
　神戸の学術文化の拠点として、神戸外大をはじめ、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「単位互換講座」
　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。

学術情報センター（図書館）
をはじめとして、学内の主な
建物を光ファイバーで結ん
だ 学内LANが整備されてい
ます。外部へは高速インター
ネット専用回線で接続され
ています。インターネットや
電子メールを自由に利用で
きます。

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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★★共同研究棟

テニスコート
バレーコート

紙の本から視聴覚資料まで、
さまざまな資料が揃っていま
す。インターネット等を利用
できるパソコンもあります。

1階は601～612教室まであり、第4・
5AV（CALL）教室があります。2階は
第3AV（CALL)教室と学生PC室があ
ります。3階は、613・614、第1・2AV
（LL）教室および応用視聴覚教室があ
ります。

★★本部棟
本部棟向かって右側の入口は保健室・学生相
談室・経営企画グループがあります。
左側の入口は学生支援・教育グループがあり、
各種申請窓口・学生生活に関することやカリ
キュラムに関する窓口があります。

★学生会館
1階には食堂・大学生協があり、2 階は小ホール・ボランティアコーナー・会議室・和室などがあります。

★★図書館

101～409教室があり、教室のマルチメディア
化が進められています。
１階にはキャリアサポートセンターがあります。

★★学舎

先生方の研究室があり、ゼミ
が行われていたりもします。
研究棟の１階には国際交流
センター C3 Space（シー
キューブスペース）と大学院
窓口があります。

★★研究棟・第二研究棟

501～505教室があります。
★★第2学舎（大教室）

★★大ホール

AV（CALL）教室

応用視聴覚教室

学生コンピュータ室

小ホール大学生協食堂
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国際交流センターを活用しよう！
　国際交流センターでは、「外国語を話したい！」というみなさんの声にお応えして、無料で気軽に外国語で会話のできる場

『GAIDAI Chat』を提供しています。本学の学生ならどなたでも参加できます。
　現在、神戸市の ALT（Assistant Language Teacher）にお越しいただく「ALT Chat」( 英語、スペイン語、中国語 )、留学生と
各国語で話す「留学生 Chat」、留学生と日本語で話す「日本語 Chat」の３種類があり、学生ボランティアがコーディネーター
を務めています。
　ALT や留学生と交流するチャンスです！学期の終わりには、パーティーも開催します。キャンパス内にいながら各国からのた
くさんの友達ができますよ！みなさん奮って参加してください。参加方法等の詳細は国際交流センター事務室にお問い合わせく
ださい。

【GAIDAI Chat に参加しませんか？】

留学生 Chat（ドイツ語） 留学生 Chat（ロシア語） ALT Chat（中国語）

今年で 3 回目となったオーストリアのアメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学。今年は 2 月 16 日～ 3 月
17 日の 4 週間のプログラムに 8 名が参加しました。留学時の様子など、学生グループリーダーを務めた第 2 部英米
学科 3 年男子と 2 年女子に報告してもらいます！

2012年度アメリカ・インスティテュート留学体験談
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長期留学をする前に、予備的知識や経験を得たかったことや、兼修語学であ
るドイツ語への好奇心とヨーロッパに強い憧れがあり、参加しました。

世界三大歌劇場の一つである、ウィーン国立歌劇場（Wiener Staatsoper）の
真横にあり、市街地内にあるので何かと便利でした。校長先生を含めスタッ
フの方々には、とても親切にしていただきました。

Academic Writing, Business English, Speaking の３つのクラスがあり、全て英語のみで
行われ毎日課題も出ます。しっかりと構成された授業はとても刺激的で、少人数制のた
め発言機会も多く、活気ある楽しい雰囲気で学ぶことができました。

ドイツ語圏ですが、ホストファミリーとは原則英語でコミュニケーションをはかりま
した。素敵で優しいホストファミリーに恵まれ、勉強にも集中できるよう環境を整えて
くれました。

どこを歩いても美しく、いればいるほど好きになる魅力的な街です。教会や寺院、王
宮などの歴史的建築だけでなく、伝統あるカフェやレストランが街中にあります。
ザッハトルテとシュニッツェルは必須です！ぜひ！♡

