
職員紹介（2017 年４月時点） 
 

総務人事班 
人事担当 
2012年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

人事担当として職員の採用・昇任・人材育成等

を担当するほか、給与・労務管理・福利厚生・労

使交渉等の業務を行っております。 

今年度は、職員の能力向上のための支援制度や

職員提案制度を新設する等、様々な新しい取組み

にチャレンジしています。 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

とにかく「人」です。 

まじめで意識の高い学生 

学識高くユーモア溢れる教員 

様々な個性で助け合う職員など 

いつも「人」を想い仕事が出来る環境は大変有

意義で勉強にもなります。 

Q：この職場の一番いいと思うところは 

教職員からなるフットサルや、バドミントンな

どの各種サークル活動に参加しています。 

 人に恵まれた職場で、仕事でも、プライベート

でも非常に居心地の良い場所です。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

明るくて、志の高い方 

 

 

Q：メッセージ 

一緒に心を合わせ、チームとして色々な改革を

起こし、次の世代を担う学生を共に育てていきま

しょう。 

 

 

 

 

財務班 
2011年度採用 
 

 

 
 

Q：仕事内容は 

予算編成、決算、予算執行、市会及び中期計画

/年度計画/自己点検評価/認証評価の財務関係な

どを担当しています。 

 

 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

例えば、各事業に関する情報、財務的視点に加

え、より広い経営的視点がある方が、大学の発展

につながる予算査定が可能になります。奥が深

く、様々な方針決定に関れ、学びがい、やりがい

が大きいことが醍醐味です。 

 

Q：この職場の一番いいところは 

良いところは数多くありますが、グローバル化

が進む中「行動する国際人」の養成に携われるこ

と、機動性が高く、風通しがよい小規模な組織、

駅からとても近い立地などに特に魅力を感じてい

ます。 

 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

向上心があり、自発的、合理的で、多面的に考

えられる方と仕事ができれば嬉しく思います。 

 

 

Q：メッセージ 

国際社会に通用する人材の養成、社会・産業発

展への貢献、高等教育・学術研究向上への寄与な

どの本学の目的・目標達成や発展への貢献を強く

希望する方と、力を合わせて働けることを楽しみ

にしています。 

 

 



企画広報班 
2013年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

広報・広聴に関わることなど、業務内容は多岐

に渡ります。 

広報物１つにしても、よりよいものを制作する

には、レイアウト・デザイン、ウェブ、写真編集

などの知識やスキルが必要になりますので、日々

勉強中です。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 
広報には正解がなく、結果が数値として表れる

わけでもなく、難しい側面もたくさんあります

が、その分工夫のしがいがあります。 

また、在学生や高校生などたくさんの人と出会

えることも大きな魅力です。 

 

 

Q：この職場の一番いいところは 

在学生の活躍に刺激を受けたり、感動すること

がよくあります。オープンキャンパスを学生と共

に盛り上げた後や、合格発表の瞬間に立ち会った

時には、毎年涙をもらいそうになります。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

大学をよくしようという気持ちで、前向きに仕

事に取り組んでいただける方です。チームで協力

しながら、大学運営を進めていきたいと思ってい

ます。 

 

Q：メッセージ  

本学は小さくアットホームな大学ですが、海外

へ目を向けた志の高い学生ばかりです。大学運営

も先を見据えながら、広い視野を持つことが必要

です。一緒に働くことを楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

情報メディア班 
2014年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

大学の情報システム関連の業務を担当してお

ります。庶務的な内容から、教職員・学生のパソ

コン等のサポート、情報システムの運用・管理や、

情報管理等を行っています。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

 大学職員の仕事は、ひと対ひとの仕事ができる 

ことが魅力です。 

 また、大学の役割は「教育」、「研究」や、「地 

域貢献」など多岐に渡り、社会の中で重要な役割 

を担う機関です。その一員として、仕事が出来る 

ことにもやりがいを感じています。 

 

 

Q：この職場の一番いいところは 

本学では、職員の配置換えがあり、ローテーシ

ョンで色々な部署を経験できることも、また魅力

であると思います。 

今後、各部署を経験して自己成長していきたい

と考えています。 

 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

何事も前向きに捉え、コミュニケーションを大

切に出来る人。 

ひとりでできる仕事はたかが知れています。 

職員同士で助け合い、高めあい、みんなが活躍

できる組織になると嬉しいです。 

 

 

Q：メッセージ 

みなさんと一緒に働ける日を楽しみにしており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教務入試班 
教務担当 
2011年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

●学生に関わる教務事務 

学修に関する相談対応、入学時オリエンテーシ

ョン、履修登録、ゼミ募集、卒業論文、成績処理、

進級・卒業判定 ほか 

●教員に関わる教務事務 

 シラバス編集公開、時間割作成、教室割り振り、

授業評価アンケート、ゼミ募集要項編集、委員会

等資料作成 ほか 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

すべての学生・すべての教員・すべての職員と

直接的に関わりあえることが、教務セクションの

魅力です。「信頼関係」が誰と向き合う上でも大

切であり、仕事をやりがいあるものにできるかの

鍵であると実感しています。 

 

