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ＹＯＵはどうして外大に？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色々な言語を学べる

外大ならではの環境 

高校で英語を詰め込んだから、 

違う言語をやりたかった 

みんな色々な志望動機

があるんだにゃ～ 

好きなフランス語：parapluie(傘)　（よしの） 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四月に外大で 

また会いましょう！ 

一人一人が信念を 

持っていてかっこいい！ 

良い刺激になりそうだな 

 

受験生の皆さん、 

ＹＯＵはなぜ外大に？ 

模擬国連 

やってみたいな 立地が良いよね 

国際情勢に 

興味があるんだ 

好きな作家：外国語好きならみんな大好き！黒田龍之助先生　（ゆうき） 3



大学と高校って何が違うの？ 

大学生って自由なイメージがあるけど本当？  

実際にはどんな生活をしているの？ 

このページを読めば、大学生へのギモンが少し解決するかも…？ 

 

1． 授業 

大学が始まるとすぐ、履修登録をしなければいけません。 

履修登録とは、自分の受けたい授業を自分で選び、申請して承認を得ることです。 

 

履修登録をした後でその授業を受け、一定以上の成績を収めると単位がもらえます。 

大学によって規定されている以上の数の単位を取得することで卒業することができます。 

取得できる単位数は授業によって異なるので、履修する前にチェックすることが必要です。 

 

神戸市外大の授業はすべて 90分間で、評価方法は授業により様々です。 

テストは前後期にそれぞれ一回ずつあり、高校と同様コツコツ準備することが 

大切です。高校までと違い、授業によって教室が違うので注意が必要です！ 

 

大学の授業の仕組みに慣れるまでは難しいですが、 

自分の学びたいことを選び、自分で時間割を作る大学生の授業はとても楽しいですよ！ 

 

 

 

外大の好きなところ：駅から近い！立地が便利　（なつみ） 4



 

2． 生活 

ほとんどの外大生が学業と両立してアルバイトを始めます。 

アルバイト先は、塾講師や飲食店、アパレルなど様々です。 

中には掛け持ちをする人も！ 

稼いだお金の使い道も、貯金や買い物、旅行費など自由です。 

 

また、外大生のおよそ半数が実家から離れて一人暮らしを始めます。 

一人暮らしは何でも自由にできますが、自分の生活に自分で責任を持つことが必要になります。 

 

自由が増える大学生だからこそ、自分に合ったお金と時間の使い方を学びたいですね！ 

 

3． 友達 

大学に入って友達ができるか不安…という方、ご安心ください！ 

大学ではとても沢山の出会いがあり、必然的に友達は多くなります！ 

出会いの場は、クラスはもちろんサークルやバイト先など様々です。 

また、神戸市外大の人はフレンドリーな人が多いので、心配はいりませんよ！ 

 

大変なことも多いですが、大学生活はとっても楽しいです！ 

皆さんと一緒に神戸市外大で大学生活を送れることを楽しみにしています！ 

 

 

外大あるある：未知の虫と出会う（山が近いから）　（さとみ） 5



神戸市外国語大学 学科紹介 

神戸市外国語大学外国語学部は、六つの特徴的な学科に分かれています！ 

ここでは、それぞれの学科にはどんな魅力があるのか見ていきましょう！ 

 

【英米学科】 

英米学科では、専攻英語の学習を通して、世界で通用する英語の実力を 

身につける環境が整っています。 

授業では、英語で会話したり、文学を読んだり、英語の発音についてなど 

｢英語｣を学びます。更に、イギリス・アメリカについて学んだり、英語の映画や 

海外メディアなどのコンテンツを使って、文化的な面からも国際社会に 

アプローチする力を養います。 

学科の英語力の高い友人からは良い刺激を受けることができ、自分の学習へのモチベーションになります。ネイティブの

先生には個性的で面白い人が多いです！ 

人と話すのが好きな人、読書が好きな人、イギリス・アメリカに興味がある人、そしてもちろん英語が好きな人に 

お勧めの学科です！ 

 

【ロシア学科】 

 ロシア学科では、ロシアと、ロシア語についての勉強ができます！ 

授業では、文法、会話、作文、講読などのロシア語の勉強に加えて、ロシアの社会や

文化、歴史や文学についても学べちゃいます。更に、ウクライナ、ベラルーシなどの周辺

諸国(旧ソ連地域)とロシアの関わりについても学べる環境でもあります。 

 ロシア学科は、その言語の難しさと予習の多さにより、クラスの結束が強くとても仲が

良いです。ひとクラスしかないので友達が作りやすいです！ 

 ロシア語や、ロシアや中央アジア、旧ソ連地域に関心がある人、マイナーな言語を学んで、人とは違う武器が欲しい人に

お勧めの学科です。 

 

【中国学科】 

 中国は、近年目覚ましい経済発展を遂げ、日本とも密接な関係を深めている国の一

つです。中国学科は、このような情勢のなか今後更に国際社会の中で必要性と重要

度を増すであろう中国語を学べる学科です。 

 授業では、中国語の発音や文法、単語についての勉強だけでなく、中国の 

文化、経済、政治、歴史などについても詳しく学ぶことが出来ます。英語とは違い、多く

の人にとって、一から学ぶ言語になるので、勉強を頑張った分だけ結果がついてきて、

達成感を得ることができます。 

 中国学科の先生は、熱心に発音のチェックなどもしてくださるので、真剣に中国語を勉強する環境が整っています。また、

講義の前に行われる発音の朝練習はとても力がつくので、多くの人が参加しています。 

 大学で新しいことを頑張って勉強してみたい人、中国に興味がある人、そして、美しい発音など中国語に 

強く惹かれている人にお勧めの学科です。 

好きなひらがな：つ（自分の名前にも入っているのと、書くのがとっても簡単）（つばさ） 6



【イスパニア学科】 

 イスパニア語(スペイン語)は、スペインだけでなく、世界 20カ国の公用語として用いられ、約 4億人も

の人々が使っている極めて国際性の高い言語です。これからの国際社会で最も 

必要とされる言語のひとつであるスペイン語を学べる学科です。 

 イスパニア学科では、スペイン語だけではなく、スペインやラテンアメリカの社会や文化なども学びます。

スペイン語は、ラテンアメリカ 18カ国の公用語となっているため(！)、ラテンアメリカについても学びます。 

 イスパニア学科のクラスの雰囲気はとても明るいです。また、先生も面白い人が多く、 

授業中の雑談などもためになることがとっても多いです。 

 高校までは英語を中心に勉強していたけれど、英語以外の新しい言語を学びたいという人にピッタリの学科です。また、

スペインや中南米の国々を旅行したい人や、サッカーなどスペイン語圏の文化が好きな人にお勧めの学科です！ 

 

【国際関係学科】 

国際関係学科は、英語だけではなく、国際社会の経済、文化などの学びを通し、 

自分たちの国を再認識することができる学科です。今もっとも必要とされている教養を 

身につけることができます！ 

 今年度のはじめにはコロナウイルスの感染拡大により刻一刻と変化する国際関係を知る

ために、コロナウイルスと国際情勢の変化の関係について調べる課題などが 

出されました。政治問題や時事問題に興味がある人に向いている学科です。 

 国際関係学科は、とにかくクラスメイトにすごい人が多いです。模擬国連に参加して賞を受賞したり、 

ひとりで海外旅行に行ったりするような、今まで出会ったことのないほどアクティブな友達がたくさん 

出来て、刺激を受けることが出来ます。先生方もアクティブな方が多く、モチベーションが上がります。 

 幅広い世界について学べるので、国際団体や NGOに興味がある人にぜひ入ってもらいたい学科です。 

また、コミュニケーション力が高い人が多いので、たくさんの人と関わり合いながら、自分の能力を高めたい人にお勧めの

学科です。 

 

【二部英米学科】 

 二部英米学科は、主に夕方から夜にかけての時間に授業を受けることができる学科です。

授業内容は、英米学科とほとんど変わらないので、昼間に働きながら夜に英語の勉強をする

ことが可能です。 

 授業内容は英米学科とほぼ同様ですが、二部英米学科には、社会人の方など 

幅広い年齢の方が多く通っており、同世代と話す中ではどうしても得られない視点で物事をみることができるようになりま

す。 

 二部英米学科の魅力のひとつは、将来の目標に向けての建設的な社会経験を積むことや、貯金などがしやすいこと 

です。学費が他学科の半分であり、昼間に授業がないので働きながら学校に通うことが可能です。 

将来的に海外へ長期留学することを考えている人などは、資金を貯めることと、英語力を磨くことが同時にかなう学科 

です。 

 英米学科と同様のハイレベルな授業を通して、実用的な英語力を身につけながら、昼間に更に自分のやりたいことを 

やってみたいという人にお勧めの学科です。 

 