ウィーンは、一度は行く価値のある素敵なところです。大変なことも、みんなで共有
し解決することで、充実した生活を送ることができました。この貴重な経験は、次へ
のモチベーションにも繋がっていくと思います。また、この留学を通して得た出会い
や縁は、ずっと大切にしていきたいと思います。

留学のきっかけは？

アメリカ・インスティテュートの雰囲気は？

授業について

ホームステイについて

ウィーンについて

留学を通して

山之内先生とのザルツブルク旅行

学校からも見えるシュテファン寺院

シュテファン寺院の上でみんなで

回第１



就職活動中は、自分は何がしたいのかなど悩みが多いと思いま
す。そんな時は、バックグラウンドの違う多くの人に話を聞い
てもらえば、徐々に自分のなりたい姿が明確化すると思いま
す。自然体で頑張ってください。

★後輩へのエール

8:30 出社／メールチェック

アメリカ、ヨーロッパは時差があるため、夜のうちにメールが来て
いるので、優先的にチェック、対応します。

10:00 ヨーロッパ販社テレビ会議　準備

昨日急遽、ヨーロッパより会議をしたいとの依頼があり、ヨーロッ
パの販売会社は夕方から始業となるので、17時の会議に間に合うよ
う準備。

12:00 昼食

だいたい同期と食堂で一緒に食べています。食後は社屋内にアトリ
ウムがあるので、バスケなどをすることも。

15:30 メールチェック、電話対応

担当工場が多いため、依頼・問い合わせも多いです。一日に何回か集
中的に対応するようにしています。

17:00 ヨーロッパ販社テレビ会議

19:00 国内工場出張準備

先程の会議結果をまとめつつ、翌週に国内担当工場への出張があっ
たので、そのプレゼン資料を作成。現場に行く機会はそれほど多い
わけではないので、現場でしか出来ない内容を入れるよう心掛けて
います。

20:00 帰宅

同じ時間に帰る同期を見つけ、一緒に食事に行き、帰宅。

★現在の業務 
　私は、入社2年目です。生産管理という部署で、工場管理を担当
しています。工場と国内外の販売会社との間に発生する問題や
要望を調整する橋渡し役の業務を行っています。生産工場と販
売という立場の違う両者の利害関係を勘案し、両者の利害の溝
を埋める調整、交渉は大変ですが、やりがいがあります。大変な
ことも多いですが、仕事を任せてくれる風土があり、なんでも質
問できる雰囲気なので、バランスがとれた環境で働けています。

★社会人になって感じたこと
　プロセスが重要性。社会人になると、結果が求められます。時
間が足らず、結論を急ぎがちになってしまいますが、偶然の結
果ではなく、根拠のある結果を出すためには、そこに至るプロ
セスが重要だと感じています。

★大学生活を振り返って
　大学では、留学や海外ボランティアなどの経験ができ、充実
していたと思います。充実していたのは、外国語、異文化をキー
として何かしたいと考えている「外大」という環境が、自然とモ
チベーションを与えてくれたためだと考えています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　印象深いことは、最終面接で何回か落ちたこと。その経験で、
人は論理では動かないことに気づきました。自分の考えを論理
的に話しただけでは、味気ないものになりますが、そこに感情
に訴える何かが必要だと気付く機会になりました。

私の担当工場での納期問題について、状況・理由の説明、改善策の提
案を行いました。他部署の先輩の助けもあり、建設的な会議となり
ました。

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.13　浅川　暁之
株式会社アシックス
グローバルフットウェア統括部　生産管理部

（英米学科　2011年卒業）

　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！

弊社は、総合スポーツメーカーです。アシックスというと「ス
ポーツ」というイメージが強いですが、そのスポーツで培っ
た技術を生かしてアウトドア、ファッション製品もグローバ
ルで展開しています。グローバル展開を推進するなかで、社
内で外国人の方を登用する機会が増え、海外販売会社とのコ
ミュニケーション、折衝する場も増えています。そのため、
業務で外国語を使う機会が年々増えていると感じています。
スポーツというコア領域の強みを生かし、グローバルという
規模で人々に質の高いライフスタイルを提供することを目指
しています。

