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YOUはどうして外大に？

⼩規模だか
らこそ友達
がたくさん
出来そう

英語以外の
⾔語をしっ
かり学んで
みたいから

いろんな志望
動機があるん
だね！

外国語以
外の学問
も広く学
べるから

神⼾に
住んで
みたい

積極的な
学⽣が多
そうだっ
たから

留学制度が
充実してい
るから

4⽉に外⼤でお会いできることを楽しみにしています(^ ^)

外大あるある：良い人が多い(ひさのり)
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自分が大学生だと実感した瞬間：美容室にひとりで行けるようになった時(かの) 3



在学中にしたいこと：外大マグカップを買う(さとみ)4



神戸市外国語大学 学科紹介 
神戸市外国語大学は外国語学部のみの単科大学で、6つの学科に分かれています！ 

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】専攻語：英語 

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。 

｢話す｣｢聞く｣｢読む｣｢書く｣をバランス良く鍛える授業を基礎としながら、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、文化や経済、法律など多面的に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。 

 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】専攻語：ロシア語 

 ロシア学科は、専門的にロシア語を学ぶことができる数少ない学科です。 

授業では、多様な語形変化を持つロシア語を学ぶための文法、会話･作文･講読等の勉強に加えて、ロシアの社

会や文化、歴史や文学についても学びます。 

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あり、ロシアとその周辺について多面的な

視点を養います。 

 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】専攻語：中国語 

 中国は、近年目覚ましい経済発展を遂げ、国際社会において存在感を

強める国です。中国学科は、このような情勢のなか今後さらに国際社会

の中で必要性と重要度を増すと考えられる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。 

好きな漫画：「DEATH NOTE」「憂国のモリアーティ」(なつみ)
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【イスパニア学科】専攻語：イスパニア語（スペイン語） 

 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。 

 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】専攻語：英語 

国際関係学科は、英語を使って国際問題や経済、文化などについて 

学ぶことで国際社会について深く学ぶことができる学科です。 

 授業では、専攻英語と兼修語を学ぶことが出来ます。授業で扱うのは

国際問題だけではなく、法律や経済、国際文化について幅広い内容を学

ぶことが出来ます。 

 

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クラスメイトばかり

なので、常に良い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】専攻語：英語 

 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。 

 
 好きな映画：サイダーのように言葉が沸き上がる(スマイルかわいいいいいいいい)(あぼ) 
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外大における授業 

授業紹介 

言語篇 

神戸市外国語大学では、専攻語となる英語、中国語、スペイン語、ロシア語のほかに様々な言語の授業が用意

されています。授業として受けられる言語(英語以外)の一覧は以下の通りです。 

 

⚫ 中国語 

⚫ スペイン語 

⚫ ロシア語 

⚫ フランス語 

⚫ ドイツ語 

⚫ イタリア語 

⚫ ポルトガル語 

⚫ 朝鮮語 

⚫ インドネシア語 

⚫ ビルマ語 

⚫ チェコ語 

⚫ ポーランド語 

⚫ ウクライナ語 

⚫ ブルガリア語 

⚫ 古代教会スラブ語 

⚫ 広東語 

⚫ ラテン語 

⚫ 古典ギリシャ

 

今回はこの中の一部を紹介します。 

イタリア語 

 イタリア語はイタリア本国を中心に、その周辺諸国の一部でも

母語として話されています。また、イタリア系移民によって 

ヨーロッパやアメリカ大陸、オーストラリアの共同体でも用いら

れ、さらに、アフリカなど 20 世紀に植民地化された地域でも部分

的に受け継がれています。スパゲッティ（spaghetti）やカップ 

チーノ（cappuccino）など食べ物を中心に多くのイタリア語の単

語がわたしたちの日常生活に入ってきています。 

ポルトガル語 

 

 ポルトガル語はポルトガルとブラジルで母語として話されて

いるほか，アフリカ・アジアの旧植民地でも公用語として 

用いられています。その他，移民の多いヨーロッパ・ 

北アメリカにも母語話者の共同体が存在します。日本語に 

おけるパン(pão)はポルトガル語から入ってきた単語の代表例

です。 

 

 
自分が大学生だと実感した瞬間：ノリと勢いで遠出したとき(あおい)
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朝鮮語 

