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　神戸の学術文化の拠点として、神戸研究学園都市周
辺にある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「単位互換授業」
　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。

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。詳しくは外大図書館へお問い合わせください。

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」

共同研究棟

40万冊以上の書籍と視聴覚教材など、
さまざまな資料が揃っています。

1階には少人数規模の601
～612教室があり、その他
AV教室、応用視聴覚教室、
学生コンピュータ室があり
ます。

本部棟
向かって左側の入口は学生支援・教育グループがあ
り、証明書の発行・各種申請・学生生活やカリキュ
ラム相談窓口があります。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。

学生会館

図書館

1階から4階まで教室があります。
学舎

先生方の研究室があり、ゼミが行
われることもあります。研究棟の
１階には国際交流センターや大
学院窓口があります。

501～506教室のほか、ス
テューデントコモンズ、
キャリアサポートセン
ター、ボランティアコー
ナーがあります。

入学式や卒業式を行います。

第2学舎（大教室）

大ホールAV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

❽

❻

❶

❷

❸

❹

❺研究棟・第２研究棟❼
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※「神戸外大だより」は「GAIDAI NEWS」と合併し、「神戸市外大だより」となりました。
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イイコトしてるって気持ちが
あったときもあるけど、

今はボランティアしてて楽しい !
自分も成長できていると感じる。

ボランティア
コーナー
ボランティア
コーナー

GAIDAIガイド
新入生の皆さん、ようこそ神戸市外大へ！
勉強はついていけるか、友達はできるだろうか、
先生はどんな感じだろう…嬉しさの半面、新しい環境というのは
不安もつきもの。
でも、先輩たちも皆、通ってきた道なので、大丈夫！
ドキドキわくわくの新入生へ、ちょっと先輩の私たち広報サポーターが、
学内のさまざまな場所をご案内します。

図 書 館図 書 館

専攻語学関連の本棚

大学生の本棚

視聴覚ブース

新聞や雑誌も
  もちろんあります。

何度見ても、
これ泣ける！

ボランティアコーディネーター
木場さん

保健室保健室

それでも、 設定が分からない・
うまくいかないなど･･･困ったこ
とがあれば、 情報メディア班の
窓口で聞いてみよう

広報サポーター企画

蔵書は、なんと約42万冊！その半分以上は外国語で書かれた、または外国語に関
わる本となっています。外大の図書館ならではですね。

学生会館学生会館 学生会館（通称・学館）には食堂や生協、小ホールなど学生に身近な施設が沢山
あります！

ボランティアに興味がある新入生は、第２学舎１階にあるボランティアコーナー（通称・ボラコ）へ！
ここでは地域からのボランティアの募集を学生に紹介し、学生のボランティアへの参加をサ
ポートしています。主に語学を活かした国際交流系のボランティアや、地域のお年寄りや子供
と交流する福祉系のボランティアなどがあります。

大学にも保健室があります。具合が悪く
なったときや、怪我をしたときに行くの
はもちろんですが、他にも活用方法があ
るんですよ。

医療機関を紹介してほしいとき
春から一人暮らしを始める新入生にとって、
土地勘のないところでの病院選びは大変です。
保健室では、医療機関の相談も行なっています。

体調管理が気になるとき
身長や体重、体脂肪、血圧などを計測
することができます。
大学生になって食生活の乱れが
気になる人は保健室で
計測してみましょう。

こんなときは…
保健室の隣には学生相談室が
あります。

カウンセラーが常駐していて、
心と体の健康や生活全般の相談
に応じています。

利用には予約が必要です。
直接学生相談室か保健室に来室、
もしくは電話で予約しましょう。

番外編番外編 Wi-Fiの使い方Wi-Fiの使い方
キャンパスライフに欠かせないものと言えばWi-Fi。
学内では食堂や図書館などで学内Wi-Fi を使えます。
でも活用していない在学生も多いような･･･ということで、
改めて学内Wi-Fi の使い方を簡単に解説します。

