
　こじんまりした良い大学で環境が非常に良いという印象です。
　キャンパスもまとまっており、大きな大学と比べ、学生さん
も動きやすいと思います。
　また、学園都市という教育に特化した場所の中にあり、コミュ
ニケーションや交流がしやすく、学生生活を送りやすいのでは
ないかと感じました。

　本学は、令和５年４月より神戸市立工業高等専門学校と同一法人
下での運営を開始いたします。それに向け、神戸市長からの任命に
より、令和４年４月から前・神戸大学長である武田廣が新たに理事
長として就任しました。

神戸市外大だより

武田　廣  新理事長
インタビュー
・愛媛県出身　・東京大学卒
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本学の印象は？

　昔は休日はほぼなかったです。研究のためヨーロッパにおり、
土日も何だかんだと仕事をしていました。これがいいことかど
うかは分からないですが、若いときは面白いからやっていまし
た。あまり苦にはならなかったですね！
　現在はそれなりに土日は自分の時間を取るようにしています。
40歳を過ぎてからテニスを始め、60歳を過ぎてからゴルフを始
めました。現在の休日はゴルフ最優先で過ごしています！

休日はどのように過ごされて
いますか？

　外国語大学ですので、外国とのつながりを大事にしてほしい
です。私自身若いときに外国に出るチャンスをもらい、ヨーロッ
パに行かせてもらいました。この経験は何にも代えられないも
のになりました。本学ではそういう機会があり、それはとても
有利なことだと思います。ぜひ十二分にその機会を利用してい
ただきたいと思います。また、自分の学科だけでなく、若いう
ちにいろんな世界を見てきてほしいと思います。

学生に向けてメッセージを
お願いします。

　非常に刺激の多い学生生活でした。当時、東大紛争が起きた
時代で、大学の在り方そのものに対して異議を唱えることに抵
抗がなく、世の中も揺れ動いていた時代でした。
　大学に入学してすぐに大学が封鎖になりました。田舎から東
京に出てきたばかりで、何をしたら良いか分からない。周りで
起きていることがよく分からない。どうしたらよいか分からな
い。まさに今のコロナ禍と同じような状況でした。
　そんな中、私は手あたり次第に本を読みました。本には自分
では見つけられない面白さがあります。当時、専攻は理系でし
たが、第二外国語でドイツ語をとっていたため、ドイツ語で書
かれた文学系や社会学系の本なども読みました。アルバイトで
稼いだお金はすべて本に注ぎ込んでいたぐらいです。物理は大
学が教えてくれるので、自由な時間は自分の興味の赴くままに
本を読む。それが専門分野に役立ったかは分かりませんが、人
間として見たときにとても意味があったと思っています。
　また学生時代は、アルバイトで土地の測量やビルの警備、家
庭教師などをしていました。
　大学院にも進みましたが、学生時代はとにかく充実しており、
ぼーっとしている暇がなかったように思います。

大学時代はどのような学生
でしたか？

　行く先々で一番になれという意味ではなく、行ったところ、
色んなシチュエーションの中で全力を尽くせという意味です。
組織の中でトップに立て！と解釈する人もおり、捉え方は様々
ですが・・・私自身、大学の専攻は物理を選びましたが、当時はっ
きりとした目標があったわけではありません。大学院卒業後、
研究職の道を選び、突き進んできました。ただ、その場その場
で一生懸命考えてやりました。結局はその場その場で、主体的
に物事を考えていかなければなりませんよ、ということだと思っ
ています。

座右の銘『随所に主となれ』



学科名
英米学科
ロシア学科
国際関係学科
国際関係学科
国際関係学科
総合文化グループ
総合文化グループ

名 前
井上　詩歩子
岡野　要
松田　裕美
木場　紗綾
後　友香
常行　泰子
安喰　勇平

講　師

准教授

講　師

准教授

講　師

准教授

講　師

フリガナ
イノウエ　シホコ

オカノ　カナメ

マツダ　ユミ

キバ　サヤ

ウシロ　ユカ

ツネユキ　ヤスコ

アンジキ　ユウヘイ

英米学科
井上 詩歩子 講師
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神戸市外大の英米学科を卒業したのち、大学院に進みました。
博士課程の途中からイギリス南西部のエクセター大学に留学
し、およそ3年半ぶりに母校に戻ってきました。専門分野はア
メリカ詩、特に20世紀中期のSylvia Plath、Anne Sexton、
Robert Lowell、 Elizabeth Bishopらに代表される、告白的
な構造を特徴とする抒情詩です。

