってもらい、G20YS の成功に向けて取り組んでいます。ぜ
ひ本イベントにご参加ください！

図書館です。いつも図書館ホームページや Face Book で学科関連の
おすすめ本を紹介していますが、学科と関係なくておすすめできなかった
個人的おすすめ本を紹介します。
それは『 影響力の武器 : なぜ、人は動かされるのか』（誠信書房 , 

2014 ・請求記号 N361.4-286）。読むと「 動かされてる！」 と気付くように
なってしまい、しょっちゅう戦慄しています (((( ； ﾟДﾟ ))))

職場ではなかなか言えない！？
 外大職員のつぶやきをお届けします。

日々云々
 （ひびうんぬん）
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6月
6月15日（土曜） 2020年度募集大学院説明会
6月21日（金曜）
～23日（日曜） 日本大学英語模擬国連（JUEMUN）

7月
7月1日（月曜）
～5日（金曜） 2020年派遣 交換留学生募集期間

 7月3日(水曜)予定  危機管理セミナー（夏、秋から海外へ渡航する全学
生対象　※休学留学含む）

    7月10日（水曜）
                  21時 卒業論文提出期限（前期卒業予定者のみ）

7月10日（水曜） 修士論文等提出締切日（前期修了予定者）
7月17日（水曜） IELTSプレテスト（申込受付終了）
7月22日（月曜）

～8月2日（金曜） 15週目授業・前期試験

7月28日（日曜） 大学院修士課程英語教育学専攻（第1次募集）入試
※学内立入禁止

8月
8月5日（月曜）
～9日（金曜） 補講

8月5日（月曜）
～16日（金曜） 集中講義

8月3日（土曜）
～9月19日（木曜） 夏季休業

9月
     9月2日（月曜）
 ～5日（木曜）予定 TOEFL iBT対策講座（事前申込必須）

9月 9日（月曜）
～19日（木曜） 集中講義

9月14日（土曜） IELTS団体受験（事前申込必須）
9月18日（水曜）

～12月27日（金曜） 成績発表（学内パソコンで閲覧可能）

9月18日（水曜）
～20日（金曜） 成績問い合わせ

9月20日（金曜） 後期授業開始
10月

10月9日（水曜） コース説明会(1年生対象）
10月12日（土曜） 大学院修士課程（第1次募集）入試 ※学内立入禁止
10月19日（土曜）

・20日（日曜） AO入試   ※学内立入禁止

11月
11月4日（月曜）

～8日（金曜） 2020年派遣 荻野スカラシップ募集期間

11月11日（月曜） 修士論文題目届（課題研究題目届）提出締切
11月11日（月曜）

～20日（水曜） 2020年派遣 認定留学募集期間

11月30日（土曜） 推薦入試、特別選抜（帰国子女・外国人留学生・社
会人）  ※学内立入禁止

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（代表）
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/

■授業関係
★前期試験
前期試験期間　7 月 22 日（月曜）～ 8 月 2 日（金曜）（15 週目
および前期試験期間）
試験日程発表　7 月 5 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 18 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 18 日
から 12 月 27 日まで確認できます。）
★補講期間
補講期間は、8 月 5 日（月曜）～ 9 日（金曜）までです。
補講科目については、履修学生を対象に GAIDAI PASS にてお知ら
せします。
★ 2019 年度　前期卒業
2019 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 28 日（金曜）

「2019 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（水曜）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
2019 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、申
請書類を学生支援・教育グループ 教務入試班まで提出してくださ
い。
★ 2019 年度修士課程 9 月修了手続き
１．修士論文等

（１）提出期限：2019 年 7 月 10 日 ( 水曜 )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 部及び日本
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　大学院担当　078-794-8238
★ 2020 年度募集　大学院説明会
日時：6 月 15 日（土曜）14 時
場所：第 2 学舎 2 階 506 教室

■日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会
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 26 日（水曜）13 時～ 14 時
場所：第 2 学舎 1 階 501 教室
※ 5 月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 5 月 29 日（水曜）
に開催しました。
■ 2019 年度　TOEIC 検定スケジュール
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
下さい！

検定名 試　験　日 生協受付期間 検 定 料 取い合わせ先

IPテスト 
（カレッジ
TOEIC）

第1回 6月5日 4/22～
5/31

3,900円

神戸市外大生協
078-794-8192
https://kcufs.
u-coop.net/

予定が変更になる
場合があります。
店舗情報を随時
ご覧ください。

第2回 7月10日 6/3～
7/5

第3回 10月23日 9/24～
10/18

第4回 12月4日 10/28～
11/29

第5回 1月8日 11/25～
12/20

 公開
テスト

第239回 4月14日 2/1～
2/25

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

  網掛けのみ団
体申込適用。

（通常よりお得な金
額で受験できます）

神戸市外大生協で
お申込み下さい。
申込最終日は15
時に受付締切 

第240回 5月26日 3/1～4/1

第241回 6月23日 4/5～
5/13

第242回 7月28日 5/17～
6/17

第243回 9月29日 6/21～
8/5

第244回 10月27日 8/9～
9/9

第245回 11月24日 9/13～
10/7

第246回 12月15日 10/11～
10/28

第247回 1月12日  11/1～
11/25

第248回 3月8日  11/29～
1/13

※  1 年生は初年度 1 回限り、無料で受験可能。TOEIC 参考書は、キャ
リアサポートセンターで貸出あり。

10月以降
の検定料
金は消費
税の増税
により変
更となる
場合があ
ります。

■行事予定
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