①Wi-Fi 用のパスワードとアカウントを
　ID 認証連携サービスのサイト
　(https://federated-id.eduroam.jp) から取得。
②使いたいスマホや、PC などでインターネット接続の設定。
これだけで OK。意外と簡単ですね。
詳しくはGAIDAI PASSにマニュアルが掲載されているので、
わからないところは共同研究棟2階の情報メディア班の窓口
で聞いてみてください。

※パスワードとアカウントが少し複雑なので打ち間違いが多
発します。いま一度確認を。

※②は大学内で設定する必要があります。家ではできないの
で注意しましょう。

ボランティア活動に参加することで、社会の
問題に気づき、世代の異なった地域の人々と
の関わりを通じて視野を広げることができま
す。また、活動に参加するなかで、地域との
つながりを深く感じることもできます。まず
は、気軽にボランティアコーナーまで足を運
んでください！

オリエンテーションでの説明の通
り、メールアドレスを登録すると、
GAIDAI PASSにボランティア募集
情報が配信されます。まずは登録し
て情報収集からやってみよう！

各専攻語に関する書
籍だけでなく、雑誌・
絵本・コミックなど
もあります。また、
検定対策本をまとめ
たコーナーもあり、
外大生の言語学習を
支援しています。

特に新入生にオスス
メしたいのは、入っ
てすぐの、「大学生の
本棚」コーナー。

大学での過ごし方や、レポートの書き方等、新
入生に役立つ本が、まとめられています。

入学したら行ってみるべし！

また、図書館ではさまざまな企画が行われています。毎年学生が本屋さんに行って、図書館の蔵書に加えたい本を選
ぶという選書ツアーが行われます。また昨年は、ユニークな企画としてビブリオバトルも行われました。好きな本を
紹介して、観客がよりその本を読みたくなったプレゼンに投票するといったイベントです。学生だけでなく教授も出
場し、大変盛り上がったそうです。ぜひ機会があれば参加してみてください。

視聴覚ブースではさ
まざまな映画のDVD
を館内で見ることが
できます。
空き時間にもオスス
メ！

パスワード忘れた場合もこちらでどうぞ。

わたしが
ご紹介します。

ここで、 様々なボランティア
活動が探せます。

障がいのある人達と
触れ合って、 自分の中で
新しい気づきがある。

ときに、価値観、空気観の
違いに戸惑うこともある。

必要とされた時が一番、
自分の存在を感じる !

いろんなことがつながって、
その結果が笑顔に結びつくのが

嬉しいし、 気持ちいい♪
神戸国際親善パーティー
通訳ボランティア

地域のお年寄りとの交流会
陽だまりサロン

大学生協購買部（通称：売店）
食堂 手頃な値段で、おいしいご飯が食べら

れます。特にオススメは、日替わりの
「本日のバリューセット」。

メインのおかず、小鉢に味噌汁がついて 268 円！
野菜も摂れるので、一人暮らしの学生の強い味方です。

食堂は、お弁当派の人もよく利
用します。食事の時間以外でも
自習をしたり、おしゃべりをし
ている人も沢山います。

いわば食堂は、外大生の「憩
いの場」です。

おにぎりやサンドウィッチ、お菓子、本など販売。
焼き立てのパンもあります。

在学生は

書籍購入5%引き

事務室 会館施設

学生の憩いと親睦友好の場
として、学生が自由に使え
る施設（グラウンド・会議
室など）や備品（パソコン・
スポーツ用品・調理器具など）
の貸出などを行っています。
また、和室では調理器具を使って、グループでの懇親会な
ども行うことができます。

2 階にあります。音楽系・ダンス系の団
体や、語劇団など、さまざまな活動に使
われています。音楽鑑賞室にはピアノも
あります。

2階には、和室も。ピアノ練習場も。
和室

小ホール

ボランティア系のサークルも
たくさんあります。ハビタッ
トは海外での住居建築ボラン
ティアなどの活動を行ってい
ます。今年の春はフィリピン
で活動しています。他にも、
フェアトレードサークルの
MANAや、手話サークルの
SHARE、外国人労働者や難
民の支援に取り組んでいる
TRYなどがあります。