Q：この職場の一番いいところは 
 学生の皆さんや教員と近い距離で対話ができ、

学内ですれ違うとお互いに固有名詞で呼び合える

良さがあります。個々の学生さんを複数の視線で

見守り応援できる大学であると思います。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

相手の立場になって物事を多面的に捉えられる

方と仕事がしたいです。大学は職員にとっての「職

場」であると同時に、学生の学びの場であり、教

員の研究の場です。「人」への気配りができる方

に来ていただきたいです。 

 

Q：メッセージ 
  
 入学式で新入生と出会い、日々の悩みや進級可

否の結果を共に泣き笑いし、卒業式で社会に羽ば

たいていく彼ら彼女らにエールを送る。 

大学職員ならではの感動を一緒にしませんか 

 

 

 

 

 

教務入試班 
教職担当 
2011年度採用 

 

 

Q：仕事内容は 

教職課程を履修する学生のサポートを中心に、

履修指導や教育実習の手続き、免許状の申請や各

種説明会の実施、司書・司書教諭課程に係る事務

を担当しています。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

子供達の未来を担う「教師」を志す学生達の成

長を見守りながら、一緒に目標に向かって頑張る

日々に大きなやりがいを感じています。 

職場は暖かい雰囲気で、互いを高め合える仲間

がいることが魅力です。 

 

 
Q：この職場の一番いいところは 

 

職員同士や先生方との距離が近く、スポーツ等 

の交流の機会がたくさんあります。 

 人と関わることが好きな人には、とても充実し 

た職場になると思います。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

向上心と思いやりを大切にしながら、相手の立

場に立って物事を考え、前向きにお仕事のできる

方と一緒に働ければ嬉しいです。 

 
Q：メッセージ 
 職員が一丸となりイベントを成功させた時の一

体感や達成感、学生に貰う言葉など、時として忘

れられない瞬間に出会うことがあります。 

職場はきっと大切な居場所になると思います。 

一緒に働ける事を楽しみにしています。 

 



教務入試班 
入試担当 
2010年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

学部入試に関する事務、入学者選抜実施要項・

募集要項の作成、入学者選抜に関する調査、入試

制度の検討、入試広報イベントの企画運営など大

学内での業務を行う一方で、全国各地の高等学校

や進学説明会に足を運び、受験生の皆さんに本学

の魅力を発信しています。 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

海外志向が強く向学心溢れる外大生や、教育・

研究に熱心な教員に刺激を受け、職員の士気が非

常に高いところが神戸市外国語大学の大きな魅

力だと感じます。 

 

Q：この職場の一番いいところは 

職員の仲が良いところ 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

大学は大きな変革期に入っています。未来を見

据え自ら課題を発見し、周囲と協力しながら解決

していくことが求められます。 

チャレンジ精神旺盛な方、コミュニケーション

を大事にする方と一緒に働きたいです。 

  

Q：メッセージ 
 神戸市外国語大学を一緒に盛り上げていきまし

ょう 

 

 

学生支援班 
2015年度採用 

 

Q：仕事内容は 

奨学金、入学、卒業の手続きを中心に業務を行

っています。班全体としては、学籍異動(休学・

復学・退学)、欠席が続く学生への対応、課外活

動の補助(部活・サークル等)、授業料減免、証明

書の発行等、業務は学生生活全般に渡ります。 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

小規模な組織ゆえに個人の裁量が大きく、自分

で考え新たなことにチャレンジすることができ

ます。責任は勿論ありますが、とてもやりがいを

感じることができます。 

また、学生と接する機会も多く、常に若々しい

気持ちでいられます。 

  

 

 

 

Q：この職場の一番いいところは 

プールや体育館等、学内スポーツ施設が充実し

ており、就業時間外には、さまざまなスポーツを

通して、職員、教員との交流を図るなど、非常に

雰囲気の良い職場です。 

また、自然が多く、静かな環境で、落ち着いて

仕事ができます。 
 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

業務内、業務外問わず、大学、グループ、班、

隣の人のことを気遣うことのできる方。自分の考

えだけに固執せず、柔軟に遊び心を持って、物事

を考えられる方。 

 
Q：メッセージ  

 新たな素晴らしい出会いに期待しています。 

 

キャリアサポート 
センター 
2015年度採用 

 

 

Q：仕事内容は 

各種就職ガイダンスの実施、求人や説明会情

報の案内、インターンシップの窓口、学内企業

説明会の開催、個別相談、就職データ統計、就

職関係発行物の作成、キャリアサポートセンタ

ー広報関係などを担当しています。 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

日々様々な業界・企業のことを研究し、新た

な多くの発見ができ、刺激を受けています。   

また、学生と直接接する業務を担当している

ので、学生とコミュニケーションを取る中で、

お互いに学びあえることにとても魅力を感じま

す。 

 

 

 

 