好きな季節：冬　（ゆい） 7



外大の授業ってどんな感じ？ 

 

「外大に入ったらどんな授業が受けられるの？」と気になっているはず。 

今回は、外大生に聞いたオススメ授業と兼修言語の授業についてお教えします！ 

 

✩オススメ授業✩ 

  

授業名：情報科学概論２ 

 

「暗号解読の手法を利用して 

簡単なプログラミングを 

学べて楽しい！」 

授業名：会計入門 

 

「簿記３級の教材を使って 

簿記について学ぶ授業。 

資格取得にもつながるので 

オススメ！」 

授業名：イスパニア文学特殊講義 

 

「文学を読んでディスカッション

するのを全てスペイン語でやる！

留学気分が味わえる」 

授業名：日本語教育学入門 

 

「意外と意識せずに使い分けている

日本語文法について学べて 

楽しい！」 

授業名：スポーツ方法 

 

「座学じゃない授業！ 

高校の体育よりも自由度が高くて

とにかく楽しい！」 

授業名：米国の文化 

 

「いろんなアメリカの映画作品を

通して、人種差別、ＬＧＢＴ、核

問題などのアメリカ問題について

考えられる！」 

好きなカルピス：メロンカルピス　（きゃる） 8



 

 

 

 

 

✩兼修言語の授業✩ 
 

兼修言語とは、専攻で学ぶ言語に加えて、第２言語として学ぶことばのことです。 

中国・イスパニア・ロシア学科（英語以外の言語が専攻語）＞＞＞英語が兼修言語！ 

英米・国際関係・二部英米学科（英語が専攻語）＞＞＞次の５つの言語から選べます！ 

□中国語 □イスパニア語 □ロシア語 □フランス語 □ドイツ語 

 

授業名：教育原理 

 

「発展途上国で支援をしている人や 

ＮＰＯ法人で子どもの学習支援をして

いる人などがゲストスピーカーとして

話をしてくれて視野が広がる！」 

兼修英語 

■会話はネイティブの先生の担当が多く 

講読は日本人の先生が担当。 

■作文・会話の授業は基本 

オールイングリッシュ！ディスカッションも 

 

兼修中国語 

■主に教科書に従って文章の読み取りや 

リスニング、発音練習をする。 

■2 年間しっかり学習すれば、ＨＳＫ 

（中国語の検定）4 級を取得できるレベル

に！ 

 

授業名：朝鮮文化論 

 

「韓国の歴史や政治、 

日韓関係などを韓国の映画や

ドラマを使って学べるので 

面白い！」 

兼修ドイツ語 

■基本的に教科書を使って文法を学び、 

演習を通して発音練習をする。 

■ドイツにまつわる動画を視聴することも！ 

兼修イスパニア語 

■教科書にそって文法や発音を勉強。 

■グループワークが多い。 

■スペイン語だけでなくスペインの生活や文化

についても話が聞ける！ 

兼修ロシア語 

■文法と文章の読み取りがメインで、 

教科書の音読もする。 

■ロシアやウクライナで流行っている 

音楽を視聴することも！ 

兼修フランス語 

■日本人の先生からフランス語で使う 

文法を一通り学び、ネイティブの先生は 

会話の授業を担当。 

■フランスの社会や制度、問題に関する 

文章をフランス語で読む。 

好きなお茶：特茶（味がすごく好き）　（だい） 9



外大生の一日 

国際関係学科一年のとある金曜日（下宿生） 
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バス通学（約３０分） 

家に帰ってからは家事、趣味、授業の予習など 

空きコマでは読書や勉強の他、友人や先輩とおしゃべりも 

 

 

 

空きコマについては 12,13ページでさらに詳しく→ 

 

 

中国学科一年のとある金曜日（下宿生） 
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歩き通学（約３０分） 

勉強は大学ですべて終わらせ、家では趣味に没頭 

空きコマはほぼ毎日勉強している 

 

 

中国学科の風物詩の 

発音練習 

早朝の学舎に中国語が

響きます（自由参加） 

１限目  8:50~10:20 

２限目 10:30~12:00 

３限目 12:45~14:15 

４限目 14:25~15:55 

５限目 16:05~17:35 

外大あるある：秋になると語劇の大音量発声練習が聞こえてくる　（みほ） 10



二部英米学科一年のとある金曜日（実家・京都府在住） 
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電車通学（約１２０分） 

午前中はほとんどバイトに 

サークル活動にも積極的に参加 

 

 

 

休日は何してるの？ 

⚫ 課題に取り組む 

⚫ セミナー・ボランティアに参加 

⚫ 三宮などの神戸観光      

⚫ 大阪、京都など観光へ 

⚫ サークル・部活動に参加（兼部する人も多いです） 

⚫ 家事（中には大学に入ってから主婦化した人も） 

⚫ 趣味に全力投球 

⚫ 寝る 

６限目 17:50~19:20 

７限目 19:30~21:00 

起きたらもう夕方、 

なんてことも… 

14,15ページにてさらに詳しく→ 

 

外大の好きなところ：すごい人ばかりなので、自分も頑張ろうと思える　（あいり） 11



空きコマ何してる？ 

⚫ そもそも空きコマとは？ 

    

   この空き時間のこと 

     コマ（時限）が空いているから“空きコマ” 

 

大学では自分でとる授業を決めます 

      なので授業と授業の間に“空きコマ”を作ることができます 

               

      授業がないからかなり自由に過ごせるのです！ 

 

⚫ みんなは空きコマで何してるの？ 

1. 勉強・課題をする 

2. 友達とおしゃべり・遊ぶ 

3. ご飯を食べる 

4. 部活・サークルの活動 

5. 寝る 

6. 映画鑑賞・読書 

 

 

他にも家に物を取りに帰る人もいます。 

 

見ての通りかなり自由なので、空きコマに何をするかはその人次第です。 

 

中には大学から出て外に出かけていく人も… 

 

 

 

 

１ 英語 

２ 英語 

３  

４ ○○学 

寝過ごして授業に遅れることも…!? 

好きな動物：うさぎ　（あやの） 12



⚫ どこで時間を過ごすの？ 

1. 食堂 

 ほぼ確実に知り合いがいるので喋り相手に困らない 

 一部ながらコンセントもある 

 昼食時は恐ろしく混雑する 

 筆者の住処 

 

2. スチューデントコモンズ 

 全席コンセント完備 

 ホワイトボードも自由に使用可能 

 自由に動かせる椅子やファミレス席まである 

 食堂の席取り合戦に敗けた人も多くやってくる 

 

3. 図書館 

 恐らく大学の中で一番静かな空間 

 寝るのに最適 

 一部コンセントやパソコンもある 

 テストやレポート提出の時期になると急に混み始める 

 映画鑑賞も可能 

 

4. テラス 

 開放的で風を感じながら勉強や談笑ができる 

 風を受けて風邪をひく人もしばしばいる 

 春は花粉、夏は暑い、秋は虫、冬は寒い 

 毛虫の王国 

 食堂ではなくあえてここで食事をとる人もいる 

 

5. その他 

 大学の近く、学園都市周辺の散策に出る人も   

 大阪や京都まで出かける人も 

 まれにユニバまで遊びに行く人もいる 

 

 

ほかにもいろんなところに行く人がいます。 

自分だけのお気に入りの場所を見つけてみてね。 

昔の名作映画や人気シリーズ作

まで色々あります 

好きな麺：讃岐うどん　（りお） 13



。

好きな映画：グッバイ、レーニン！　（あぼ）
14



好きなレモンティー：リプトンのレモンティー　（あおい） 15



長期休暇何してる?