音楽鑑賞室
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OB・OGからの報告

2019年度 <4・5月期>　就職行事予定表

　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、森トラスト株式会社
でご活躍されている卒業生を紹介します。

今後新たに追加される行事については、都度掲示若しくはGAIDAI PASSでご連絡致します。

　※難関資格とは、概ね合格率 20% 以下のもので将来の仕事に活かせる資格とします。
 ● 英米学科 下川　和成 通訳案内士（英語） 就職先：JTB グループ
 ● 第2部英米学科 春本　卓洋 通関士 就職先：日本通運（株）
 ● 国際関係学科 小西　雄也 基本情報技術者試験 就職先：Indeed Japan（株）

　＊注意　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、直前に掲示するポスター、GAIDAI PASS で確認してください。

■現在の状況
　2016年4月～2018年9月まで産業機械の海外営業（韓国・欧米）
を経験後、現職に転職し、総合不動産デベロッパーとして海外の不
動産投資に従事しております。具体的には、投資事業部・海外投
資チームに所属しており、投資国・都市選定の為の法規制の調査・
マーケティングから投資判断・実行までを行っております。まだ転
職して 4 ヶ月しか経っておらず、分からないことばかりで大変で
すが、楽しく充実した日々を過ごしています。
■社会人になって感じたこと
　愚直になることの大切さです。損得勘定やポリシーも大切ですが、
面倒な事・つまらなさそうな事でも全て先入観無しに『とりあえず
全力で積極的にやってみる』という事が、良い結果に繋がる経験を
たくさんしています。
■大学生活を振り返って
 『もう少し勉強していればよかった
なぁと後悔です。』自分の趣味や目標
に向けた時間を柔軟に確保できた学
生時代に、もっと社会の事（主に経
済・財務関係）を学んでおくべきだっ
たと思います。今必死に勉強中です！

■後輩へのエール
　常に夢や目標を探し続け
てほしいなと思います。そ
れがモチベーションとなり、
大きく成長させてくれると
思います。仕事・結婚・早
期リタイヤ、目標は何でも
いいと思います。社会人は楽しいですよ！

氏　　名：大橋　航（おおはし　わたる）さん
卒業年度：2016年3月
学　　科：第2部英米学科
企 業 名：森トラスト株式会社
部 署 名：投資事業部
入社年数：1年未満
仕事内容：海外不動産投資・開発検討

■会社の紹介
　森トラストは、日本の都心部での大型複合開発や海
外不動産投資、主要リゾート地での外資系ホテルの誘
致やホテル開発を手掛けてきた総合不動産ディベロッ
パーです。日本の国際競争力強化と観光先進国化に向
け、主に不動産事業、ホテル＆リゾート事業、また、
不動産業のみならず、様々な企業への資本参加や業務
提携、ベンチャー投資・バイアウト等各種ファンドへ
の投資なども行っております。

出勤

9：00～10：00 就業開始
メールチェック・書類の整理

10：00～11：00 電話会議 日本の朝・アメリカの夕方でプ
ロジェクトパートナーと打合せ。

11：00～12：00 プロジェクト
の検討

新規・既存プロジェクトの進め
方を検討の為、社内で打合せ。

12：00～13：00 ランチタイム 同僚と社外でランチ。
良い気晴らしになります。

13：00～14：00 来客対応 新規・既存のプロジェクトにつ
いて打合せ。

14：00～16：00 プロジェクト
の検討

受領した資料や案件についての
リサーチ。

16：00～18：30 新規進出先の
検討

担当国・地域の法規制やマーケッ
トの調査。

18：30～19：00 退社

■ある日のスケジュール

月  日 曜日 行　事　名　称 内　　　　　容 対 象 開 催 時 間 教　室
≪前期≫

4月10日 水 地元有力企業合同説明会 兵庫県内22の有力企業・団体が参加する合同企業
採用説明会。 4年生 午前10：00～12：30 

午後14：00～16：30 三木記念会館

4月17日 水 公務員セミナー 公務員試験の概要、外大生注目の公務員の職種 全学年 12：45～14：15 502
4月19日 金 第1回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12：00～16：40 402