Q：この職場の一番いいところは 

 小さな大学ですから、一人一人の職員は幅広い

業務を任されています。様々な研修や資格取得支

援などの制度が充実し、常に成長と新たな発見が

できるところが一番良いと思います。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

これからますますグローバル化が進んでいく中

で、「行動する国際人」を育成するために、グロ

ーバル感覚を持ち、現状に満足せず、常に新しい

発想ができる方と一緒に仕事をしたいです。 

 

Q：メッセージ 

18 歳人口が年々減少することに伴い、これから

大学運営はたくさんの変革が求められています。

決して楽な道のりではないですが、様々なことに

挑戦意欲がある方、ご応募をお待ちしています。 



大学院班 
2011年度採用 

 

 

Q：仕事内容は 

現在は、教員の研究支援業務を行っています。

具体的には、学内研究費の管理、研究費で購入す

る物品の調達、外部資金の獲得支援・管理等を行

っています。 

大学職員としては珍しいですが、学生より先生

方と関わることが多いです。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

教員の研究遂行に必要な経費であっても、研究

費の使用ルール上執行不可能なこともあります。

その際少しでも希望に沿うよう、実現可能な方法

を提案することで、先生方との信頼関係を築ける

ことが醍醐味です。 

Q：この職場の一番いいところは 

本学は小規模大学なので、一人あたりの裁量が

大きく、自分次第で色んなことに挑戦でき、かつ

その成果が見えやすいところが、とても魅力的だ

と思います。前向きな姿勢があれば、どんどん活

躍できます。 

 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

働く上では、相手や仲間との信頼関係がとても

大切だと思います。自分の意見に固執しすぎず、

相手の立場や意見も理解した上で、着地点を一緒

に見つけられる方と共に働きたいと思います。 

 

Q：メッセージ 

就業時間外でもスポーツやイベントで教職員と

交流する機会があり、「よく働きよく遊べる職場」

だと思います。 

楽しみながら一緒に外大を盛り上げていきまし

ょう！ 

 

国際交流センター 
2014年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

本学に交換留学でやってくる外国人学生が、日

本で楽しく留学生活を送れるように環境を整え

る仕事をしています。 

具体的には、募集要項の作成から始まり、住居

の準備、授業の履修だけでなく、大学に馴染める

ように、パートナーとなる外大生の手配や、遠足

の企画などをしており、「留学生のなんでも屋さ

ん」のような存在です。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

毎日が異文化交流で色々なことが起こります

が、無事に来日した学生が、どんどん日本語が上

手になっていって、最後元気に笑顔で帰国してい

く姿を見送るのは、大変やりがいがあります。 

 修了生が再来日した際に国際交流センターを

訪れてくれることもあり、とても嬉しくなる瞬間

です。 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 

本学は、法人化された事もあり、あらゆる面で

「変革」の真っ最中です。 

その「変革」を楽しい！と感じ、日常業務から

常に変革を意識して、前向きに仕事ができる方と

一緒に働きたいと思っています。 

 

Q：この職場の一番いいところは 

職員数約 80 人と規模が小さいため、１人１人の

裁量の幅が広く、若手の意見でもどんどん取り入

れてもらえるのが良いところです。 

もちろんその分プレッシャーもありますが、若

いうちからオールラウンドに活躍したい！と思っ

ておられる方にとって、良い環境ではないでしょ

うか。 

Q：メッセージ 

一緒によりよい大学をつくりあげていきましょ

う！ 熱い思いを持ったあなたと一緒に働ける日

を、楽しみにしています。 

 

学術情報センター 
（図書館司書） 
2014年度採用 
 

 

Q：仕事内容は 

図書館システム、HP・SNS 運営、リポジトリ、

レファレンス統括、利用統計、ゼミガイダンス・

初年次教育(新入生向け説明会)、貴重書管理、資

料の保存・修繕、卒業論文電子化、閲覧業務、展

示、図書館活動報告作成など。 

 

 

Q：仕事の醍醐味・職場の魅力は 

大学の規模としては小規模となる本学は、職員

一人に対する業務の幅が他大学よりも広く、ま

た、専門化する傾向があります。着任後、早くか

ら多くの業務を任されることになるので、日々や

りがいを感じるかと思います。 

Q：この職場の一番いいところは 

図書館に各語学科担当の司書が在籍しているこ

とです。毎月ホームページなどで各語学の資料を

司書のおすすめとして紹介しており、学内に留ま

らず他機関の司書や一般の方からも注目を集めて

います。 

Q：どんな方と一緒に仕事がしたいですか 
 人との繋がりが強いのが本学の特徴です。一人

で業務に取り組むのではなく、大学としてどのよ

うに進めるのが良いかを考えながら、相互協力で

きる方と仕事をしたいです。 

Q：今後の目標 

本学で「何をしたいのか」、具体的なイメージ

を持つよう心がけてください。また本学に採用と

なった際には、知的好奇心を満たすため、日々の

業務のために、ぜひ図書館を活用いただければと

思います。 

 