正直、一通りやりたいことをやっても時間を持て余します笑
みんなどのようなことをして過ごしているのかと言うと…

そしてやはりこれだけ長い休みがあるのなら海外に行きたくなりますよね！
ということで、次ページからは長期休暇を海外で過ごした外大生の体験談を
載せています。勉強の息抜きにパラパラっと読んでみてくださいね☻

大学の長期休暇は本当に本当に長いです。

冬休み
約3週間

春休み
約2か月

夏休み
約1か月と2週間

帰省

バイト漬け

資格取得

▲例年の外大
スケジュール

外大の好きなところ：優しい先生が多い　（よしの） 16



＃オーストラリア
＃パース
＃ボランティア
＃日本語教師アシスタント
＃1回生春休み2週間
＃2回生春休み6週間

英米学科/3回生/Yさん

現地の中高一貫校で日本語の授業に
入って、生徒が問題を解いているときに
見回りをしたり発音の見本や会話の練習
をしたりしました。その学校には中国語
の授業もあり、私はたまたま外大で兼修
中国語の授業をとっていたので現地では
中国語の授業にも入っていました。

空きコマには他の授業を見学させて
もらったり、学校行事の水泳大会や
カラーランの付き添いもしました。
フレンドリーな生徒が多く、たくさん
話すことができて楽しかったです。
放課後はホストファミリーと犬の散歩を
したりヨガ教室に行ったりしました。
週末はビーチやマーケットに行きました。

困ったことは、現地で買ったSIMカード
が自分のiPhoneに合わなくてスマホを
レンタルしたことや、職員室での先生
たちの会話が速くて聞き取れなかった
ことです。私は将来英語の先生になろう
かなと考えているので、オーストラリア
の中学校・高校の様子がわかって、
為になる経験だったと思います。

🔴オーストラリアに行くなら絶対行くべきスポット🔴

Rottnest Island
quokkaという、この島にしかいないかわいい動物に会えます。
また、綺麗なビーチを見ながらサイクリングをしている人もたくさんいました。

外大あるある：昼休みの食堂の座席は争奪戦　（なつみ） 17



＃アメリカ
＃ロサンゼルス
＃シカゴ
＃ニューヨーク
＃旅行
＃4回生冬休み
＃2週間

第2部英米学科/5回生/Dさん

私は「アメリカの旅」についての
卒論に向けた資料収集のために
旅行を決断しました。
ロサンゼルスは西海岸、シカゴは
中部、ニューヨークシティは東海岸
に位置し、それぞれ気候や街並みが
異なります。各都市間は長距離列車
で移動し、風景を楽しんだり、
食堂車でご飯を食べたり、売店で
ハンバーガーを買ったり、途中駅で
アメリカの空気を吸ってみたりと、
至高の時間を 過ごしました。

さて、アメリカの治安は日本とは
異なります。しばしば道端で
強そうなお兄さん方がマリファナを
吸っていますが、関わらなければ
問題ありません。地下鉄やバスは
低所得者層が多く乗るので、要注意
です。現地のスーパーで普通に食料
を買ったり、コインランドリーに
行ったり、ユニクロで服を調達
したりするなど、非常に泥臭いこと、
(=現地の人々の日常生活)を体験
できました。

最後に、アメリカで英語が通じない
のは自分のせいではなく、相手も
英語ネイティブではないからなので、
安心してください。(笑)

🔴アメリカに行くなら絶対行くべきスポット🔴

自由の女神

好きなアーティスト：チャラン・ポ・ランタン　（ゆうき） 18



＃フィリピン
＃セブ島
＃インターン
＃スラム街の子ども支援
＃3回生春休み
＃1か月半

英米学科/3回生/Aさん

フィリピンに行くのは２回目でしたが、
初めて行った時と感じ方が全然ちがう
ことに驚きました。初めて行った時は
語学留学で行ったのですが、学校の
先生や大きいショッピングセンターの
店員さんはいつも英語を喋っていて、
住んでいたところもとても綺麗という
感じではなかったのですが、日本と
そこまでちがう生活ではありません
でした。

しかし、２回目に行った時はインターン
で行ったのですが、全く違う印象を
受けました。フィリピンの人は日本人と
喋る時以外は現地の言葉(セブアノ語)で
喋り、住んでいたところはお湯も出ず、
シャワーもなく、トイレも水洗では
ありませんでした(桶を使って水を流し
ます)。その時初めて、フィリピンの
言葉は現地語だし、みんながみんな日本
と同じような生活をしているわけでは
ないと実感しました。

この経験から、１つの国でもいろいろな
方面から見なければいけないし、一度
旅行や何かで行った時の印象だけで
決めつけてはいけないなと思いました。

🔴フィリピンに行くなら絶対行くべきスポット🔴

ボホール島/Sirao Garden(シラオガーデン)/Tops(トップス)
ボホール島は自然豊かな島です。インスタ映えのチョコレートヒルズがあったり、 メガネザルの
一種である「ターシャ」というかわいい猿に出会えます！ボートツアーではいかにも南国という
雰囲気が味わえます。Sirao Gardenはとにかくインスタ映え です！花やモニュメントが
たくさんあるのですがどれも可愛くて思わずテンションがあがります！Topsとはサブで有名な
山の頂上で、Sirao Gardenと同じ山にあります。 セブを一望でき、とても綺麗です。夜景が
人気ですが、個人的には夕暮れの空の色が綺麗で夕方に行くのもおすすめです。

好きな嵐の曲：Believe　（さとみ） 19



ロシア学科/4回生/Kさん＃ロシア
＃モスクワ
＃短期語学留学
＃2回生春休み
＃1か月

語学の勉強は午前から午後にかけて
行いました。授業が終わると、他の学生
さんは演劇を観に行ったり、ショッピング
モールを訪れたり、美術館や教会を
巡ったりされているようでした。

私は、鉄道がとっても好きなんです。
モスクワには地下鉄や環状線が張り
巡らされていて、鉄道ファンの私から
すれば、もうそこは天国なんですね。
毎日、先生が «Всё конец!»(ロシア語で
「はい、授業はおしまいでーす」)と
言ったら、学校を出て、その足で地下鉄
の駅に向かうんです。

1ヶ月の留学の中で、こんな目標を立て
ました。「地下鉄の駅を全部巡る」という
無茶なゴールです。一駅乗っては降りて、
写真を撮って、また乗って……。毎日が
その繰り返しでしたね。とても楽しかった
ですし、その間に色んな経験もできました。
警察に職質みたいことをされたり、中央
アジアの方から来たというおじさんに
乗り換えを尋ねられたり……。不用心にも
電車の中で爆睡していたら、終点まで
連れて行かれて、サラリーマンに起こして
もらったりしました。

やはり、地下鉄はまずモスクワ観光をする
上でとても便利です。その上で、日本も
同じだと思うのですが、地下鉄というのは
市民の生活感がよく現れる場所です。外国
では、その国の生活感というか、
飾らない庶民の暮らしぶりが
どんなであるかを体験するのが
良いなと思うんですね。

🔴ロシアに行くなら絶対行くべきスポット🔴

地下鉄の駅
どの駅でも良いです！

好きな英単語：tritagonist (物語で三番目に重要な人物)　（つばさ） 20



教えて‼留学のコト
『留学』と聞くと、なんかカッコイイ、けど、いまいちどんなものかピンとこない…
遠い存在のように感じませんか？ここでは、外大の留学制度について簡単に
まとめています。次ページからは外大生の《最新》留学体験記も掲載しています。
留学のコトを知れば、英語の勉強のモチベーションアップにつながるかも…！

【外大生の留学パターンは５つ】

①交換留学
・4年で卒業可
・期間は基本1年
・留学費補助あり
・授業料は外大のみ
☆費用を抑えて留学

②認定留学
・4年で卒業可
・期間は半年or1年
・留学費補助あり
・授業料は外大と留学先の大学
☆協定校以外の大学にも行ける

③スペイン語圏派遣留学
・4年で卒業可
・期間は約３～４か月(後期授業期間中)
・留学費補助あり
・授業料は外大と留学先の大学
☆イスパニア学科のみ対象

④短期派遣留学
・4年で卒業可
・期間は3～6週間(夏休みor春休み中)
・留学費補助あり
・授業料は留学先の大学のみ
☆費用を抑えて短期留学

⑤休学
・4年で卒業不可
・外大の授業料は払わなくてよい
・留学、ワーキングホリデー、
インターンシップ、ボランティアなど
☆何をするかは自由

外大生

👉留学に関する詳しい情報は外大HPの「留学制度について」のページ
(http://www.kobe-cufs.ac.jp/international/center/abroad.html)をチェック!!