 朝鮮語は朝鮮半島の大韓民国と朝鮮民主主義人民 

共和国で主に話されており、その話者人口は大韓民国で

約 4500 万人、朝鮮民主主義人民共和国で約 2200 万人 

です。この他に、中国の東北地方（延辺朝鮮族自治州・

長白朝鮮族自治県など）に約 200 万人、アメリカ 

（西海岸地方など）に約 200 万人、日本に約 60 万人、

旧ソ連地域（サハリン・沿海州・中央アジアなど）に 

約 50 万人の朝鮮民族が居住していますが、このうち 

中国とアメリカに住む朝鮮民族のほとんどが朝鮮語を 

母語としています。文法の様相としては日本語に近いと

されています。 

 

インドネシア語 

 インドネシア語は人口約２億人を抱えるインドネシア 

共和国の国語です。国内では地域によってジャワ語や 

スンダ語をはじめとする数百に及ぶ地方語が使われています

が、インドネシア語は国語・公用語としてインドネシア全体

に行き渡っています。オランウータン(Orang Hutan)は 

インドネシア語で「森の人」を意味します。接辞の用法が 

かなり複雑な言語です。 

 

 

 

ビルマ語 

 ビルマ語はミャンマー連邦共和国の公用語で、その最大 

民族であるビルマ族（バマー）固有の言語です。135 あると

いわれる民族間の共通語でもあり、新聞やテレビ、ラジオ 

など国内のメディアは基本的にビルマ語で発信されます。 

現在の話者人口は 5000 万人を超えると考えられます。 

中国語のように「声調」という特殊な音声システムを持って

います。 

 

 

外大の横にある坂：虫が多すぎる(つばさ)
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チェコ語 

 チェコ語はチェコ共和国で公用語として使用 

されています。またオーストリア、クロアチア、 

スロヴァキア等にも少数のチェコ語話者コミュニティが

存在し、北米でもチェコ共和国からの移住者たちの 

コミュニティ内で話されているとされています。話者数

は総勢で 1200 万人に満たない程度であり、その 

ほとんどがチェコ共和国内の話者（約 1000 万人）で占

められています。子音の中でも特に難しい音を持って 

いる言語です。 

 

 

 

 

ポーランド語 

ポーランド語は現在、公用語としては、話者人口 

約 3,800 万人のポーランド国内で用いられています。 

国外の話者人口については諸説ありますが、総計で 

約 1,000 万人と推定されます。例えば、アメリカ 

合衆国、カナダ、ブラジル、イギリス、フランス、 

ドイツなどに大規模な移民社会（ポロニア）があり 

ます。このほかに、ポーランドと国境を接している 

チェコやスロヴァキア、旧ソ連領のベラルーシ、 

ウクライナ、リトアニアを中心とした国々でも話され

ています。 

 

 

 

 

ウクライナ語 

ウクライナ語はウクライナの公用語です。ウクライナ 

国外においても、諸外国に住むウクライナ人によって 

使用されています。本国での話者人口は 3680 万人。 

本国以外に、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、 

ポーランド、カナダやアメリカ合衆国などの 

南北アメリカ、オーストラリアなどにも話者がいます。 

 

 

 

外大あるある：毎年各所で言語ハラスメントが起こる(あぼ)
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広東語 

 広東語は中国語の方言の一つで、中国南部の広東省の省都

広州一帯、さらに香港、マカオで話されています。広東語の

中にも、広州、香港で話される標準広東語のほかに、広東省

の地方や広西チワン族自治区で話される地方方言が存在 

します。中国国内だけでなく、広東語系の華僑が多く移り 

住んだ東南アジアの各国、北米、欧州などのチャイナタウン

にいる話者を含め、全世界で８０００万人もの話者がいると

されています。 

 

 

 

ラテン語 

 ラテン語は古代ローマ人の使用していた言語です．フランス語や 

イタリア語といったロマンス語の源となったのみならず，西洋世界に

おいて文芸と学問の言葉としてながらくその地位を保ち続けました。

現在でも学術の用語として使われるほか、バチカン市国の公用語でも

あり、バチカン放送局ではラテン語の放送を今でも行っています。 

 

 

 

 

 

古典ギリシャ語 

古典ギリシャ語とは、古代におけるギリシャ語です。古典 

ギリシャ語のうち、特に古典期のアッティカ方言のことをいい 

ます。古典ギリシャ語は、その後のヨーロッパ諸言語に最も影響

を与えた言語の一つで、「民主主義（democracy）」のような 

不可欠な語も含め、英語の語彙に多大な影響を与えています 

 

 

 

 

 

 

 外大の食堂の豚汁：うまい(さとみ)
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非言語篇 

外国語大学といえども、外国語以外の授業だってあります。 

 