4月24日 水 第1回TOEIC対策セミナー TOEICの概要説明、対策方法、ミニテスト体験 全学年 12：45～14：45 503
兵庫県・神戸市教員試験説明会（仮）教員を目指す方へ､ 兵庫県・神戸市教員試験案内等 全学年 12：45～15：25 506

5月8日 水 第2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 14：45～16：45 503
第1回就職基本ガイダンス 就職活動の進め方とインターンシップ 3年生 12：40～16：00 503

5月15日 水 インターンシップセミナー 就業体験とは、インターンシップ単位付与制度の説明 3年生 12：45～14：15 503
5月16日 木 第2回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12：00～16：40 402
5月17日 金 第3回公務員採用試験個別相談会 予約制（「何でも相談」受け付けます） 全学年 12：00～16：40 402

5月22日 水 第3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 14：45～16：45 503
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 14：30～16：00 506

5月29日 水 ＳＰＩセミナー ＳＰＩテストの意味、企業のＳＰＩテスト活用など
総合的に学ぶ 全学年 12：45～14：15 503

2019 年 3 月卒で、在学中難関資格を取得した学生を紹介します。
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留学体験談

留学の感想

履修した授業

留学生活の環境

一番の思い出

留学して変わったこと

夢・目標

　国立プーシキン記念ロシア語大学に派遣留学した、ロシア学科4年（留学時3年）
の新田　実さんの報告です。

留学先機関名：国立プーシキン記念ロシア語大学
留 学 期 間：2018 年 4 月～ 2018 年 6 月（約 3 カ月）

　ゼミナールでロシア演劇を研究するために劇場に通って資料を集めたかったので、有名な劇場
がたくさんあるモスクワの大学を選びました。3カ月は語学力の向上という点では短かったかも
しれませんが、ロシアという国を肌で感じることができ、帰国後の大学生活の大きなモチベーショ
ンになりました。プーシキン大学にはロシア語を学びに学生から社会人まで様々な国籍の人が集
まります。多くの素敵な出会いがあり、留学に行ってよかったと心から思います。

　月曜日から木曜日まで毎日授業がありました。（90 分 ×
3 コマ）
　筆記と口頭の授業に分かれていて、筆記では主に文法の
復習や問題演習、口頭では会話練習、プレゼンテーション
なども行いました。

　手厚いサポートがあるわけではありませんが、日本語を
話せる職員の方もいらっしゃったので心強かったです。寮
も隣接しているので安心でした。

　モスクワのいろいろな劇場に通い、お芝居やバレエを見
ました。語劇祭で演じた「かもめ」や「検察官」は私たち
の舞台と比較して見る貴重な体験ができました。ロシアの

「演劇愛」に触れることができて幸せでした。

　ロシアへのイメージが変わりました。想像していたより
もロシアの人々は優しくて親切でした。春から夏にかけて
はたくさんの祝日やイベントがあり、明るく元気な、私の
知らなかったロシアに触れました。

　大学を卒業してもずっとロシアとの繋がりを持っていた
いと思っています。そしてまた劇場に足を運び、ロシアの
芸術文化に触れていたいです。

食堂では主にロシア料理が並んでいま
す。3カ月間飽きることなく美味しくい
ただきました！

プーシキン大学入り口。校舎は比較的
奇麗です。

白夜の時期、日が沈む頃の赤の広場は
絶景でした。

オペレッタ劇場でアンナ・カレーニナの
ミュージカルを観ました。

ワールドカップ開催時期のモスクワは非
常に盛り上がっていました。メトロの駅
や車両までワールドカップ仕様でした。

食堂の様子。寮の部屋に戻って昼食を
とる人も多い。

モスクワで出会った友人達とイズマイ
ロフスキー公園に行った帰りに。

　海外から約 100 カ国 2,000 人のインターネット関係者が参加する大型国際会議「ICANN64」（アイキャン）が神戸で開催されました。この
会議に来られた外国人の方を対象に、関空に特設カウンターを設け神戸の観光案内や交通案内を行いました。参加した外大生は 4 日間で 18 人。
　参加した学生からは「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。」との声がありました。
　主催団体からも「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。