外大 協定校

🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩🛩Next…留学体験記➡

外大の好きなところ：年々友達や知り合いが増えていく　（よしの） 21

http://www.kobe-cufs.ac.jp/international/center/abroad.html


国際関係学科/4回生/Rさん
☑イギリス/ヨーク・セント・ジョン大学
☑交換留学
☑3回生9月～4回生3月
☑約120万円
☑大学の寮

留学体験記
2019年度に留学した外大生に聞きました！

国名・大学名/留学方法/留学期間/費用/滞在先
※2020年7月にインタビューしたものです。

新型コロナウイルスの影響により、予定より留学期間が短くなっている学生もいます。

ヨークは国内でも有名な観光地で、
ハリーポッターの世界のような
街で暮らす毎日は本当に贅沢で

楽しかったです。

学校から歩いて1分で街のゲートに
着くので、休み時間に散歩

したり友人とカフェに行ったり
して、日々の生活がかなり充実

していました。授業もアラカルト式
に履修できて、ビジネス、教育、
地理…など幅広い分野に触れられた

ことが良かったです。

1番印象に残っているのはクリスマスシーズンで、ツリーの点灯式や賑わう
クリスマスマーケット、大聖堂での特別礼拝は長期滞在だからこそ

余すことなく楽しめたなと思っています。

＊イギリスに行くなら絶対行くべきスポット＊
Scarborough(スカボロー)
ヨークから電車で1時間くらい。
海岸沿いのレトロなビーチリゾートです。
フィッシュアンドチップスが美味しいのと、
ちょっと寂れて哀愁漂っているのがとても良き。

schedule

1回生

2回生

3回生

4回生

エージェントに相談
説明会に参加

5月
交換留学説明会/
書類準備/
IELTS取得
7月面接
8月決定

4月申請開始
入学手続き
6月ビザ準備
航空券予約
8月ビザ取得
9月留学開始
3月緊急帰国/
留学先の

オンライン授業

7月インターン
応募

9月休学開始/
長期インターン/

就活

5回生
復学

ヨーク・セント・ジョン大学は日本人留学生が
多く、最初は戸惑いましたが、困った時に
助け合ったり、友達を紹介しあったりして
良い関係を築けたのでよかったです。

∟

∟

∟

∟

∟

∟

外大の良いところ：インドネシア語、ビルマ語などマイナー言語の授業がある　（ゆうき）
22



中国学科/3回生/Kさん
☑中国(上海)/復旦大学
☑認定留学
☑2回生後期
☑約75万円
☑シェアルーム

授業はもちろん友達・ルームメイト
との会話(学外、私以外全員中国人)も
朝から晩まで中国語漬けでした。最初
は会話にも入れずもどかしい思いを
しましたが、部屋にこもらず友達と
勉強したり、ごはんに行ったりなど、

常に中国語に触れていました。

上海市内の観光地や博物館巡りは
もちろん、ハルビン・北京・重慶・
蘇州・杭州に旅行に行きました。
また留学生交流会や日中交流

イベントなどを通して、世界各国の
留学生や中国人の友達もでき、
今も連絡を続けています。

携帯一台で生活できます。アプリ
さえあれば、買い物はもちろん、
公共自転車や地下鉄、バスなども
キャッシュレス、タクシーを呼ぶ
こともできます。便利な一方、携帯
にすべてのデータが入っていること
になるので怖い一面もあります。

人の温かさに触れ、新しいことにも挑戦し、
実際に行かないとわからない中国の魅力を体

験できた実りある留学でした。

1回生

2回生

3回生

4回生

schedule

4,5月説明会
11月出願
12月決定

3月 HSK5級取得

4月入学手続き
5月ビザ準備
8月ビザ取得/
航空券予約/
滞在先手配
8/29渡航

9月授業開始
10月

上海キャリア
フォーラム
1/11帰国

＊上海に行くなら絶対行くべきスポット＊
外灘
夜景がとても綺麗です！

∟

∟

∟

∟

∟

∟

留学用語 part１
ワーキングホリデー：休暇を楽しむ制度。観光をしつつ、語学学校へ行ったり、現地で

アルバイトをする人も多い。
インターンシップ：職業体験。
ビザ：入国許可証のようなもの。国によるが、主に海外に長期滞在する時に必要。

好きな松：カラ松、一松　（なつみ） 23



イスパニア学科/3回生/Hさん
☑スペイン/アルカラ大学
☑スペイン語圏派遣留学
☑2回生後期
☑約100万円
☑ホームステイ

私の学校は平日朝からお昼まで
授業があり、その後はフリーでした。
マドリードに近い学校を選んだので、
放課後はプラド美術館やレイナソフィア
などに数回通ったり、スペインバルを

楽しんだりしました。

マドリードには国際交流会を行っている飲食店
もいくつかあったので、そこでスペイン語を

話す練習をすることもできました。
（学校にもスペイン人と日本人が交流する会が

設けられていて、地元の祭りを一緒に
楽しんだり、少しアカデミックなことをしたり

と言語交流をする機会があります。）

スペインには魅力的な都市がたくさんあるので、
休日は毎週遠出して各地を回りました。

スペインの文化や建築様式などを直接感じられ、
スペインをより好きになることができました。
私は２年生で留学に行ったこともあり、言語力
が不十分で会話や情報収集が難しく感じること
も多くありましたが、その分他の国の留学生の
子と相談し合うことで、より仲良くなることが

できたという印象があります。

schedule

1回生

2回生

3回生

4回生

6月出願
7月入学手続き
10月留学開始
12月留学終了/

3週間ヨーロッパ
周遊/
帰国

＊スペインに行くなら絶対行くべきスポット＊
クエンカ
自然と建造物の組み合わせが不思議で魅力的！

∟

∟ ∟

∟
∟

∟

留学用語 part2
IELTS：海外留学や現地の大学に通う時に求められる英語の検定試験。他にもTOEFL、

ケンブリッジ英検などいろいろな英語の検定試験がある。

HSK：中国政府公認の中国語の検定。留学・就職などで有利になる。
◎留学を考えているなら語学試験は早め(1・2回生のうち)に受けておいた方がいいよ！

好きなポケモンのタイプ：みず　（さとみ） 24



国際関係学科/4回生/Rさん
☑イタリア/International University of Languages and Media
☑休学
☑3回生9月～3月(予定では7月まで)
☑約160万円＋旅行費用
☑アパートで家主さんと同居

schedule

1回生

2回生

3回生

4回生

5回生

留学説明会参加/
エージェントに相談

4月留学説明会参加
11月イタリア留学
フェアに参加/
志望大学決定/
連絡を取り始める

4月出願
5月入学許可証取得

7月保険加入/
航空券予約/休学届/
国際学生証発行
8月ビザ申請/
神戸のアパート
引き払い

9月ビザ取得/渡航
12月ポーランド・
リトアニア旅行、
スペイン・フランス

旅行
1月試験期間/
ルーマニア旅行
2月授業再開/
1週間後に休校

3月オンライン授業
開始/帰国

5月オンライン授業
終了

6月就活開始
9月復学

大変だったことは滞在許可書
の取得です。入国して１週間
以内というまだ慣れていない
時に、申請を済ませないと
いけないのはなかなか大変
でした。また、日本から荷物
を送ってもらい、番号追跡を
していたら「受け取り人拒否
で返送」と出たときが多分
留学中で一番焦りました
(届けてもらえました)。

困ったことはイタリアの特に交通に
関するルーズさ。時刻表が6分に1本
などというアバウトな書き方。

守られるとは思っていませんでしたが、
まあ倍の12分に1本くらいは来る

だろうという予測すら外し、来ない時
は本当に来ないです。日本人は時間を
守るなどと言われたりしますが、それ
は日本社会が支えてくれているから
こそ、実現できるのだと思いました。

ミラノは学生の定期料金が月€22
(約2700円)で、ミラノ中心部の
地下鉄、バス、トラムが乗り放題
なのは本当に便利で、気軽に色々な
所に行けるのが楽しかったです。
あとジェラート、パンツェロッティ
（包み揚げピザ）やご飯がとっても