社会心理学入門 

普段私たちが何気なくやってしまう行動にも、心理学的に見ると様々な原理が隠されています。「なぜ人は 

こんな行動をしてしまうのか」を知るだけでなく、それが自分に不利益な場合には「その原理に抗うために 

どう対策できるか」を考えることができます。自分の心の動きを知ることで今後のより良い選択に繋げること

ができる、とても面白く役立つ授業です！ 

 

臨床心理学入門 

うつ病や摂食障害などの病気について、ビデオを見たりしながら学びます。症状だけではなく、適切な援助に

ついても学ぶことが出来ます。 

 

憲法 

日本の憲法の概要について、具体的な判例などを交えて学びます。お堅い内容だと思われがちですが、中々に

興味深い内容も多いです。 

 

倫理学 

死刑制度などを含め現代社会におけるさまざまな倫理問題を取り扱う授業です。 

 

言語学研究 

学生と先生とが一緒になって言語学のとあるテーマを論じます。恐ろしくレベルが高いですが、その分 

興味深い内容も多いです。 

 

音声学 

人間の言語の中に存在する「音声」について学ぶ授業です。英語で散々見てきた「音声記号」の真の姿を見る

ことができます。 

 

日本語の文法 

普段私たちが何気なく使っている日本語をより学問的に見ていく授業です。中学の時に習うような内容と一線

を画していますが、興味深い内容も多いです。 

 

 
在学中にしたいこと：中国語圏と英語圏に留学(いっちー)
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授業情報の閲覧について 

実は、外大生でない方でも、シラバスと呼ばれる授業の概要を閲覧することができます。 

以下がその手順です(ＰＣ版) 

1．神戸外国語大学ＨＰへアクセス 

(https://www.kobe-cufs.ac.jp/index.html ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．ＨＰの一番下までスクロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が大学生だと実感した瞬間：午前授業の日に午後から友達と遊びに行った時(いっちー)
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3．上の画像の「シラバス検索」をクリック(すると以下の画像のようになります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．自由に検索してみましょう。 

例えば、キーワードの所に「広東語」と入れて検索すると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注意点※ 

現在閲覧可能なシラバスの内容はあくまで 2021 年現在までのものであり、来年度以降は変更される可能性が 

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 在学中にしたいこと：英語以外のいろいろな言語を話せるようになりたい(まゆこ)
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自粛下の授業形態について 

2020 年前期以降、神戸市外大は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、その授業形態を柔軟に変化 

させてきました。授業では主に、オンライン会議ツールを利用した双方向授業と YouTube などで動画配信を 

行うオンデマンド型授業を行っています。 

 

⚫ 双方向授業 

オンライン会議ツール「zoom」、「teams」を利用したオンラインによる双方向授業。 

《受講生の声》 

◆ 全員の顔を見たいけど、あんまり無理するとパソコンが落ちるから難しくて大変。 

◆ 誰が発言しているのか分からないことが多々ある。 

◆ ネット回線にトラブルがあるとマジで焦る。 

◆ 授業中に家族の声が入るとかなり気まずくなる。 

◆ 自分の部屋の汚さがバレないように、こまめに掃除するようになった。 

◆ 分からないことがあると、大学に持っていけないような大きな辞書をその場で引くこともできるのである

意味便利。 

◆ 起きて十分もあれば授業に参加できるので、ギリギリまで予習ができるし、遅刻もほとんどしない。 

◆ 大学までの移動の手間がない。 

◆ 外を移動中に授業を受けることだってできる(非推奨) 

 

 

⚫ オンデマンド授業 

YouTube あるいは zoom の録画機能を利用した動画配信。YouTube での配信の場合、限定公開設定にしている

場合がほとんどで、受講生以外は視聴を原則禁じられている。 

《受講生の声》 

◆ 知らない間に次の動画が更新されていたりしていて、注意していないと見逃すこともある。 

◆ 先生にリアルタイムで質問ができないのは少し不便。 

◆ 90 分(あるいはそれ以上)の動画を見なきゃいけないので、集中力が途中で途切れることもある。 

◆ ちゃんと出席カウントされてるか不安な時がある。 

◆ (配信期間中は)何回でも見直すことができるので、予習、復習に便利 

◆ スキマの時間で少しずつ視聴することもできるので、時間を有効に使えることが多い。 

◆ 寝落ちが怖くない。 

 

 

 

 

好きなアイス：チョコモナカジャンボ(さとみ)
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外大生の一日 

英米学科一年のとある一日…（実家・兵庫県在住） 

 

・電車通学（約１時間半） 

・下宿生や神戸市内に住む人より早起き 

・空きコマは課題や勉強をすることが多い 

（空きコマについては p12-13 で） 

・自由な時間もしっかり確保     

 