月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間 教室
4 月 10 日 水曜 第 1 回 TOEIC 対策セミナー TOEIC 紹介、社会的必要性を講義、ミニテスト体験 全学年 12 時 45 分～ 14 時 45 分 505

4 月 17 日 水曜 第 2 回 TOEIC 対策セミナー 初めての受験生対象｡ 2 時間の模擬テスト体験と自己
採点と解答テクニック 全学年 12 時 45 分～ 15 時 15 分 505

4 月 24 日 水曜 教員採用試験対策セミナー 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 502
5 月 8 日 水曜 第 3 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 12 時 45 分～ 14 時 45 分 505
5 月 15 日 水曜 第 4 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 12 時 45 分～ 14 時 45 分 505
5 月 22 日 水曜 第 1 回就職基本ガイダンス & 適職診断テスト 就活スタート編､ 今年度の就職環境等 3 年生 12 時 45 分～ 15 時 30 分 505

5 月 29 日 水曜
インターンシップセミナー 就業体験とは、受入先一覧表配布予定 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
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 502

6 月 12 日 水曜
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 45 分～ 14 時 15 分 505
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 502

6 月 19 日 水曜
第 2 回就職基本ガイダンス 業界､ 業種のつながり､ やりたい仕事を考えよう 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
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 502

6 月 26 日 水曜 筆記試験対策セミナー 最新の筆記試験は、 SPI 他の試験とは 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505
5 月～ 7 月 （予定）学内企業説明会 夏季説明会 4 年生 13 時～ 16 時 30 分 学舎
7 月 3 日 水曜 エアラインセミナー 航空業界最新情報と採用試験対策 全学年 12 時 45 分～ 14 時 45 分 502
7 月 17 日 水曜 第 3 回就職基本ガイダンス 自己分析､ 何のための自己 PR? 3 年生 12 時 45 分～ 14 時 15 分 505

※注意　上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。

2013年度 就職行事予定表 ＜前期＞ 今後新たに追加される行事については、掲示もしくはGAIDAI PASSでご連絡します。



1 月 23 日、学園都市駅前の「ユニバードーム」にて、復興への願いを込め
たキャンドルを灯し、夜の星座を描くイベント「地上のプラネタリウム」を開
催しました。

このイベントは、教職科目「総合演習」グループの学生たちが企画したもので、
阪神・淡路大震災の際に全国から受けた支援に対する感謝の気持ちと、東日本
の被災地への支援の輪を広げることを目的としたものです。 当日、ガラス瓶で
形づくられたキャンドルの灯りがともされると、地元の子どもたちが自分の夢
を書いた星座が次々と浮かび上がり、幻想的な空間をつくりだしました。

３月４日に仙台市立荒浜小学校に訪問し、当日集められた募金 (13,005 円 ) を贈呈しました。

1 月 21 日、イスパニア学科学生を対象に、マドリード自治大学教授エレナ・
デ・ミゲル博士を招いて特別講演会を行いました。エレナ・デ・ミゲル博士は、
スペイン言語学の研究においては第一人者の先生です。当日は、「現代のスペイ
ン言語事情」というテーマでお話いただきました。スペイン語で行われた講義
に学生たちは熱心に耳を傾けていました。

1 月 25 日、三木記念会館にて、スポーツ史学会の前会長でもある稲垣正浩
客員教授に「スポーツとはなにか」というテーマのもと講演いただきました。
第 4 回目となる今回は学部生・院生・一般の方等、約 25 名の方が参加しました。

毎年、現役外交官をお招きし開催している外交講座。今年は、外務省欧州局
政策課の小山剛弘事務官をお招きし 1 月 30 日に開催いたしました。

本学国際関係学科の村上信一郎教授の司会のもと「危機の EU と日本」とい
うタイトルで、EU（欧州連合）の金融・財政問題のみならず、2012 年度のノー
ベル平和賞を受賞したＥＵの政治的、歴史的な側面からも詳しくご説明いただ
きました。現役外交官ならではのさまざまな体験を織り交ぜながらの講義は非
常にわかりやすく、参加学生からは非常に好評でした。