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？

授業内外でみなさんと様々な詩を読み、作品について意見を
交わすことを通して、他のどんな言語様式からも得られない
詩特有の親密さと広がりを持ったコミュニケーションのあり
方を一緒に学びたいと思います。

本学でやりたいことは何ですか？
あっという間の４年間です。自分の足で動き、目で見て、好
きなもの、大事だと思うもの、自分にしか出来ないことを見
つけてとことん追求する力を養ってください。私も、私の好
きな作家たちとともに、よろこんでそのお手伝いをします。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

やりたいことがありすぎて足がもつれる日々でした。そのせ
いか、何もないところでよく転んでいたような気がします。
時々詩を書いて、それをゼミの先生に読んでもらうのが何よ
り楽しみな時間でした。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 

座右の銘というほどではないですが、大学院での悩み多き
日々に寄り添ってくれた特別な言葉（作品）です。
Questions̶if that is what they are̶
answered directly, simply, 
by day itself.
(Elizabeth Bishop, “Five Flights Up”より) 

訳） 問いは－もしあれらをそう呼べるなら－
　　答えを得る　直ちに、あっさりと明ける
　　日　それじたいによって。

座右の銘は何ですか？ 

ゆっくり起きてゆっくり朝ごはんを食べたあと、昼から心ゆ
くまで研究・・・が理想の休日です。

休日はどのように
過ごしていますか？ 

趣味は読書で、たまにふらっと旅に出ます。

趣味・特技は何ですか？

英米文学を研究するなかで出会った作家や研究者を最も尊敬
しています。彼らのように、書くことを通して挑戦し続ける
人生にしたいです。

尊敬する人は誰ですか？ 

I'm  glad to meet you



ロシア学科
岡野　要 准教授

国際関係学科
松田 裕美 講師
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関西のいくつかの大学でロシア語、セルビア語、ロシア語学
などを教えていました。専門はスラヴ語学で、主にロシア語、
セルビア語、少数言語のルシン語を研究しています。

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？

国際情勢が急激に変化していますが、ロシアを含むスラヴ諸
国の言語や文化についてさまざまな角度から知ってもらえる
ような授業をしたいと思っています。

本学でやりたいことは何ですか？

大学生活は、長いようであっという間に過ぎていきます。学
科や学年、専門、世代といった枠にとらわれずさまざまな人
と交流して、刺激の多い学生生活を送ってください。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

どうでもいいことをあれこれ話すのが好きだったので、友人た
ちや先生方によく話を聞いてもらった記憶があります。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 

座右の銘はありませんが、学生時代にロシア人の先生から教え
てもらった Век живи ‒ век учись（生きている限
り学ぶもの）［ことわざ］と Лучше скажи мало, 
но хорошо（言葉数は少なく、でも的確に）［K. プルト
コフ］は今でもよく思い出します。

座右の銘は何ですか？ 

予定がなければ家でゆっくりと過ごすことが多いです。

休日はどのように
過ごしていますか？ 

これといった趣味も特技もありませんが、散歩や旅行に出か
けるのが好きです。

趣味・特技は何ですか？

両親です。2人の自分の専門に対する熱意を見ていると、「自
分も頑張らないと」という気になります。

尊敬する人は誰ですか？ 

国連職員としてアフリカ、ヨーロッパ、中東及びアジアの国々
で、女性と子どもの権利の保護、貧困緩和や難民問題、緊急
人道支援といった課題に取り組んできました。専門は開発
学、特に開発におけるジェンダー分析です。

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？

ジェンダーや人権は私たちの身近にある問題であるととも
に、世界の問題でもあります。持続可能な社会を形成するた
めに、今私たちに何ができるのか。地球規模の問題を外大生
と議論し、発信していきたいと思います。

本学でやりたいことは何ですか？

これまで日本人としての価値
観を抱えながら、国籍や文
化、宗教の異なる人達と、そ
して想像を絶する困難の中で
も未来を信じて必死に生きて
いる人々と一緒に理想を追っ
て働いてきました。この経験
を活かし、教員としてのみで
はなく先輩として、皆さんの
悩みや迷いにも耳を傾け、
これから世界に飛び出す外
大生を応援したいと思いま
す。皆さんの前には、無限
の可能性がありますよ！

本学の学生へメッセージを
お願いします。

外大では語劇に没頭していました。また、卒業後は仕事で日本
を離れることになるとはつゆ知らず、一生懸命アルバイトと海
外旅行をしておりました。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 