おいしいです。

＊イタリアに行くなら絶対行くべきスポット＊
サン・ベルナルディーノ・アッレ・
オッサ教会
ミラノの骸骨寺。礼拝堂の壁一面に頭蓋骨
が安置されている。宗教観など色々なこと
について考えさせられる教会です。

∟

∟

∟

∟

∟
∟

留学体験記いかがでしたか？
留学をしたいと思ったアナタ、大学生になったらぜひ実現させてください。みんなの夢広がれ✈

外大の好きなところ：必ず同じ趣味を持った人が一定数いる　（つばさ） 25



外大生の出身地
外大には全国各地、いろいろな場所から来た学生が集まっています。

方言トークで盛り上がることもよくあります！
今回は2020年度入学者の出身地を紹介します。
GIメンバー出身地の方言もお楽しみください♪

北海道 5

青森 １
秋田 ０
岩手 １
山形 １
宮城 ０
福島 ０

栃木 １
群馬 ２
千葉 ０
茨城 ０
埼玉 ３
東京 ３
神奈川 １

新潟 3 長野 ６
富山 4 岐阜 ７
石川 7 山梨 ０
福井 7 静岡 14
愛知 20

岡山 ７
広島 16
山口 ６
鳥取 ７
島根 ２

滋賀 12
京都 15
兵庫 120
(神戸市 50)
大阪 62
奈良 9
三重 4
和歌山 7

香川 ５
愛媛 ６
徳島 ２
高知 ３

福岡 15
長崎 ０
佐賀 ２
大分 ４
熊本 ６
宮崎 ３
鹿児島 ４

沖縄 ５

出身地ランキング👑

1位 兵庫 120人
2位 大阪 62人
3位 愛知 20人
4位 広島 16人
5位 福岡 15人

京都 15人

外大あるある：リリパック（生協のお弁当）は早い者勝ち。特に安い方。　（ゆい） 26



近畿

２２９

中部

６８

九州

３９

中国

３８

四国

１６

関東

１０

北海道

５ 東北

３

地方別出身者割合

おちょきんして！
（正座して！）

ズッバやめまっしま！
（靴のかかと踏まないで！）

やおね～
（そうだよね～）

なんしとうと？
（なにしてるの？）

これめげとうから
さらのん取ってきて～
（これ壊れてるから
新しいの取ってきて）

これ行きしなに
買ってきてん
（これ来る途中に
買ってきた）

GIメンバー出身地ランキング👑

1位 兵庫 4人
2位 石川・岐阜 2人
3位 福井・大阪・滋賀・奈良・

千葉・三重・福岡・佐賀 1人

好きやに～
（好きだよ）

福井
石川

岐阜

大阪

福岡
兵庫

三重

外大あるある：恋愛の優先順位が比較的低い（勉強や留学、バイトを優先しがち）　（きゃる） 27



下宿生

６９％

実家生
31%

実家生と下宿生の割合

好きな場所：空港の飛行機が見えるところ　（あいり） 28
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外大の好きなところ：キャンパスが小さいから移動教室が楽　（だい） 29



語彙数の目安 

旧センター英語・・・約 5000 

TOEIC800 点・・・約 5500 

難関私立大学・・・約 6000 

英検一級・・・約 13000 

30000

10000

5000

ネイティブ・大人

ネイティブ・10歳

非ネイティブ

語彙数の比較

TEST YOUR VOCABULARY

による語彙力調査(2013)

 

 

 

 

 

 

推測力と語彙力 

「英単語は意味を推測すれば大丈夫。

だから最低限英単語を知ってさえ

いれば、それ以上覚える必要はない

よ。」英語を学ぶ多くの人が一度は

言われたフレーズだと思います。実

際に私も言われました。確かに文章

から単語を推測する力は英語だけ

でなくあらゆる言語を学ぶのに必

要なものです。日本語で本を読むと

き、人と話すとき、私たちは知らな

い単語を見聞きし、意味を推測しま

す。ここで一度考えてほしいのが、

その推測力はどこからきているの

かということです。パラグラフリー

ディング、文法も重要な要素ですが、

やはり一番は語彙力です。一度下の

例文に目を通してみてください。 

 

 

 

 

 

 

どうでしょう。「presentation は

わかるけど…」という方が多いので

はないでしょうか。このように、英

単語の意味を推測する力は、その前

後の単語の意味を十分に理解して

いないと発揮されません。言い換え

ると、推測力というのは、決して英

単語を勉強しなくていいという口

実にはなりえないのです。このこと

だけは念頭に置いておいてほしい

です。 

語彙数の目標 

共通テスト、TOEIC800 点など、何

を目指すかによって必要な語彙数

は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この指数はあくまでも目安であり、

この量の語彙数を覚えていたとし

ても、合格できるというわけではあ

りません。しかし、どの試験を受け

るとしても、高校卒業時点で習う英

単語の数が 3000 語であるため、英

単語についてそれなりの自主勉強

が必要だということがわかります。 

これを目安にして、自分に合った英

単語を使いながら語彙数を増やし

てみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、次のグラフは TEST YOUR 

VOCABULARY という海外のサイ

トで行われた調査結果の一部です。 

こうしてみると、私たちとネイテ

ィブの語彙数には大きな差があり

ます。この差を少しでも縮めるこ

とをモチベーションに励むのもよ

いかもしれません。 

英単語の勉強法 

ここまで読んでくださった方は、

英単語に触れておくことが英語

を勉強することにおいていかに

重要かわかっていただけたので

はないかと思います。しかし、よ

っぽどの変人でない限り、英単

語をひたすら覚えることを苦に

しない人などいません。そこで、

次ページからは私からいくつか

英単語を勉強するのを手助けし

てくれるツールのようなものを

紹介させていただきます。これ

らはあくまでもおススメです。

すでに知っている、もしくは初

めて知ったとしても必要ないと

感じたのであればスルーして頂

いても構いません。しかし、もし

今後、英語を勉強するうえで行

き詰まってしまった、あるいは

モチベーションが落ちてしまっ

たとき、ここに書いてあったも

のを思い出してみてください。

きっと、あなたに役立つ情報が

あると思います。 

  

ENGLISH 

VOCABULARY 

「意味を推測」は危険！？ 

イチから始める大学生の英単語 

「英単語は推測」「覚える必要はない」の落とし穴とは。 

英語をもっと伸ばしたい人のためのコーナー。 

The alumnus’ presentation about a 

forensic dissertation was succinct 

and lucid. 

好きなお寿司のネタ：とびっこ　（りお） 30



一 

じ意味を持つ単語 

英単語が分からない三つの要因  

 

前ページを見てもらった方は、なぜ英単語を勉強することが重要なのか、 

なんとなくわかっていただけたのではないでしょうか。 

しかし、英単語を勉強することは、よっぽどの英単語好きでないと苦行となります。 

このページでは、英単語を覚えにくい原因を三つに分けることで、勉強をサポートします。 

 

英語学習者のほとんどの人が、この悩みを持っているのではないかと思わ

れます。覚えてはまた新しい単語が出てきて、新しい単語を覚えては以前

覚えていた単語を忘れての繰り返し…。この悩みを完全に解決するには至

りませんが、それでも接辞や語根をある程度知っておくことは、英単語を

スムーズに覚える手助けをしてくれます。接辞とは ex-や-tion のような品

詞の設定及び意味を追加する役割を持つもので、それに対して語根は、port

（運ぶ）,gen（生む）のような語の意味の中核を担うものです。これらをま

とめて「語源」と呼び、語源を意識して勉強することで、覚えやすくかつ忘

れにくくなるだけでなく、初めて見た単語でも意味を推測できることがあ

ります。 

 

英単語はしばしば、複数の意味を持つことがあります。例を挙げる

とすると、’charge’は「請求する」、「非難する」、「満たす」、 

「命じる」など、様々な意味を持っています。このような 

複数の意味を持った英単語の場合、大まかな意味を抑えるのも 

一つの手です。charge については、「負担をかける、荷を乗せる」

イメージを持つことによって、「支払いの責任を負わせる」→ 

「請求する」、「荷物でいっぱいにする」→「満たす」といったよう

に、複数の意味を持つ単語にも柔軟に対応することができます。 

 