国際会議参加の来日客に神戸への交通案内＠関空
ボランティア

活動報告
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学生の活動報告 （学年は当時）

第38回　神戸ユース賞

2018年度  卒業式・卒業パーティー

2018年度　TOEIC成績優秀者表彰式

2018年度　学生顕彰受賞者
成績優秀者 課外活動関係

　2 月 11 日（土曜）、須磨パティオで、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贈られる「神戸ユース賞」の表彰式が行われました。
　文化部門では、「高円宮妃殿下英語論文コンテスト 2017」で2等賞になった、第2部英米学
科 4 年の野村ニイナさんと、「第 35 回全日本中国語スピーチコンテスト」で大学生部門第1位、
外務大臣賞、日本中国友好協会会長賞、中国日本友好協会賞を獲得した、中国学科 4年の山本
果歩さんが、スポーツ部門では、中国学科 1年の貴田菜ノ花さんが「第 35 回全日本武術太極拳
選手権大会」 女子長拳の部 第 2 位の功績を称えられ、神戸ユース賞を受賞しました。

　3 月 25 日（月曜）、2018 年度卒業式・修了式が執
り行われました。また、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、教員、保
護者の方々も多数ご参加いただき、卒業生の新しい門
出を祝福していただきました。

　当制度は 2011 年度に創設され、今回の表彰式が 8 回目となります。
　今回 900 点以上の成績を申告した学生は 48 人でした。
　表彰式には 26 人が出席し、山口副学長より一人ひとり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るとともに、今後ます
ます多くの学生が表彰を受けることを期待しています。

英米学科
柏木 舞
新山 沙樹
岡﨑 花歩
藤本 彩

ロシア学科 垣田 修武
田島 直樹

中国学科 窪田 萌香
西沢 美慧

イスパニア学科 山下 真子
窪田 佳奈

国際関係学科
阿部 望美
浅野 真穂
水野 綾香

第2部英米学科
山本 菜緒
﨑 正則
松村 芳人

（課外活動において、特に顕著な成績を挙げ、本学の課外活動の振興に功績があったと
認められるもの）
個人の部
● 継山　仁 平成30年度関西学生バスケットボールリーグ戦　5部リーグ得点王
● 井上　稚菜 第12回学生通訳コンテスト　第三位
● 与那覇　漠乃 第27回関西ロシア語コンクール　中級部門　第一位
● 佐藤　美沙 第27回関西ロシア語コンクール　上級部門　第一位
● 尾迫　志央理 The International Volunteer Forum 　最優秀外国人
● 貴田　菜ノ花 第1回世界大学武術選手権大会　女子長拳の部　第四位
● 加藤　明日香 第32回全日本学生中国語弁論大会　京都外国語大学総長賞
● 寺本　晶子 世界模擬国連ニューヨーク大会　安全保障理事会議事運営議長兼書記長

● 木村　友香
小林　光梨 世界模擬国連ニューヨーク大会　Outstanding Position Paper

● 椛山　美生
テリヨンクリスティーヌ  馨子 世界模擬国連中国大会　Outstanding Position Paper

● 中山　真珠 第48回　全日本青少年英語弁論大会　第二位

● 野村　ニイナ 香港杯全日本大学学生大使　英語プログラム　2018-2019　第二位
高円宮妃殿下　英語論文コンテスト2017　第二位

● 東　美優 第4回デモクラシー・ナウ！学生字幕翻訳コンテスト 課題4 最優秀賞

団体の部
● ラグビー部 関西大学ラグビーCリーグ昇格

左が貴田さん、右が野村さん

▲

（中国学科 4 年山本果歩さんは所用のため、授賞式を欠席しています）
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教育現場から