しんどいときにいつも自分に言い聞かせるのは、「人生で起こ
ることは、無駄なことは何もない」。それから、友人であるエ
チオピア人とヨルダン人に言われた好きな言葉は、「一つの扉
を閉めると、必ず次の扉が開く！」です（同じ格言がアフリカ
にも中東にもあるようですね）。

座右の銘は何ですか？ 

ハイキング、温泉、読書

休日はどのように
過ごしていますか？ 

陶芸、テニス、映画

趣味・特技は何ですか？

上野千鶴子さん

尊敬する人は誰ですか？ 



国際関係学科
木場 紗綾 准教授

国際関係学科
後　友香 講師
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フィリピンとタイの日本国大使館の政治部で勤務し、国際
NGO職員としてケニアや南スーダンで働き、日本の衆議院議
員秘書もしていました。専門は東南アジア政治とアジアの安
全保障、そして開発援助や防衛協力に関する研究です。

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？

担当科目「比較政治」を通じて、途上国政治、東南アジア政治
に関心を持つ学生が増えてくれたらいいなと思っています。

本学でやりたいことは何ですか？

立ちはだかる「就職」に重圧を感じている人も多いことで
しょうが、この時代、転職やキャリアチェンジは珍しいことで
はありません。就職も転職も怖がらなくて大丈夫です。ずっ
と転職を繰り返してきた私からのメッセージです。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

英語サークル（E.S.S.）に没頭していました。大学を3年で中
退して大学院に進学しましたので、実は大学4年生を経験して
いません。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 特にありません。

座右の銘は何ですか？ 

神戸の市場・港湾めぐり。湊川や駒ヶ林でアジアの食材や
ハーブを買い求め、各国料理を作る週末は最高です。

休日はどのように
過ごしていますか？ 

ジムやプールで体を動かすのが大好きです。フィリピン在住
中はスキューバ・ダイビングをしていました。タガログ語
（フィリピンの言語のひとつ）が理解できるので、タガログ
映画やミュージカルを鑑賞するのも好きです。

趣味・特技は何ですか？

大使館で働いているときに出会った日本の外務省の上司たち
です。

尊敬する人は誰ですか？ 

大阪大学で助教をしていました。専門分野は、国際的な民事
紛争の解決方法（裁判や仲裁など）です。

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？

法学の殻にとじこもらず、専攻の異なる方々と幅広く交流し
たいです。

本学でやりたいことは何ですか？

他人からの評価に左右されず、自分の心の声に耳を傾けること
で、自分を大切にしていってほしいと思います。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

塾講師のアルバイトに情熱を注ぐ一方、民法・（国際）民事
訴訟法の深みにはまっていきました。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 

「油断大敵」

座右の銘は何ですか？ 

土日に研究会が入ることも多いので、平日と休日を明確に区別
できていませんが、神戸の街を散策したいと思っています。

休日はどのように
過ごしていますか？ 

趣味は、英語でミステリー小説を読むことです。オススメが
あれば教えてください。特技は、（最近はほとんどしていま
せんが、）ギター弾き語りです。

趣味・特技は何ですか？

誰にでも尊敬できるところがあると思っています。

尊敬する人は誰ですか？ 



総合文化グループ
常行 泰子 准教授

総合文化グループ
安喰 勇平 講師
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外国語に特化した大学ですから、言語の学習に興味がありま
す。フランス語や英語を学び直すのも良いし、これまで学ん
だことのない言語を学ぶチャンスだなあと思っていますが、
実際にやるかどうかは…

本学でやりたいことは何ですか？
色んなことにチャレンジし、しんどくなったら何か自分の好
きなことでリフレッシュして、それからまたチャレンジして
いく、というサイクルをうまく作って充実した学生生活を送
りましょう。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

周りからはどちらかというとマジメな学生だと思われていたは
ず。実際どうであったかはさておき。教育学研究会を友人と立
ち上げて、夏に福井に合宿に行ったのは良い思い出です。

大学時代はどのような
学生でしたか？ 

「棚からぼた餅」です。他力本願というわけではありませ
ん。思いがけないことが自分の人生を大きく左右させること
もあるので、あまり見通しは立っていないけどとりあえず
チャレンジしてみよう、という構えでなるべくいたいと思っ
ています。