英単語によっては、同じ日本語に対応するものがたくさんあります。 

例えば、「美しい」を表す単語は’beautiful’, ’lovely’, ’pretty’, ’picturesque’な

どがありますが、これらの英単語はそれぞれ微妙にニュアンスや使い方が

違います。(’beautiful’は人や物の見た目に対して使いますが、’lovely’は 

見た目だけでなく、そのふるまいや性格などに言及する時にも使うことが

できます。）これらの違いを知るために便利なのが、英英辞典です。英英 

辞典を使うことで、日本語訳では知覚できない微妙な意味の違いを知る 

ことができるだけでなく、英語の定義を見ることで新しい英単語を発見し

たり、今まで勉強した英単語を見直したりすることができます。 

 

このページでは、英単語が苦手である理由を大きく三つに分け、それぞれの解決策を書かせていただきました。 

次ページでは、英単語を覚えるのを手助けしてくれるアイテムをいくつか紹介します。 

  

同 

つの英単語に複数の意味 

好きな時間：寝ているとき、友達と会うとき　（れいな） 31



中学英語の語源事典 
 

Online Etymology Dictionary 

Google(画像検索) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イラストでわかる 

難易度：かんたん 

・基本的な英単語から見直せる 

・イラストがついていてイメージしやすい 

やっぱり英単語 
難易度：ふつう  

・語源ごとだけでなく、類語、反義語など、 

色々なジャンルで分けられている 

・量が多いので、読破するのは少し困難… 

（https://www.etymonline.com/） 

難易度：むずかしめ 

・説明がすべて英語で書かれている 

・難しいが、使いこなせたら英単語が好きになる？ 

難易度:かんたん 

・Google で「○○ image」と検索

することで、その単語のイメージを

大まかにつかめる 

・日本語訳でも意味がつかみにくい

英単語に対しても有効 

単語帳にイメージを書く 
難易度：ふつう 

 

・Google や英和辞典などを駆使して、 

自分でイメージを書いてみる 

個人的な見解ですが、 

多義語をマスターするのは 

英単語を覚える中で最も難しいです。 

焦らずにやりましょう。 

外大あるある：昼間の食堂はめっちゃ混む　（のぞみ） 32

https://www.etymonline.com/


類義語 
SYNONYM 

Oxford Dictionary  
Of English（英英辞典） 
難易度：むずかしい 

・細かい意味の違いを知ることができる 

・英単語の復習にも 

英単語類義語辞典 
難易度：かんたん 

・日常生活で使う頻度の高い 

単語が収録されている 

・イラストがついているため、 

覚えやすい 

Odd One Out 
難易度:ふつう 

・一ページ進めるごとに、 

三つの類義語を覚えることが 

可能 

・ページごとの分量が少なく、 

読みやすい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 

いかがでしたか。一般的に、英単語はしばしば、覚えてもきりがないといって敬遠されがちです。 

毎日のように単語と意味を照らし合わせ、覚えては忘れの繰り返し。英単語が嫌いになってしまっても 

仕方ないです。今はその勉強法で構いません。自分は、今やっている勉強法を変えろと言いたいわけでは

ないのです。ですが、もしも、英単語に完全に嫌気がさし、もう一単語も覚えたくないなと感じたとき、

ここに書いてあるものを思い出して、語源を調べてみたり、単語のイメージを描いたりしてみてください。

もしかしたら、あなたの英単語を学ぶモチベーションにつながるかもしれません。 

Thesaurus.com 
（https://www.thesaurus.com/） 

難易度:ふつう 

・英単語を入力することで、類義語一覧 

が出てくる 

・英英辞典と併用することで、一度に複数の 

単語後覚えることが可能 

外大あるある：みんなふらっと海外に行く　（あやの） 33

https://www.thesaurus.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きなディズニー映画：リトル・マーメイド　（のぞみ） 34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

好きな番組：出川哲朗の充電させてもらえませんか？　（みほ） 35



🌸 🌸
 

ここでは先輩外大生からの受験に関するアドバイスを紹介します！ 

今年はコロナウイルスによる休暇や共通テストへの移行など、 

従来の受験と異なる点が多く不安な事もあると思います。 

このページを読んで先輩たちがどのように不安を乗り越えてきたのか参考にしてみてください。 

 

当日に持っていくもの 

軽食  ：糖分摂取は頭の回転にいいです。 

休憩中に軽くつまめるチョコレートなどを持っていきましょう。 

腕時計 ：会場に時計がない場合もあります。時間配分のため忘れずに！ 

ひざ掛け：寒がりの人は必須。できるだけ無地のものを用意しましょう。 

参考書 ：時間直前まで最後のあがきを！ 

何冊も持っていくのではなく、各教科これ！と決めた選りすぐりの 1冊にしぼること。 

注）たくさん持っていくと全部確認しないといけないように感じ、焦りに繋がります。 
 
 
 

服装 

✩受験時の服装は定められていません。実際、会場は私服と制服どちらもいました。 

✩受験会場によって暖房の設備は異なります。 

体温調節のできる服装（制服なら着脱できるセーターなど）を用意することをお勧めします。 
 
 
 

受験会場へ行くとき 

✩受験会場へは時間に余裕をもって行くようにしましょう。 

当日はどの交通手段も混雑します。天気によっては大幅な遅れが発生します。 

焦らず落ち着いて会場へ着くよう会場への行き方の確認は必ず事前にすること。 

✩チケット売り場は混雑する可能性があります。 

ICカードなどを用意し事前にチャージしておくと安心です。 

 

～遠方の大学に受験へ行く場合～ 

✩ホテルの予約は余裕をもってする。 

大学周辺のホテルは受験前になるといっぱいになります。早いうちに確保しておくのが安心。 

（受験しないとわかったらその都度忘れずにキャンセルを！） 

✩現地に着いたらホテルから大学までのアクセスを実際に確認しておきましょう。 

 

 

受験で重要なのは“事前にどれだけ準備をするか”です。 

皆さんと来年の春、外大で出会えることを楽しみにしています！ 

  

ファイト！ 

好きな洗剤：カビキラー　（あやの） 36
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受験の時のハプニング＆攻略法 

受験にはハプニングがつきもの。先輩達の受験エピソードを紹介します！ 

 

  受験勉強中 

 

・過去問の正答率が悪く何度も落ち込んだ。とにかく解き直しをするしかない！ 

・推薦入試で合格するつもりが不合格。センターの学習を一度ストップしていたので、急いで

勉強しなおしました。推薦狙いの人もバランスよく勉強の配分をしておきましょう。 

・センターと私学の勉強の割合に迷った。 

               ・センターの判定が Cだった。外大はセンターの割合が 

高いので二次試験の勉強を必死でしました。 

               ・クラスの友達が推薦や私学でどんどん進路が決まって 

いく。最後まで入試が残っている生徒が少なくなって 

いく中で周りに流されないようにするのが大変だった。 

一次試験（センター試験）当日 

 

・トイレが長蛇の列！手ぶらで並んだので待ち時間がもったいなかった。次の時間からは 

参考書をもって並ぶようにしました。 

・いつも試験中にお腹が痛くなるので、当日はそれを見越してトイレに行くタイミングを 

考えていた。終わってすぐと開始直前、休憩中に 2回くらい行くようにしていました。 

・リスニングの時、前の席の人の機材トラブルで試験官が近くに来て集中力が切れそうに 

なりました。何事にも動じない平常心が大切。 

・理科の問題配布時間が遅く、5分ほどずらしての開始に。 

 会場の雰囲気が悪くなり不安でした。いろんなトラブルを 

想定しておきましょう 

・唯一見直しをする時間がなかった科目で記入ミス！ 

自己採点で焦りました。見直しは絶対にしましょう…！ 

二次試験受験当日 

 