 

起
床
・
準
備 

移
動 

 

専
攻
の
授
業 

（
１
・
２
限
） 

昼
食 

  

空
き
コ
マ 

授
業 （

５
限
） 

 

移
動
・
帰
宅 

夕
食 

  

勉
強
・
自
由 

 
 

 

そ
の
後
就
寝 

5  6  7   8   9   10   11  12   13   14  15   16   17   18   19   20   21  22   23    24 

 

 

国際関係学科一年のとある一日…（下宿生） 

 

・バス通学（約 30 分） 

・空きコマは友達と話したり買い物に出かけたりする 

・一人暮らしでも意外と自由時間が多い 

・することがなくて昼寝しがち 

 
 

 

起
床
・
準
備 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

移
動 

 

専
攻
の
授
業 

（
１
・
２
限
） 

昼
食 

  

授
業 （

３
・
４
限
） 

移
動
・
帰
宅 

 

勉
強
・
自
由 

（
昼
寝
⁉
） 

 
 

夕
食 

   

勉
強
・
家
事
・
自
由 

そ
の
後
就
寝 

7   8   9   10   11   12    13    14    15    16    17    18   19   20   21   22   23   24   25   

1 限 8:50~10:20 

2 限 10:30~12:00 

昼休み 12:00~12:45 

3 限 12:45~14:15 

4 限 14:25~15:55 

5 限 16:05~17:35 

専攻に限らず先生のご都合で 

授業が休校になって突然空きコマが

できることも… 

外大の購買：ハンバーガーが安くて絶品(￥150)(まゆこ)
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二部英米学科一年のとある一日…（下宿生） 

 

・電車通学（約 20 分） 

・昼間はほとんどアルバイトに 

・部活動やサークルにも積極的に参加 

 

起
床
・
準
備 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

移
動 

   

バ
イ
ト 

 

自
由
・
勉
強 

移
動 

夕
食 

  
授
業 

（
６
・
７
限
） 

移
動 

  

勉
強
・
自
由 

そ
の
後
就
寝 

7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17    18    19    20    21    22    23    24   25 

 

 

What is 空きコマ？？ 

1 限 専攻の授業 

２限 専攻の授業 

3 限  

4 限 ○○学 

5 限 △△学 

 

 

空きコマに間に何をするの？ 

 

例えば… 

勉強・課題をする 

友達とおしゃべり・遊ぶ 

ご飯を食べる 

読書・映画鑑賞 

部活動・サークル活動 

昼寝…？ 

学校を出て学園都市駅周辺の散策 

忘れ物を取りに一度家に帰る人も 

 

１コマ空いただけでも色んなことができます 

90 分を何に使うかはその人次第！ 

 

6 限 17:50~19:20 

7 限 19:30~21:00 

ココ！ 

授業と授業の間にできた空き時間のこと 

 

  大学では自分でとる授業を選択するから 

空きコマができることがある 

 

 
2 コマ以上空くと… 

三ノ宮にお茶・買い物 

スポッチャ 

下宿生の友達の家にお邪魔します 

バイト 

 

学外に出る人が多数 

 

在学中にしたいこと：惰眠を貪り、自由を謳歌する(あぼ)

16



神戸の魅力を紹介！ 
 

 

神戸市は、すてきな観光スポットやおいしい食べ物があるとても 

魅力的な都市です！そこで、みなさんにも神戸市の魅力を 

知ってもらうために神戸市の観光スポットをご紹介します！ 

 

 

 

① メリケンパーク＆ハーバーランド 

 

 

神戸ポートタワー、神戸海洋博物館、BE KOBE のモニュメントなどが 

シンボルのメリケンパーク。海を眺めたり、クルーズ船に乗ったり、 

ショッピングモールでお買い物したり、など楽しみ方がいっぱい！ 

 

 

 

② 神戸布引ハーブ園＆ロープウェイ 

 

 

神戸にある日本最大級のハーブガーデン。約 200 種、75000 株の花や 

ハーブが咲いています。ロープウェイを降りた先には、四季折々の 

花やドイツの古城をモチーフにしたレストハウスがお出迎え！ 

 

 

 

③ 神戸市立博物館 

 

 

昭和 57 年（1982 年）に開館した博物館。もとは横浜正金銀行として 

利用されていました。「国際文化交流―東西文化の接触と変容」を 

テーマとし、たくさんの国宝、考古、歴史資料などが展示しています。 

 

 

 

 

 
外大あるある：先生がサラッと話す経歴がすごい(あおい)
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④ 生田神社 

 