東日本大震災復興イベント「地上のプラネタリウム」

マドリード自治大学教授　エレナ・デ・ミゲル博士特別講演会

稲垣正浩客員教授連続講演会

2012年度外交講座を開催

神戸市外国語大学ロゴマーク決定 !
昨年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで募集を行った本学ロゴマークに、

353 人から応募があり、550 点の作品が集まりました。本学学生 15
人からも 22 作品の応募をいただきました。

学内でのアンケートなど選考の結果、荻野真帆さん（神戸芸術工科
大学３年）の作品が最優秀賞に選ばれました。

新しいロゴマークはさまざまな場面で活用していきます。使用につ
きましては、下記までお問い合わせください。

経営企画グループ・広報班　794-8106



＜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学生）※４年生を対象にしています。

＜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 25 日（金曜）に、2012 年度卒業式が
厳かに執り行われました。
　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、在校生の方々も多数ご
参加いただき、卒業生の新しい門出を祝福して
くださいました。

　2013 年 1 月 31 日（木曜）に、2012 年度 TOEIC 成績優秀者表彰
式を開催しました。
　この制度は 2011 年度に創設され、今回の表彰式が 2 回目となります。
　今回 900 点以上の成績を取得した学生は 40 名でした。表彰式には
26 名が出席し、野村学生支援部長より一人一人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られるとともに、
今後ますます多くの学生が表彰されるよう願っております。

2012年度学生顕彰

2012年度 卒業式・卒業記念パーティー

2012年度TOEIC成績優秀者表彰式

英米学科

亀島　佳奈 黒田　陽子
菊谷　智史 藤城　友里

ロシア学科

藤川友紀子 大橋　幸子

中国学科

濱田　志穂 那須　香　

イスパニア学科

浅井　慶子 檜林　恵介

国際関係学科
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小間栄梨子 第 21 回関西ロシア語コンクール　中級部門　第 2 位・ロシア総領事館賞
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丸山礼紗子 第 30 回全日本中国語スピーチコンテスト・朗読発表会大阪府大会　中級暗唱の部
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（エルサルバドルの子供たちへの日本の絵本の翻訳・寄贈活動）



図書館は、学業をサポートしてくれること間違いなし！ 
　大学の授業では、レポート提出やプレゼンをする機会が多
くあります。そのための資料集めの強い味方が図書館！各言
語の貴重な資料が揃っています。蔵書数は、な、なんと40万冊
以上！図書館では活用方法のセミナーを行っているので、積
極的に参加するべき！１階奥は、パソコン付きのテーブルが
あり、また、２階は、広々とした自習スペースもあります！ 
　また、図書館では、快適な視聴覚ブースも併設しています。
　DVDは往年の名作から新作まで、充実したラインナップ！
他国の報道番組もリアルタイムで見ることができるんです。
友だちと一緒に楽しもう♪

神外大生は、好奇心旺盛！
学ぶこと、大好き！

新入生は、ついつい無理をしがち。 5月病にならないためにも！

そんな新入生にぜひとも教えたい大学設備。知らなきゃ損するよ!!

入学おめでとうございます！４月は、新入生にとっては何かと大忙し！学業はもちろんのことだけど、クラブ・サーク
ルなどの課外活動にも積極的に参加してみてくださいね。今回の広報サポーター企画では、キャンパスライフを楽しむ
方法を伝授しちゃいます！これを読んで神外大ライフを満喫しよう！

編集後記
新入生の皆さん、この記事を参考に楽しい大学生活を送ってください！
新入生の皆さんが、良縁に恵まれ大学生活が満足いくものになるかは、
自分次第ですよ ！
外大は自分の視野を広げ、成長させるのに最適の場所です。最高に楽し
んでください！
今回の企画を参考に、楽しい大学生活を一緒に送りましょうo(^o^)o
今日からあなたも外大ファミリー！ようこそ外大へ♡ 

新入生必見！広サポが教える

auのWiFiスポットが学内に設置
　KDDI株式会社の提供する公衆無線LANサービス
「au Wi-Fiスポット」を設置。あなたの勉強をサポート！
利用場所
（1）学生会館１階食堂・カフェテリア、２階学生PC周辺
（2）図書館　１階ロビー
（3）三木記念会館　ホール内