座右の銘は何ですか？ 

パンと珈琲が好きなので、それらを家で飲み食いしながら、
本や漫画や映画を楽しむ日が多いです。

休日はどのように
過ごしていますか？ 

趣味は野鳥を愛でることと珈琲を飲むことです。特技は強い
て言えば、ネタバレをほとんどしないで、本や映画を紹介す
ることです。

趣味・特技は何ですか？

将棋棋士の藤井聡太五冠。妥協せずに最善手を探る姿勢と、
対談やインタビューでの綺麗で謙虚な言葉遣いを見ると、自
分もこうありたいと思います。

尊敬する人は誰ですか？ 

スポーツ社会学、身体教育

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？

茨城キリスト教大学で教育学を教えていました。専門分野は
教育哲学です。倫理的な教育とはどのようなものか、という
問いに主に取り組んできました。

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？

スポーツを通じた地域・国際社会への貢献

本学でやりたいことは何ですか？

健康づくりや運動・スポーツは世界共通の普遍的なテーマで
す。運動・スポーツを通じて地域・国際社会について一緒に
学びましょう。

本学の学生へメッセージを
お願いします。

Where there is a will, there is a way

座右の銘は何ですか？ 

周囲の方すべて

尊敬する人は誰ですか？ 
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卒業式

入学式

3月25日(金曜)、2021年度学位記授
与式・卒業式が執り行われ、学部生
466人、大学院生45人が卒業・修了
しました。３年ぶりとなる大ホール
での開催で、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から二部制で実
施し、保護者の方にはYouTubeで
ライブ配信させていただきました。

4月5日、学部生447人、大学院生39
人、計486人の新入生を迎えました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、式典は大ホールにて二
部制で開催しました。新入生は、久
元喜造神戸市長から祝辞をいただ
き、教職員をはじめ多くの方々から
祝福を受け、本学学生としての大学
生活をスタートさせました。

上記予定は変更することがあります。また、新たにセミナーが追加されることもあります。 詳細は、事前に掲示するポスター、GAIDAI PASSで確認してください。注意

キャリアサポートセンターより 2022年度 就職行事予定表
月 日

5月17日
5月18日
5月18日
5月25日
6月1日
6月8日
6月15日
6月29日
7月1日
7月6日
8月下旬

第1回公務員採用試験個別相談会
SPIセミナー
第1回マスコミ業界研究セミナー
第2回就職基本ガイダンス
第2回マスコミ業界研究セミナー
第3回就職基本ガイダンス
第3回マスコミ業界研究セミナー
TOEIC対策セミナー
第2回公務員採用試験個別相談会
外務省在外公館派遣員制度説明会
留学＆就職セミナー

予約制（「何でも相談」受け付けます）
SPIテストの意味、企業のSPIテスト活用など総合的に学ぶ
採用試験の傾向と対策（全体編）
インターンシップを活用するポイント
放送・広告業界研究編
グループディスカッションで見られること
新聞・出版業界研究編
TOEICの概要説明、対策方法、ワークショップ等
予約制（「何でも相談」受け付けます）
外務省在外公館派遣員制度のあらまし
留学中の心構えについて等

全学年
3年生
全学年
3年生
全学年
3年生
全学年
全学年
全学年
全学年
全学年

前 期

火
水
水
水
水
水
水
水
金
水

曜日 行事名称 内 容 対象学年

月 日
9月21日

9月28日
10月12日
10月26日
11月7日
11月30日

11月～12月

11月
11月
11月

12月14日
1月11日
2月8日
1月下旬

2月
2月、3月

2月

第1回キャリアデザイン授業
私学教員採用ガイダンス
第4回就職基本ガイダンス
公務員セミナー
第5回就職基本ガイダンス
第3回公務員採用試験個別相談会
第6回就職基本ガイダンス

内定者体験報告会

業界研究講座
官公庁・国立大学法人業務説明会フェア
 WEB模試受験会
第7回就職基本ガイダンス
第8回就職基本ガイダンス
公務員セミナー&相談会（チャット形式）
英文履歴書・英語面接基本講座
英語面接ロールプレイ講座(予約制)　
グループディスカッション・模擬面接セミナー
学内企業説明会