生田神社は神戸市の三宮の町中にあります。「ご縁結びのいくたさん」 

と呼ばれ、安産祈願や恋愛成就などのご縁結びを賜れる神社です。 

境内には文学史にもたびたび登場する「生田の森」という森が 

  広がっています。 

 

 

⑤ 北野異人館 

 

 

神戸港が開港され移住してきた外国人によって建てられ、1977 年に 

 NHK の連続テレビドラマ「風見鶏」のぶたいとなったことをきっかけに 

注目を浴びるようになりました。現在公開されている建物は 20 数件で、 

独特の文化と歴史を体感できます。 

 

 

 

⑥ 神戸市王子動物園 

 

 

たくさんの動物たちと触れ合うことはもちろん、遊園地や資料館なども 

  ある動物園です。日本で珍しい、パンダやコアラなどもいる動物園です。 

レストランやカフェなども充実していて楽しめること間違いなし！ 

 

 

⑦ 南京中華街 

 

横浜、長崎と並ぶ日本三大中華街の一つ！中国料理店や商店がいっぱいで 

おいしい中華料理の食べ歩きが楽しめます。特におすすめなのは 

「老祥記（ろうしょうき）」の豚まん。豚饅頭の元祖ともいわれるお店で 

           南京町の鉄板グルメです。是非食べてみてくださいね！ 

 

 

 

このほかにも神戸にはたくさんの観光スポットやグルメがあります。ぜひ訪れてみてください。きっ

と神戸の街を好きになると思います！ 

好きな英単語：vexillology　旗章学(理由：v,xが使われてると、必然的に綴りがカッコよくなる)(つばさ)
18



2 カ月 

春休み 

1.5 カ月 

夏休み 

2週間

冬休み 

外大生の長期休暇▽ 

国内旅行 海外旅行 

兵庫・淡路島国営海峡公園 

 

 

大学生活の特徴として、長期休暇が非常に長いということが挙げられます。 

最長二か月もあるので、その間を使って海外旅行、ボランティア、アルバイトなど、 

自分のやりたいことに向けて精力的に活動を行っています。 

 

 

 

 

 

  外 大子 

Kobe City University of Foreign Studies 

 

  

Gaidaigram 

アルバイト 帰省 

フィリピン・シラオガーデン 

長野県・奥穂高岳（頂上） 

外大のトイレ：すごく綺麗でびっくりした(かの)
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スペイン・サクラダファミリア 

フランス領ニューカレドニア 

韓国 

その他 

・Netflix、Prime Video などの配信サイト 

（外大には映画、アニメが好きな方も多いです） 

・勉強 

（TOEIC などの外国語の検定を長期休暇のうちに済ませる人が多いです） 

・ゼミの準備、卒論の執筆 

（朝から図書館にこもって word をカタカタ…） 

・アルバイト 

(旅行、留学の軍資金集めには不可欠) 

・集中講義 

（前期終わり、後期途中の冬休みの二回にわたって開かれます。参加は自由です） 

・Twitter 

（廃人） 

・就職活動 

（うっ、頭が） 

好きな漫画：「よふかしのうた」「ここは今から倫理です」「僕だけがいない町」(つばさ)
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留学したい！ 
 

 

 

 

そう思っている人は多いのではないでしょうか？ 

このページでは、そんなあなたのために 

①神戸市外大の留学形態 

② 今まで留学に行かれた先輩方の声         …をお届けします！ 

 

 

①交換留学 

大学が交換協定を締結している 20 大学に留学ができる。（2021 年度現在） 

原則 1 年間。外大の授業料支払いのみで交換留学先の大学に通うことができ、また

その大学で取った単位は外大で取ったものとして認定される。 

応募に際しては一定の英語資格が求められる。 

 

②認定留学 

外大の海外派遣留学協定締結校の 33 大学、またはその他の正規 4 年大学に通う

ことで、外大の単位認定がされることになる。（語学学校、短期大学は対象外） 

期間は半年～1 年間 

ただし、外大の授業料と留学先大学の授業料両方の支払いが必要。 

応募に際しては一定の英語資格が求められる。 

 

※英米、国際関係、第 2 部英米→英語で授業可能な大学への「学部留学」 

ロシア、中国、イスパニア→各言語使用国の大学へ「語学留学」「学部留学」 

外大生になったらやっぱり留学にはいきたい！ 

でも、留学のことがよくわからない… 

留学の種類 

外大の図書館：自習ペースが充実していて快適に過ごせる(いっちー)
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③短期派遣留学 