無理や焦りは絶対に禁物！自分のペースを大切に！
●授業のとり過ぎは危険！
⇒必要以上に入れてしまうと予習・復習、提出物が追いつ
かなくなりますよ！
●バイトの入れ過ぎも危険！
⇒大学生活に慣れる前に過度に働くと疲れが出ます！
●体調管理！
⇒大学生活も楽しむためには、体調管理は大切！たっぷり
の睡眠＆バランスの取れた食事を心がけましょう。

⇒わからないことや迷ったときは、友だち、学生アドバイ
ザー、先輩に相談してみよう！

誰にだって悩みはある！学生相談室で悩みスッキリ！
　疲れた時や悩んでいるときは、一人で考え込まず学生相
談室へ行ってみましょう！どんな小さな悩みでも親身に
相談にのってくれます。また、友だちとは違った視点から
のアドバイスがもらえるので、悩んでいるときは、迷わず
相談してみましょう！

⇒学生相談室は図書館向かいの本部棟（保健室横）にあるよ！

新歓へ行くとこんないいことがある！
・先輩と仲良くなれる⇒授業、留学、バイトなどのお得な情報
を得ることができる！ 
・他の学科の人と知り合うことができる！
・ご飯を食べさせてもえる！（笑）
この時ばかりは、先輩からとても優しくしてもらえるよ！（笑）

新歓の情報は下記の場所でGET！
・学生会館入り口立て看板・食堂内垂れ幕
・教室の後ろの黒板
・食堂のテーブルの席のチラシ
・学舎・第2学舎横の掲示板
その他、クラブ勧誘会や4月20日には学園祭実行委員
会が新歓イベントを行うので絶対に足を運ぼう！

大好き学館！神外大生の憩いの場。 学生会館、活用術♪♪

勉強だけじゃもったいない !!
課外活動も楽しもう!

　神外大生は学館が大好き！時間があれば学館に集まります。
そんな学館の活用術を教えちゃいます！（詳しくは学館事務室
で確認してね！）
1.とっても便利！こんな貸出をやっています！
　タコ焼き器や土鍋、マジックペン、各種スポーツ用品、etc…
2.コミュニケーションの場を借りることもできちゃいます！
　・クラスで親睦会などをしたいとき⇒和室
　・楽器を練習したいときや大音響で音楽を聞きたいとき
　⇒音楽鑑賞室
　・コンサートやクラブ発表をするとき⇒小ホール
　・ミーティングや写真展などをするとき⇒会議室
3.その他
　家庭教師などのアルバイト情報も入手！
　⇒学生会館の事務所入口横に求人が掲示してあります。

学館はみんなの憩いの場。マナーをしっかり守って、楽しく上
手に学館を活用しましょう！

　先輩方からの情報、クラブ活動等の参加は、就職活動においてプラス
ポイントになるんだって!! キミは何に興味がある？ 自分に合った活動
を見つけよう！

祝
神 外 大 入 学

新入生歓迎イベントは、活動内容や雰囲気を知る絶好の機会！ いろいろな所に参加・見学してみよう！

各語劇団へGO
！ 学園祭実行委員

会へGO！

文化系クラブへ
GO！

体育系クラブへ
GO！

ボランティアコ
ーナーへGO！

外大ならではの活動がしたい！

音楽や室内で活動するのが好き！ 運動大好き!! 人のために役に立ちたい！

イベントの企画運営をしてみたい！

課外活動は、交流の場。
興味がある活動をみつけるために、
新歓などに参加しよう!!
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2013 年度前期授業料払込書を 4 月中旬に送付しますので、払込期限（4 月
30 日（火曜））に遅れないように銀行又は郵便局の窓口で納付してください。

新入生については、入学式の当日、他の書類と一緒にお渡しします。

2013 年度の Web 履修登録（前期・後期・通年・集中講義）は 4 月 3 日（木曜）～です。新入生の履修登録及び、在学生
の登録訂正期間は 4 月 8 日（月曜）9 時～ 14 日（日曜）23 時 59 分です。※履修登録は、学内・学外の PC から登録が可
能です。