私学の教員を目指す学生に、私学教員の採用形態、採用試験等について情報を提供し、解説する
秋からの動きと自己分析のコツ・受かる自己PRの作り方
公務員試験の概要、内定者パネルディスカッション、合格者座談会
企業の違いが分かる業界研究方法
予約制（「何でも相談」受け付けます）
志望動機のまとめかた
内定者がこれから就活を始める学生に、業界のことや就活の進め方などの情報を
提供する座談会を複数回開催（メーカー・商社・物流・IT等々）
各業界から代表的な企業様をお招きして、業務概要を学ぼう
航空管制官、神戸税関、防衛省（語学専門職・一般職）、国立大学法人等の業務説明会
言語・非言語・一般常識などのWEB筆記試験を模擬で実施
面接で見られることと対策
就活本番に向けての振り返りと対策、外大生の就活動向
公務員試験の概要、外大生注目の公務員の職種と相談会
英文履歴書の基本形式と英語面接の流れについて
英語面接の練習
本番を想定して、実践してみる
外大生の関心がある大手・中堅企業(約100社)が参加！

履修生
全学年
3年生
全学年
3年生
全学年
3年生
3年生

全学年
全学年
全学年
3年生
3年生
全学年
3年生
3年生
3年生
3年生

後 期

水

水
水
水
月
水

－

－
－
－
水
水
水
－
－
－
－

曜日 行事名称 内 容 対象学年
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お問合せ先
●広報サポーターインスタグラム
　kouhou_supporter
●神戸市外国語大学 企画広報班（事務局）
　koho-core(at)office.kobe-cufs.ac.jp
　 ※（at）を @ に変えてご利用ください。

挑戦！OC スタッフ向いてる度

Welcomeオープンキャンパススタッフは、その名の通りオープン
キャンパス（OC）で「キャンパスツアー」をはじめとする
様々な企画にスタッフとして参加しています。「外大の魅力を伝えたい」
「外大のことをもっと知りたい」「OCスタッフって楽しそう」…そう思っ
たそこのあなた！私たちと一緒にOCを盛り上げていきませんか！？

学科別グラフ

英米学科
4人

イスパニア
学科
4人

2部
英米学科
3人

中国学科
3人

ロシア学科
2人

国際関係学科
1人

A. 
Q.OCスタッフになる

メリットは？ 
縦と横のつながりができて、大学のことを
深く知ることができる！そして何よりも
外大の顔になれる！あなたも外大の顔に
なってみませんか！？

A. 
Q. OCスタッフになって

変わったことは？
伝え方の工夫ができるようになったこと。
どうすれば伝わりやすいか、言葉の選び
方に気をつけるようになりました！
視野が広がったこと。いろいろな人と関
わることができるからこそ、新たな世界
が見えてくるようになりました！

A. 
Q. OCスタッフを

一言で表すと？
「クセの塊」「外大愛好家」。
OCスタッフは個性が強くて面白い
人が多いです！

人と話すのが
好き

好奇心
旺盛だ

アイデアが
良く浮かぶ

友達が
欲しい

絵を描くのが
好き

カメラに
写るのが好き

受験生を
応援したい 外大が好き イベント企画

が好き

Let’s Check
YES

50％ 75％ 100％

NO

Open Campus STAFF

大募集！！



教員名
書　名

出版社
出版年
種　別

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

並河 葉子 総合文化グループ教授
イギリス帝国史：移民・ジェンダー・
植民地へのまなざしから
昭和堂
2021.7
共著

教員名
書　名

出版社
出版年
種　別

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

山本 昭宏 総合文化グループ准教授
差別の構造と国民国家

法藏館
2021.11
共著

教員名
書　名

出版社
出版年
種　別

■
■

■
■
■

■
■

■
■
■

林　範彦 総合文化グループ教授
シナ＝チベット系諸言語の
文法現象 5　否定の多様性
京都大学人文科学研究所
2022.2
共著
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本学教員の出版物紹介

国際交流センターからのお知らせ
● 5月20日（金曜）　JSAF学部留学説明会
● 5月25日（水曜）　北京語言夏季短期派遣留学　募集説明会

行事予定

活
動
例

成長したい
自分を好きになりたい
誰かとつながりたい

コロナに注意しながら、
対面のボランティア活動も続々再開します。

問い合わせは
こちらの

フォームから

ボランティアコーナー　第2学舎１階

●英語でなかよし
●がくえん陽だまりサロン
●SOCIO連絡会議
●Books for All
●学内花植え隊

子どもたちに英会話の楽しさを伝えよう！
お年寄りとのほっこりおしゃべり交流
SOCIO 系学生団体をがっちりサポート
回収した古本の売却益で海外支援
学生さん同士仲良くなれるチャンス！

それ、
ボランティア
活動がかなえて
くれます！