長期留学の予行練習として、もしくは長期での留学が難しい学生におすすめ！ 

学校のプログラムではアメリカ、オーストリア、ロシア、中国、スペインでのプログラムが 

あるが、個人で留学エージェントを通していく学生もたくさんいる。 

授業料は留学先の大学のみ。 

期間は大学によって様々。短期間でもかなり充実した日々が過ごせる。 

＊スペイン語圏派遣留学（ただし、対象はイスパニア語学科の学生に限る） 

イスパニア学科 2 年生以上が対象。留学期間は後期の授業期間中 3～4 か月間。 

かなり費用は抑えられるが、人数に制限がある。 

 

④休学留学 

大学を 1 年休学して留学に充てるという方法。3 年生の時期に行く人が多い。 

自由度が高い分、すべて自分で手続きが必要。※留学エージェントを通す人もいます。 

メリットは学校からの制約を受けることなく自分で好きなように計画を立て留学生活を

マネジメントできること。学校からの奨学金の種類が限られるが、休学中に外大に授業

料を収める必要はなし。 

 

⑤いわゆる勉強という形ではない“留学” 

-海外ボランティア 

NGO 団体が海外で活躍している現場に赴き、座学から離れて、自分の肌で感じに 

行くこと。自分の興味に応じて現場を実際に知れる。 

-インターンシップ 

海外企業に就職したいと考えている学生におすすめ。海外でのビジネス体験によって 

日本では得られない見方、考え方が得られるはず！ 

自分が大学生だと実感した瞬間：私服で授業を受けている時(さとみ)
22



 

 

留学、特に交換留学を考えているなら早めの準備が必要です！ 

今のうちから少し、考え始めてみましょう。 

➢ どんな留学がしたい？ 

語学をもっと学びたい！  海外ボランティアがしたい！  

ワーキングホリデーがしたい！ 海外インターンシップがしたい！ など… 

➢ 期間はどれくらい？  

長期留学したい！    長期休暇中の 1 ヶ月間いきたい！ 

半年は資金作りに、半年は留学にあてたい！      など… 

➢ いつごろ行く？  

就活にかぶらないよう、2 年の後期から 3 年の前期まで！ 

4 年で卒業しなくても大丈夫！。休学して 3 年の後期から 4 年の後期まで！ 

短期留学（4 年で卒業可）で、2 年生後期から半年間行こう！ 

海外ボランティアがしたい！夏休みの間に 1 ヶ月！    など… 

※外大では交換留学のモデルプランとして、3 年後期～4 年前期で留学する事を勧めています。 

 

他にも… 

・留学大学先やインターンシップ先、宿泊先などの情報集め（費用など） 

・奨学金制度                  など準備はたくさん！ 

※交換留学の場合、前年の 6 月末に募集があります。 

英語での留学の場合はスコア取得が必要なことも。 

TOFEL／IELTS などの試験勉強も計画を立て準備しましょう！ 

留学の種類 

好きなテレビ番組：有吉の壁(いっちー)
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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で予定より短くなってしまった人もいます。 

 

中国学科/3 回生/K 

✓ 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 

 

  

留学体験記 

schedule 

1 回生 

4,5月 説明会 

11月 出願 

12月 決定 

3月 HSK5 級取得 

２回生 

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。 

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。 

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 に全てのデータが

入っていること になるので怖い一面もあります。 

自分が大学生だと実感した瞬間：自分のことを一人でするようになった時(かの)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 

エージェントに相談

説明会に参加 

 ２回生 

4月  留学説明会参加 

11月 留学フェアに参加 

 志望大学決定 

 連絡を取り始める 

3 回生 

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/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、 

西・仏 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 

４回生 

5月 オンライン授業 終了 

6月 就活開始  

9月 復学 

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、地下鉄、バス、トラムが 

乗り放題なのは本当に便利で、 

色々な所に行けるのが楽しかったです。 

ジェラート、パンツェロッティ（包み揚げピザ） 

がとっても おいしいです。 

自分が大学生だと実感した瞬間：ゼミの発表で先生にボコボコにされたとき(あぼ) 25



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１２円 

✓ 大学の寮 

  
schedule 

1 回生 

エージェントに相談

説明会に参加 

 ２回生 

5 月 交換留学説明会  

書類準備 

IELTS 取得 

7 月 面接 

8 月 決定 

3 回生 

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 

 
４回生 

7 月 インターン応募 

9 月 休学開始  

長期インターン 

就活 

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出来て、ビジネス・

教育・地理など幅広い分野に触れられたこと

がよかったです。 

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。 

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。 

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。 

外大あるある：サークルに一人はコストコ会員がいる(なつみ)
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先輩方の留学体験期はどうでしたか？留学には様々な選択肢があります。 