学内 PC 利用する場合は、学生コンピュータ室、学生会館、図書館、学生支援教育グループのみ利用可能です。シラバス（講
義概要）は、「GAIDAI PASS」で公開しています。事前に履修希望科目のシラバスを「GAIDAI PASS」で確認してから登録
してください。図書館、学生支援教育グループのみ利用可能です。（時間割は新入生についてはオリエンテーションで、在校
生は希望者のみ教務入試広報班窓口で配布しています。）

各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月 8 日（月曜）頃より順次掲示板にてお知らせします。2013 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　提出期限が短い期間のものがありますので、注意して見
ておいてください。

①申込説明会
　下記の日程で申込説明会を開催しますので、希望者（新入生・在学生）は必ず出席してください。当日申込書類等を配布します。
　日時：4 月 6 日（土曜）　（1）13 時 30 分～ 14 時（2）17 時 10 分～ 17 時 40 分　　場所：大ホール
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 25 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 19 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 26 日（金曜）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

本学は、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、一人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 3、4 頁をごらんください）

注意点
①住所変更、払込書送付先変更等がある場合は至急、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

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、前期授業料払込書を必ずお持ちください。
③期限までに払い込みができないときは、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」（日本政策金融金庫）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.794-8123

授業料前期分の納入について

履修登録について

各種奨学金 新規募集

日本学生支援機構奨学金

学生相談室・各種相談窓口

納付期限 郵送時期（払込書）
前期分 4月30日（火曜） 4月中旬頃
後期分 10月31日（木曜） 10月中旬頃

インターネット入力期間 初回振込予定日
4月9日（火曜）～ 24日（水曜） 5月16日（木曜）
4月25日（木曜）～ 5月26日（日曜） 6月11日（火曜）



新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
学園祭実行委員会「祭」です！
大学生になって、授業やバイトだけではなく、色々なことにチャレンジしたい！クラブ・サー

クル活動したいけど、どんな活動をしているかサッパリ…。そんな新入生のために企画した「新
入生歓迎イベント / 外大春の旅まつり」！クラブ・サークルのステージイベントのほか、模擬店、
展示・相談コーナーを設置する予定です。

日時は、4 月 20 日（土曜）、10 時～ 17 時 30 分。
大学生活でのクラブ・サークル活動は将来、必ずプラスになります！
より素敵な大学生ライフをあなたに！  See you later, thank you!

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、1991 年から、「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 8 日（月曜）～ 19 日（金曜）
バイク通学届出期間 4 月 8 日（月曜）～ 26 日（金曜）
学生支援・教育グループ 学生支援班　794-8131

★関西夜間六大学テニス大会
　2 月 10 日に関西夜間六大学テニス大
会が行われ、シングルスの部において
　イスパニア学科 4 年
　　　　古井  悠太 さん
 が優勝されました。

★第 32 回神戸ユース賞
　2 月 16 日須磨区役所において、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送られるこうべユース賞の表彰式が行われ、
・イスパニア絵本翻訳会が社会部門
　（エルサルバドルの子供たちへの日本の絵本の翻訳・寄贈活動）を受賞、
・中国学科 4 年田中結衣さんが文化部門

（第 29 回全日本中国語スピーチコンテスト大学生部門第一位・外務大臣賞・
中日友好協会賞）を受賞されました。

定期健康診断の実施について（※今年度より変更点有り※）
学校保健安全法に基づき定期健康診断を次のとおり実施します。今年度は、当日受診出来ない学生について、5 月 13 日（月

曜）～ 5 月 17 日（金曜）の期間に、下記学外施設での受診を可能とします（無料）。ただし、事前に個人受診票を学生支援
班で受け取った上で行ってください。

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。

車両通学の自粛について

課外活動報告

新入生歓迎イベント／外大春の旅まつり

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 11 日（土曜）13 時 30 分～ 17 時 30 分
対 象： 英米・ロシア・イスパニアの各学科学生
実 施 日 時 ②： ５月 18 日（土曜）14 時～ 18 時 30 分
対 象： 中国・国際関係・第二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： 兵庫県予防医学協会健診センター　〒 658-0046　神戸市東灘区御影本町 6 丁目 5-2