神戸新春国際親善パーティー

模擬国連（NMUN）ニューヨーク大会で受賞

大学院留学生が神戸新聞NEXT「兵庫おでかけプラス」を英訳

講演会「ルワンダの悲劇から学んだ命の尊さ～平和と教育の大切さ～」

本学学生が「明治150年記念『世界青年の船』」事業に参加しました

　1 月 10 日（木曜）、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズで開催
された、神戸市が主催する「新春国際親善パーティー」に、本学学生
11 名が通訳ボランティアとして参加しました。在関西外国公館関係
者、外国人コミュニティ代表者、貿易・外資系企業関係者、教育関係
者など幅広い分野の方々が出席され、参加学生にとっては実践の場で
語学力を試すことのできる貴重な機会となりました。

　3月24 日（日曜）～28 日（木曜）、米国ニューヨークで「模擬国連
世界大会」が行われ、国際関係学科2年西部唯衣さん、同1年の中
出結さんが、国際連合児童基金（UNICEF）で Outstanding Position 
Paper（上位10% に与えられる賞）を受賞しました。
　また、国際関係学科2年のハイムズ・風乃さんと第2部英米学科
2 年の 田直輝さんが、国連犯罪防止刑事司法会議（CCPCJ）で
Outstanding Delegates in Committee 賞（各議場で大使たちによる
投票によって与えられる賞）を受賞しました。加えて、代表団として
Distinguished delegation賞を受賞しました。（学年表記は参加時の学年）

　大学院英語学専攻の通訳・翻訳領域のダブル・マスタープログラムにオース
トラリアのモナッシュ大学から参加している留学生が、神戸新聞社のホーム
ページ神戸新聞 NEXT の「兵庫おでかけプラス」の英文翻訳を完成させました。
　このサイトでは、兵庫県内の約 70 の観光名所やスポーツ ･ 教育施設など
について解説するとともに、取材記者の一口メモや、バリアフリー情報も掲
載されています。
　　観光情報の英訳サイトは、
　　https://www7.kobe-np.co.jp/blog/odekake/en/spot/より

　1 月 23 日（水曜）に、神戸外大魅力発信事業「平和構築と教育」の一環として、講演会「ル
ワンダの悲劇から学んだ命の尊さ～平和と教育の大切さ～」を開催しました。
　講演者の永遠瑠（とわり）・マリールイズさんは、ジェノサイドがきっかけで難民となった経
験から、命の尊さや平和と教育の大切さを学び、ルワンダのギガリ市内に学校を建設しました。
　講演では、ルワンダという国についてや、マリールイズさんの現地での取り組みなどが話さ
れ、本学学生と教職員、ルワンダの留学生を多数受け入れている神戸情報大学院大学の事務局長、
市民の方々など約 50 人の参加者が熱心に聞き入りました。
　講演後の交流会には多くの学生が参加し、普段から学生がルワンダや平和教育について疑問
に思っていることなどを話し合いました。
　この講演会を機に、本学学生３人がルワンダに行き、神戸市の企画する起業体験研修ツアー

（KOBE STARTUP AFRICA）に参加する予定です。

　国際関係学科 3 年の市川泉さんが、1月～ 3 月の約 40 日間、内閣府主催の世界青年の船事業に参
加しました。
　この事業はグローバルリーダー育成を目的とする、約 60 年前に始まった伝統ある国際事業です。
　今回は世界各国から 240 人、うち日本からは120 人が参加し、約半年間にわたる研修の後、横浜
からオーストラリアを目指す40 日間の船旅で、参加者は船内で他国からの参加者と共にディスカッショ
ンやマネジメントセミナー等の各種セミナー、プレゼンテーションを行いました。
　オーストラリアへの訪問の他、途中パラオ諸島、ダーウィン、ブリスベン、ソロモン諸島を訪問し、
寄港地で施設見学や文化交流等の活動を行いました。参加した学生の感想を紹介します。
国際関係学科 3 年　市川泉さん
　1ヶ月を超える船旅の中で本当に様々な出会いがありました。船の上は小さな世界で、それぞれ違
うバックグラウンドを持つ参加青年との毎日は、混ざり合った文化の中でこうでなければいけないと言
う固定観念を外し、お互いを受入れて、自分も見つめ直すことの出来る最高の日々でした。世界中に
心から支え合える家族が出来る、それだけで世界がぐっと身近なものになり、その存在が自分の次の
挑戦への活力になりました。