留学を考えているなら、入学後ぜひ先輩方から話を聞いてみてください！ 

とはいえ、「コロナ禍で留学なんてできるの？」と思う人も多いはず。 

実際、感染症危険レベルによって入国できない国もあります。 

ですが、ワクチン接種も進みコロナ禍の留学を決断する学生も増えています。 

皆さんの先輩たちも来年秋からの現地留学準備を進めています。 

中にはこのような選択肢を選ぶ人もいます。 

⑥オンライン留学 

コロナ禍で広まりつつある形態。 

日本にいながら海外の大学の授業を受けられる。 

現地留学に比べ学費が安くなる。 

※外大も 21 年度の夏季短期留学はオンラインプログラムでした！ 

 

もちろん、現地へ留学行けることが一番。皆さんが外大生活を送る頃には 

安心して海外へ行ける情勢になっているといいですね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

他にも・・・ 

国際交流センターに行けば相談に乗ってくれますよ！ 

 

コロナ禍の留学 

「もっと詳しく留学のことを知りたいよ！」という方は↓のページ
を check！ 

☞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 

 

在学中にしたいこと：留学、海外旅行(かの)
27
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外大生の出身地 
 

 兵庫県神戸市にある外大。日本全国から学生がやってきます！ 

 2021 年度の入学者の出身地を見てみましょう。 

北海道 ９ 

青森 ０ 

秋田 １ 

岩手 ０

山形 ０ 

宮城 ０ 

福島 ０ 

栃木 １ 

埼玉 １ 

茨城 １ 

群馬 ３ 

東京 １ 

千葉 ２ 

神奈川 １ 

新潟 ７ 富山 3 

石川 ４ 福井 ２ 

長野 ７ 岐阜 ７ 

静岡 ８ 山梨 ０ 

愛知 ２２ 

京都 １１ 滋賀 １０ 

大阪 ６５ 兵庫 ７２ 

三重 ９  奈良 ９ 

和歌山 ８ 

岡山 １２ 

広島 １３ 

山口 ６ 

鳥取 ７ 

島根 ４ 

 

香川 ５ 

愛媛 ９ 

徳島 ５ 

高知 ２ 
福岡 １２ 長崎 ４ 

佐賀 ５  大分 １ 

熊本 ２  宮崎 ４ 

鹿児島 ２ 沖縄 ８ 

神戸市６２人！ 

さすがに多いですね 

北海道から沖縄まで 

いろいろな出身地の友達

ができますよ(*’▽’) 

好きなコーヒーチェーン：タリーズ(あおい)28



一人暮らしについて 

 
外大は、北海道から沖縄まで全国各地からたくさんの学生が集まっており、 

県外出身者の多くは一人暮らしをしています。一人暮らしをする予定の方は 

初めての一人暮らしに期待や不安に胸が膨らんでいると思います。そこで、 

ここでは一人暮らしの実態についてご紹介したいと思います！ 

 

 

 

大学生の一人暮らしの割合 

 

「学生生活調査（JASSO）」 

 

一人暮らしの良いところ 

・大学までの距離が近く登下校が楽 

・親の大切さに気付くことができる 

・自分の好きな時に好きなことができて自由 

・部屋のコーディネートが自由自在 

・家事ができるようになる 

 

一人暮らしの困るところ 

・お金がかかる 

・家事が大変 

・話し相手がいなくて寂しい 

・生活習慣が乱れやすい 

・病気の時に看病してくれる人がいない 

 

60%

40%

大学生の一人暮らしの割合

一人暮らし 自宅

自分が大学生だと実感した瞬間：あれ、映画館の料金上がった…？(つばさ) 29



外大生が多く住んでいるところ 

下宿生が住むエリア（地下鉄沿線）を紹介！ 

 

★伊川谷   学園都市   ★総合運動公園   ★名谷   妙法寺    ★板宿 

       

（★がついているところが住んでいる人が多いエリア） 

 

伊川谷…国宝建造物や神社仏閣がたくさんあり、とても自然豊かなところです 

総合運動公園…外大までの距離が非常に近く、球場や競技場などがあります 

名谷…大きなショッピングセンターや図書館など施設が充実しています 

板宿…駅の近くに商店街があり、学校の帰りに立ち寄ることもできます 

 

一人暮らしってどれくらいお金がかかるの？ 

・大学生の一人暮らしの全国家賃平均→約 5 万 3930 円！（全国大学生活協同組合連合会） 

 