※ 5 月 13 日（月曜）～ 5 月 17 日（金曜）のみ
※事前に学生支援班で個人受診票を受け取り、電話予約のこと。



＜行事予定＞
＜ 2013 年度　チューター＞

日　時 行　事
4月5日（金曜） 入学式・オリエンテーション

4月6日（土曜） オリエンテーション

4月8日（月曜）

授業開始

学生アドバイザー相談会

給付奨学金等募集要項配布開始

4月8日（月曜）～26日（金曜） バイク（自動2輪・原付）通学届出期間
4月20日（土曜） 新歓イベント「外大春の旅まつり」
4月30日（火曜） 前期授業料納入期限
5月11日（土曜） 健康診断（英米・ロシア・イスパニア）
5月15日（水曜） 成績通算申込
5月18日（土曜） 健康診断（中国・国際関係・第2部英米）
5月22日（水曜） 前期卒業希望者受付

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、
　経営企画グループ広報班まで
　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/
携帯サイト　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/

外国語
学部 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 Farrah 星野

2 年生担当教員は、
原則として 2012
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 中嶋 西川（健）
英米学科Ｃ組 エグリントン 友田
英米学科Ｄ組 山之内 横田
ロシア学科 岡本（崇） 高橋
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 Romero 川口
国際関係学科Ａ組 玉井 船尾
国際関係学科Ｂ組 鎰谷 中田

２　部
英米学科Ａ組 三野宮 松永
英米学科Ｂ組 芝 Tatsuki
英米学科Ｃ組 那須 杉山

理事（学務担当）/ 学生支援部長　新野  緑教授（英米学科）
理事（学術、国際交流・地域貢献担当）/ 外国学研究所長　指  昭博　教授（総合文化コース）
学務担当理事補佐（教務担当）　田中  悟教授（法経商コース）
地域貢献担当理事補佐　野村  和宏教授（英米学科）

2013年度教員新体制

＜新任教員＞

＜昇任＞ ＜退職＞

（2013 年 4 月 1 日付）

（2013 年 4 月 1 日付） （2013 年 3 月 31 日付）

総合文化コース 金沢　晃  准教授

私が専門とする臨床心理学は、人のこころに興味をもち、気持ちを考え、理解するための理論と
技法を扱います。人は生きていく中で、自分自身を振り返る局面に出会うものです。
講義や演習を通して、みなさんがこころを見つめる手がかりを提供したいと思います。

中国学科 紺野　達也  准教授

専門は中国古典文学、特に唐宋の詩文を研究しています。現在の中国の言葉や文化のなかにも古
典を踏まえたものが多く見られます。そのような中国の古典文学を「読む」おもしろさと「考える」
おもしろさを皆さんにも感じてもらいたいと思います。

イスパニア学科 フアン・ロメロ・ディアス  講師

第二言語としてのスペイン語習得が専門です。スペイン語の文法は簡単ではありませんが、楽し
く学んでいきましょう！よろしくお願いします。

総合文化コース 山本　昭宏  講師

自己と他者との関係の総体を「社会」や「文化」と呼ぶならば、それらを学ぶ最良の手段は、人
とのコミュニケーションでしょう。共感や違和感を大切にして、近代日本の「社会」と「文化」
を共に学んでいけたらと思います。

教授昇任 清水　俊行 （ロシア学科）
教授昇任 福田嘉一郎 （総合文化コース）
教授昇任 三間　英樹 （英米学科）
教授昇任 野村　竜仁 （イスパニア学科）
准教授昇任 森谷　文利 （法経商コース）
准教授昇任 中嶋　圭介 （法経商コース）

小浜　善信 教授（総合文化コース）
長江　裕芳 教授（総合文化コース）
田川幸二郎 教授（英米学科）
山川　英彦 教授（中国学科）
阿部　晃直 教授（国際関係学科）
宮本　正美 教授（イスパニア学科）

村本　詔司 教授 （総合文化コース）
森田　耕司 准教授（ロシア学科）
坂口　　甲 准教授（法経商コース）