　本学で教職課程を修了し、教育現場で勤める先生の声を届けます。
　今回は、小酒 早紀先生です。先生は、2015 年に英米学科を卒業し、現在は、神戸市立垂水東
中学校に勤務しています。
　１日の仕事は、生徒が活動する７時半頃から始まり、夏場は６時頃までとなります。授業準備
に追われる日々の中、講義や教職サロンで行った模擬授業に助けられることもあります。また、
留学や海外旅行で撮った写真も文化の紹介で役立ちました。
　なかなか上手くいかず悩むことも多いですが、生徒が一生懸命に取り組む姿を見ると、こちら
も頑張ることができます。学生の間に様々な事を経験し、先生方や仲間と一緒に頑張ってください。

7



神戸市外大だより  No.202, 2019 ４-５月号 神戸市外大だより  No.202, 2019 ４-５月号

2019 年度前期授業料納付書を 4 月中旬に送付しますので、4 月 26 日（金曜）
の期限に遅れないよう銀行又は郵便局の窓口で授業料を納付してください。新入
生については、入学式の当日、他の書類と一緒に納付書をお渡ししています。

2019 年度後期分（10 月～ 3 月分）授業料について、次のとおり減免申請を受け付けます。
１. 対象者

生活保護法による生活扶助を受けている学生、または授業料の納付に困難をきたしている学生のうち、別に定める所得・学業
成績基準を満たしている学生（ただし、留年者（成績による）は除く）

２. 申請書交付期間：2019 年 6 月 3 日（月曜）～ 21 日（金曜）
３. 面接：7 月初旬に学生支援班において家計状況等についての面接を行います。欠席者は減免不許可となるので注意してくだ

さい。面接日程については、申請書交付時にお知らせします。

本学には、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、ひとり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 4、5 頁をごらんください。）

注意点
① 住所、納付書送付先等に変更がある場合は、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、至急申

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、前期授業料納付書を必ず持参してください。
③期限までに授業料の納付ができないときは、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」（日本政策金融公庫）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 078-794-8123

授業料前期分の納入

授業料後期分減免申請の受付

学生相談室・各種相談窓口

納付期限 郵送時期（納付書）
前期分 4月26日（金曜） 4月中旬頃
後期分 10月31日（木曜） 10月中旬頃

①新規募集
　2019 年度に大学・大学院に在学し、日本学生支援機構奨学金の貸与を新規に希望する学生について募集しています。希望者
は必ず期間内に申請してください。期限後の申請は一切受け付けられません。
インターネット入力期限　4 月 22 日（月曜）　　書類提出期限　4 月 22 日（月曜）

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 31 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」「進学届入力下書き用紙」を受け取り、「進学前準備チェックシート」「本人名義の通帳のコピー」とともに４月

17日（水曜）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 4月 24日（水曜）まで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 22 日（月曜）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

④ 4 月・5月の奨学金の振込日について
　前年度から引き続き奨学金の受給をされる方の４月・５月の振込日は下記のとおりです。
　4 月 19 日（金曜）、5 月 16 日（木曜）

日本学生支援機構奨学金

インターネット入力期間 初回振込予定日

4月5日（金曜）～9日（火曜） 4月19日（金曜）

4月10日（水曜）～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）
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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、「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 1 日（月曜）～ 15 日（月曜）
バイク通学届出期間：4 月 1 日（月曜）～ 19（金曜）
学生支援・教育グループ 学生支援班　TEL 794-8131

各種奨学金の募集開始日や申込方法などの詳細を、４月 5 日（金曜）頃より掲示板にてお知らせします。2019 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ため、注意して見てください。

学校保健安全法に基づき定期健康診断を下記のとおり実施します。当日受診できない学生については、5 月 13 日（月曜）～ 
5 月 17 日（金曜）の期間に、学外検診施設での受診を可能とします（無料）。ただし、事前に学生支援班で個人受診票を受け取
り、電話予約を行ってください。