・1人で神戸に来てホテルに泊まった。ほぼ初めての電車だったのでドキドキした。 

・リスニングに賭けていたのにリスニング中にお腹が痛くなった。 

リスニングなので中断してトイレにも行けず苦しかった。 

              ・周りの受験生がみんな自分より賢く見える。 

（これはもう自分に自身を持つしかない。） 

               ・友達が時計を忘れてきた。私が２つ持ってきていたので

貸しましたが、いつもある予備が手元にないことで 

不安に。忘れ物は良くない。 

不安 

好きなお菓子：じゃがりこ　（あいり） 37

https://4.bp.blogspot.com/-7zmw2S9L_Tc/VMItm5AFGaI/AAAAAAAAqv4/F0ocVz_Twjg/s800/sensou_senjou.png
https://1.bp.blogspot.com/-YOFaY-Z-Z1c/WerLPYebWkI/AAAAAAABHtw/1lqyEK1gSVMl_senpt4YBFPmL4EdtaCbACLcBGAs/s800/sports_boxing_fight.png
https://4.bp.blogspot.com/--X_ESil6eVU/WfVS-DVXgcI/AAAAAAABHyw/zqXzqBYfx9cF9wqYVaWLoQunHzSMlA4rQCLcBGAs/s800/cost_cut_sakugen_samurai.png


  

  

 

現役外大生に受験エピソードをインタビューしました！！ 

①いつ志望校を外大にしたのか 

②外大合格のためにした勉強 

③高校生にメッセージ 

①1年生の後期 

②右の写真の参考書を使用 

③私は過去問を時間内に解き終えたことがなく不安でしたが、 

入試当日は全て解けて見直しもできました。受験勉強が辛い時もありますが、最後まで自分を信じて 

努力すれば報われます！頑張ってください！高 3 からは神戸市外大の受験に不必要な日本史と数学を

一切勉強せず、赤点を取ってばかりでした。授業中も隠れて英語を勉強して、先生に怒られたりして 

いましたが、受かった後先生に、作戦勝ちだと褒められました。受験科目が特殊なので、周りと違う 

勉強法になりますが、自分は自分だと思って頑張ってください！ 

①初めて模試を受けたのが 1年生の冬でした。その時はどんな大学があるのかなど全く 

わからなかったのですが、私は外国語や国際的なことに興味があったのでそういった大学を調べ 

ました。金銭的なこともあり、私立の大学には行けないと両親に言われたので国公立で探しました。

その時に候補として入れたのが神戸市外国語大学でした。2年生の夏にオープンキャンパスに行き、

素敵な学校だなと思うようになりました。遅いかもしれないのですが、本当に真剣に考えだしたのは

3年生になってからです。しかし、模試の結果も悪く何度も志望校を考え直すようになり、 

諦めようかと泣きながら考えたこともありました。それでもやっぱりこの大学に行きたいなと思い 

最終的に第一志望に決定しました。 

②私は部活をしていて、実際に受験勉強に取り組み始めたのは夏休み少し前くらいからでした。 

センターの勉強で基礎は身についているので二次試験は演習！ただし単語や熟語は毎日すること！ 

過去の問題を時間を測りながら解いて、解説をよんで答え合わせ。学校に毎日通い、問題を解いて、

先生のところに行って質問したり採点してもらったりしました。私は神戸市外大の過去問を 8年分、

似ている傾向の大学の問題を 3年分しました。リスニングは毎日するといいです！  

③今、コロナの影響で学校での授業が遅れたりなど不安がたくさんあると思います。模試の結果が 

思うようにいかず辛い人もいるともいます。でも諦めずに頑張ることが大事です。私自身、11月 

までずっと E判定で合格可能性 18%でした。三者面談の時に親に無理だと言われ先生の前で泣いた 

こともあります。それでも、どうしてもこの大学に行きたいと思い最後まで諦めず頑張りました。 

その結果センター試験では過去最高の点数を出すことができました。受験勉強は本当に辛いと思い 

ます。でも、それはみんな一緒です。先輩方も経験されている道です。友達と支えあったり、先生に

相談したりなど、気持ちの面でも受験では大事になってきます。休む時は休む、やる時はやる、 

メリハリをつけましょう！ 
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・二学期は月に最低 2 回、多い時は毎週末模試があったので、平日は返ってきた模試の解き直しと授業の

予習をしていました。放課後は学校の自習室に残って、学校にいる間に予習を終わらせる！と決めて 

いました。 

・私の学校は毎日科目ごとに放課後補習をしてくださっていたので、授業後 8 限目に補習を受けて、最終

下校時間まで図書室で自習、その後塾で夜 10時まで勉強していました。 

・赤本をとにかく見直していました。単語張を読んだり、英語の TVを観たりして 

毎日英語に触れていました。 

・毎日新しい英作を１つ書くようにしていました。どんなテーマが来てもいいように

幅広く練習しました。 

・センター終わりから毎日 1年分、外大の過去問を 15年分 3周しました！ 

・センター1～2ヶ月前くらいからは、毎日何かしらの教科、センターの 

過去問を解いていました。勉強する時間は今まで通りでひたすら勉強していました。 

・新しい問題には手を付けず、今まで解いてきた過去問や予想問題の復習、解き直しを

ひたすらしていました。 

・暗記科目は直前にやる方が良いと思って、冬休みはほぼ倫政に費やしました。倫政の

参考書を 1冊自分でノートにまとめ直しました。国語が好きだったので、息抜きに 

センターの過去問を解いていました。息抜きの教科を作ると長い時間勉強できます！ 

・冬休みは学校もなかったので、一日中勉強していました。でも、大晦日の夜と 1/1は、ガキ使を 

見たり、初詣に行ったりとゆっくり過ごして、次の日からまた勉強に取り組みました！ 

・「受験生に正月などない！！」と予備校や高校の先生からは決まり文句のように脅されましたが、 

僕は普通に例年通り「紅白」と「行くとし来る年」を見たり、高校の友達と初詣に行ったり 

しました。結構勉強に疲れていたので、いい息抜きになり楽しかったです。受験は究極の個人戦な

ので、「受験生は〇〇すべし！」といった世間の根性論を鵜呑みにする必要はないと思っています。

息抜きするか否かは、自分の勉強の達成度を考えて判断すればいいのではないでしょうか。 

・家だと集中できないので、朝から夕方まで学校か図書館にこもって勉強しました。学校 

まで行くのは少しめんどくさいけれど、周りに勉強している友達が何人かいたので、 

気を抜かず寝ずに勉強に集中できました。それからもし先生が学校にいたらすぐ質問に

行けたのでよかったです。 

・家の近くに自習室がなかったので、土日は家で朝から晩まで勉強していました。毎日 

今日はこの問題集をここからここまで解くっていうのを紙に書いてたので、その目標に

沿ってひたすら勉強しました！家だと携帯触ったりしちゃうので、自分の部屋ではなく

リビングに置いとくようにして誘惑に負けないようにしていました！ 

2学期の平日 

2学期

の土日 

センター直前 

2次試験

直前 
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教職課程 

 

 

★取得可能な免許 

 -中学・高校教員の免許 

    英米、二部英米、国際関係学科の場合→ 英語の教員免許 

    ロシア・イスパ・中国学科の場合→専攻言語＋英語の教員免許 

 

 -小学校教員の免許 

  親和女子大学による通信教育も履修することで、取得可能。ただし、追加で料金がかかる。 

 

-商業に関する免許 

  英米、二部英米学科に限り、特定の科目を取得することにより、商業に関する教職免許を取るこ 

  とも可能。 

 

★どのように履修が始まるのか 

  1年生の時に、教職課程履修登録期間があり、Gaidai Passを通じて行う。 

  ただし、教職に関係する授業は一年の後期から始まる。 

  また、2年次以降からでも履修を始めることができるが、本来 4年かけておこなうものを、3年で  

  することになるので、もし少しでも教員に興味がある場合は 1年次から履修を始めることが 

  おすすめ。 

  *登録方法が変わる可能性があるので、よく確認すること。 

 

★免許取得に必要な単位数とその他の演習 

  中高でも、どちらか一方の免許であっても教職のための単位として、59単位必要。 

  この単位数の中には、教える言語に関する単位数も含まれるため、 

  英語以外が専攻言語である学科の場合（ロシア・イスパ・中国学科）は 

  英語の授業を追加で履修する必要がある。 

  

 -大学で履修する授業以外に必要な演習 

   介護等体験（中学免許取得希望の人のみ） 

  →社会福祉施設に 5日間、特別支援学校に 2日間行く必要がある。 

 

教育実習 

  →基本的に自分の出身校に出向いて、実際に授業を行う。高校免許のみであれば、2週間、 

   中高免許取得であれば、3週間の実習が必要。 

 

★教職特有の科目 

  教職概論、教育原理といった教科があげられる。 
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  また、スポーツ方法といういわゆる体育の教科も履修する必要がある。 