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

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

各種奨学金　新規募集

実 施 日 時 ①：5 月 11 日（土曜）13 時 30 分～ 15 時 30 分
対 象 ①：ロシア学科・中国学科の学生
実 施 日 時 ②：5 月 11 日（土曜）15 時 30 分～ 17 時 15 分
対 象 ②：英米学科の学生
実 施 日 時 ③：5 月 18 日（土曜）14 時～ 16 時
対 象 ③：イスパニア学科・国際関係学科の学生
実 施 日 時 ④：5 月 18 日（土曜）16 時～ 18 時 15 分
対 象 ④：第 2 部英米学科・大学院生・科目等履修生・研究生・留学生
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・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：医療法人社団　弘成会　明海病院　〒 673-0044　明石市藤江 201 番地

※ 5 月 13 日（月曜）～ 5 月 17 日（金曜）の期間のみです。　予約電話：078-922-8800（代）検診課
※電話予約をして、学生支援班で個人受診票を受け取ってください。

※ 注 意 ※ 例年、開始直後は大変混雑します。指定された時間帯の開始より 30 分程度遅めに受診して頂くことで比較
的スムーズに受診が可能です。
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2019年度 教員異動

新任教員

昇任教員 退職教員

■本学教員の出版物紹介
著　　者 書　　　　　名 種　　　別 出 版 年 月 出  版  社

長沼 美香子教授 翻訳学入門 共訳 2018年6月 みすず書房

山本 昭宏准教授 戦争社会学研究 第2巻 戦争映画の社会学 共著 2018年6月 みずき書林

金子 百合子准教授 アスペクト論 訳 2018年9月 ひつじ書房

吉川 朗子教授 ノンフィクションの英米文学 共著 2018年10月 金星堂

津守 陽准教授 中華生活文化誌（ドラゴン解剖学 竜の生態の巻） 共著 2018年11月 関西学院大学出版会

新野 緑教授 ディケンズとギッシング 共著 2018年12月 大阪教育図書

（2019年4月1日付）

（2019年4月1日付） （2019年3月31日付）

国際関係学科：Michael Hollenback 准教授

■行事予定
4月

4月5日（金曜） 入学式・宣誓式・新入生オリエンテーション

4月6日（土曜） 英語教育学専攻　宣誓式・オリエンテー
ション

4月8日（月曜） 授業開始

4月13日（土曜） 外大祭春イベント

5月
5月6日（月曜） 休日開講日

5月11日（土曜） 健康診断（英米・ロシア・中国学科の学生）

5月18日（土曜）
健康診断（イスパニア・国際関係・第2部英
米学科の学生および大学院生・研究生・科目
等履修生・留学生）

5月20日（月曜） 前期卒業希望者受付開始

■チューター
学 科 ク ラ ス １年 生 ２ 年 生 備　　考

学 部

英 米 学 科 Ａ 組 Chang 光永

２年生担当教
員は、原則と
して2018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 杉山 野村（和）
英 米 学 科 Ｃ 組 Theado 森谷
英 米 学 科 Ｄ 組 山口（智） 岩男
ロ シ ア 学 科 高橋 清水
中 国 学 科 Ａ 組 竹越 秦
中 国 学 科 Ｂ 組 櫻井 紺野
イスパニア学科 穐原 川口
国際関係学科Ａ組 鎰谷 山口（征）
国際関係学科Ｂ組 中田 五月女

第２部
英 米 学 科 Ａ 組 大西 松永
英 米 学 科 Ｂ 組 本多 中沢
英 米 学 科 Ｃ 組 岡本（義） 那須

My interests include the United Nations and the role of nations as actors in international 
organizations. My other interests include the role of education policy in shaping society and 
language education as an internationalization project.

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/

教授昇任 櫻井　次郎 中国学科
大石　高志 国際関係学科
馬渕　美帆 総合文化グループ

教　授 村田　純一 英米学科
教　授 玉井　　健 国際関係学科
教　授 船尾　章子 国際関係学科
教　授 栗山　　修 法経商グループ
教　授 武内　旬子 総合文化グループ
准教授 A・アカー 英米学科
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