 

 

 

★授業や演習以外に外大で教員を目指すためにできること 

  

  -教職サロンを利用する 

 大学の第一学舎の一階にあります。黒板があって、机といすが並べてあるという作りになっており、        

 実際のクラスで授業を行うように、自分で演習をすることができる。 

 

-神戸・教育インターンシップに参加する 

 

 

★メッセージ 

  教職をとることで単位が増えるから少し大変と感じるかもしれません。しかし、教職をとることが

できるのは、大学を通じてのみで、この機会を逃してしまうと難しくなってしまいます。 

自分が先生目線になって考え、学ぶことは新鮮で楽しいと思います！少しでも興味のある皆さんは、

ぜひチャレンジしてみて下さい（＾＾） 
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☆大学生協って何？ 

正式名称は『大学消費生活協同組合』。全国の様々な大学に、それぞれの大学生協があります。 

大学生協は組合員（＝学生や教員）が出した出資金で運営されています。 

外大生協は外大内の購買（コンビニ）、書籍、食堂を運営しています。 

※出資金のお支払いについては、入学手続きに同封されている書類をご確認ください。 

 

☆普通のお店と何が違うの？ 

大学生協は他のお店と違い営利を目的としておらず、組合員の生活全体を様々な事業を通じて 

サポートしていくための協同の組織です。出資することで大学生協の組合員になります。 

しかし、お預かりした出資金は、ご卒業時や退職時に全額返還いたします。 

つまり、大学生協は「みんなでつくる、みんなのための、みんなのお店」なんです。 

 

☆プリペイドカードでお得に生協を利用しよう！ 

入学時、出資金をお支払いいただいた方には、右の画像のような 

「組合員証」をお渡ししています。 

外大生協の組合員証は「プリペイドカード機能付き」！ 

カードへの入金は 10 円単位で購買、食堂のレジで簡単にできます。 

このプリペイドカードを使って、生協店舗で食料品を 

ご購入いただくと、ポイントが付きます。 

外大生協のプリペイドは、消費税 10％に伴い行われている、 

キャッシュレス還元の対象になっています。 

通常 100 円で 1 ポイント、10 円で 0.1 ポイント貯まるのですが、 

今年の 6 月まで 100 円で 5 ポイント、10 円で 0.5 ポイントたまります。 

また、キャッシュレス還元とは別でポイント倍増ウィークなどもあります。 

ポイントは 100ポイント貯まると自動で 100円分がチャージされます。 

プリペイドカードでの支払いは便利＆スピーディー。そのうえポイントが貯まる。 

とってもお得なんです！ 

 

 

 

 

 

 

 

外大生協は外大内の食堂、購買、書籍を運営しています。 

次のページからはそれぞれのお店について紹介します。 

大学生協 

☆こぼれ話 

外大生協はホームページに加えて、Twitter も運営しています。 

Twitter ではお得な情報がいち早くゲットできるのでフォローをお勧めします。 

＠kcufs_coop で検索！ 
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外大には食堂が一つしかないので、お昼休みには多くの学生がここを利用します。 

営業時間は平日 11:00～18:30、土曜 11:30～14:00 です。 

お昼ご飯はもちろん、夜ご飯を食堂で食べる学生も多いです。 

 

食堂部では毎日様々なメニューが販売されています。その中でも人気なのが、 

おかず、みそ汁、小鉢が一緒になった「バリューセット」です！ 

日替わりで様々な組み合わせがあります。ご飯は含まれていないので、 

ご飯も一緒に食べたい人はＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌのからお好きなサイズのごはんを 

一緒に購入してくださいね。 

 

食堂のレシートは購買や書籍のものと少し違います。 

それは、レシートの下に栄養素の目安があること！ 

男女別の一日の基準と、購入したメニューの栄養素の点数が表示されています。 

大学で初めて一人暮らしをする人にとっては特に栄養素は気になりますよね。 

メニューボードにも栄養素の点数が乗っているので、 

目安を参考にしつつ何を購入するか決めるのもいいですね！ 

 

☆食堂の使い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食堂は上記の図のようになっています。しかし時間帯によっては麺類側にあるレジが 

開いていなかったり、おかずコーナーの近くで麺類、丼、カレーが提供されています。 

お箸、スプーンなどはレジの近くにおいてあるので支払いのときに一緒にもっていきましょう。 

食べた後は返却も忘れないでくださいね！ 

おかず、小鉢、デザート、

汁物、ご飯 

麺類（青） 

丼、カレー（黄） 

会

計 

会

計 

 

返

却

口 

白

色

の

線 

青

色

の

線 

黄

色

の

線 

ドレッシング 

お茶、水など 

バリューセットの写真 

（次には必ず貼ります…） 
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外大で焼いている「焼きたてパン」、生協オリジナルおにぎりや CO-OP のお菓子、カップスープや 

スープパスタなどのインスタント食品、各種ドリンク、お菓子やアイスに加えて、電池、文房具など 

いろいろなものが売っています 

営業時間は平日 9:30～19:40、土曜 11:00～14:30 です。 

 

 

外大で焼かれている「焼きたてパン」は主に平日のみ販売されます。 

毎日たくさんの種類のパンが販売され、食堂を利用せずに 

パンを購入する学生もいます。また、パンにもフェアが存在します。 

例えばメロンパンフェアでは様々なメロンパンが同時に通常価格より安く売られることが！ 

フェアの情報は張り紙や外大生協の Twitter でゲットできるのでこまめにチェックしてみてください。 

 

 

平日の昼と夜には「リ・リパック」と呼ばれるお弁当が 

販売されます。 

通常お昼に二種類、夜に一種類のリリパックが販売されます。 

また、リリパックはフィルムをはがすことで容器を 

100%リサイクルできます。 

 

 

購買には「外大グッズコーナー」があります。 

ペンやファイル、パーカー、タオルなど外大のロゴ入りで 

様々なグッズがあります。みなさんも記念に購入してはどうですか？ 

ちなみに、外大グッズには学長がデザインしたマグカップや 

オリジナルのキューピーもいるんです…。 

ぜひ探してみてくださいね。 

 

  

☆こぼれ話 2 

実は食堂部、購買部では学生アルバイトも働いています！ 

勤務時間は平日の夕方で、時給など詳しいことは直接お問い合わせください。 

まかないがあり、困ったことがあれば生協の職員さんやパートさんが 

やさしく助けてくれます。 

通勤時間もかからず、おいしいまかないも食べれちゃいます！ 
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購買部のチケットカウンターに隣接しています。 

大学に入ってすぐに、教科書を購入するときはここを利用していただきます。 

また、4 月には紙辞書が 10％オフになることも！ 

 

書籍部では、書籍・雑誌が常時 5％オフで販売されています！  

実は本屋さんで買うよりもお得なんです。 

語学書はもちろん、就活や資格に関する書籍、観光雑誌も取り扱っています。人気漫画の単行本も置いて

あります。ほしい本が置いていなくても取り寄せることができるので、気軽に生協の職員さんに 

お声掛けしてくださいね！ 

 

 

☆旅行サービス事業部 

書籍部の隣にあるので一緒と思われがちですが、実は違う部署です。 

ここで予約できるサービスには以下のものがあります。 

 

・電車、長距離バス、飛行機などの交通機関のチケット予約  

・宝塚、シルクドゥソレイユなどの劇団のチケット予約  

・動物園、スキー場リフトチケットなどの購入  

・国内／海外アーティストなどの LIVE チケット購入  

・国内／国外旅行ツアーご予約            

・自動車学校の予約 ・レンタカー（TOYOTA 名谷店）予約 

 

帰省するときや旅行するときのチケットの予約をすべて学内で完了できます。また、職員さんが 

チケットの日付変更や帰国便等の変更手続きを代理で行ってくれるので、トラブル時も安心です。 

 

旅行ツアーや劇団チケット、動物園の入場チケット、LIVE チケットなどは生協割引されていたり、 

組合員価格で売られていたりしています。普通に購入するよりもお得なのでぜひ利用してくださいね。 

 

 

☆総務部 

生協事務所では生協に関する困りごとや共済に関する相談ができます。 

共済給付の手続きも事務所で総務部が対応します。 

目立ちにくい場所で入りにくいかもしれませんが、何か困ったらお気軽にお立ち寄りください！ 
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