・初期費用→約 50 万円 

① 物件の契約費用（約 30 万円） 

② 家具、家電の費用（約 10 万円） 

③ 引っ越し費用（約 3～10 万円） 

 

・生活費の目安→月額約 14 万円 

① 家賃（約 6 万円） 

② 食費（約 3 万円） 

③ 交通費（約 4000 円） 

④ 通信費（約 4000 円） 

⑤ 勉学費（約 4000 円） 

⑥ 電気、水道代（約 8000 円） 

⑦ 教養娯楽費、交際費（約 3 万円） 

⑧ その他（約 1 万円） 

 

 

一人暮らしで注意すること 

・お金のやりくりを上手にする…毎月の収入や支出を記録するのがおすすめ 

・健康管理に気を付ける…食事の栄養バランスを考え、睡眠時間をしっかり確保しよう 

・防犯対策をしっかりする…深夜の一人歩きや貴重品管理に注意 

・生活習慣が乱れないようにする…昼夜逆転の生活にならないよう規則正しい生活を送ろう 

外大の購買：パンがおいしい！！(のぞみ)30



              

      

 「受験に向けて新しい参考書を買いたいけど、何を買ったらいいのか…」 

そんなことを考えたことはありませんか？（僕は 10 回ほど思ったことがあります。） 

そんなあなたのために、今回は参考書の選び方・おススメの参考書を紹介します！ 

外大だけでなく、ほかの難関大にも有効な参考書なので、ぜひ活用してください！ 

 

 

～参考書の選び方～ 

1. 自分に合った難易度の参考書を選ぶ！ 

2. 無理なく続けられるものを！ 

3. 見やすく、楽しいものを！ 

 

 

おススメの参考書一覧 

～文法書・英語長文、英作文編～ 

英文法・語法のトレーニング１・2 

文法問題の基本から応用までカバー。 

センター，私立入試に有効。 

学校で習った文法をもう 1 度復習 

したい人におすすめです。 

英文法・語法 良問５００＋４技能 

いろいろな大学の問題をそろえており、解説が 

詳しくかつ簡潔に書かれています。空欄補充編の 

ほか、整序英作文編、誤文訂正編があるため、 

自分に必要なものをやってみよう。 

河合のやっておきたい英語長文シリーズ 

主に国公立二次対策用。あらゆる 

難関大学の長文問題が引用されているので 

二次試験に向け、難しい長文に挑戦したい

人におすすめです。 

英語長文ハイパートレーニング１～３ 

センターや二次試験、私立入試とあらゆる長文問

題をカバー。問題量は少なめですが、解説が 

豊富なので長文読解を基本からやり直したい人

におすすめです。CD もついており、リスニング

も勉強できます。 

Top Grade 難関大突破 

英文読解問題精選 

恐らく受験勉強用の参考書としては難しい 

ですが、大学受験の枠を超えて英語の勉強がし

たいという方にはお勧めの一冊です。 

英作文ハイパートレーニング自由英作文編 

自由英作文や英訳問題は、神戸外大を含め多くの

大学の二次試験で高い点数が配分されてます。 

この参考書では、自分の意見を書く際の文の構成

や便利な表現方法を習得できます。和文英作編も 

おすすめ。 

 

おススメの参考書(remake) 

好きな哲学者：ソクラテス(まゆこ) 31



～単語帳編～ 

システム英単語 

それぞれの英単語の使用法・出題方法 

などが手短に書かれてあるため、 

読みやすくて何周しても飽きにくいです。 

おススメは水色！ 

鉄壁 

３０００以上の英単語、１０００以上の 

熟語を収録。イラストや語源が載っており、 

暗記を手助けしてくれます。読破するには 

根気が必要ですが、英単語を鍛えなおすには

もってこいの一冊です。 

究極の英単語 

外大生の一部に押されている本(もはや邪教) 

アルクが独自でレベル別語彙リストを作成し、 

それをもとに完成した一冊。英語長文をより 

スラスラ読みたい人には２と３がおすすめ！ 

（４以降は…） 

速読英単語 

あらゆる大学の入試を分析し、出題の多いものや 

重要なものを精選。長文形式で書かれているので、

何回も読むことで速読の手助けになります。 

まずは必修編からやってみよう！ 

ＤＵＯ3.0 

単語をそれ自体でなく，文章丸ごと 

覚える単語集。とても覚えやすく、 

ＣＤ（別売り）で聞きながら覚えると 

効果絶大です。 

英英英単語シリーズ 

前前前世ではない。 

単語の意味がすべて英語で書かれた珍しい本。 

意味が日本語で書かれているとなかなか 

気づかないちょっとしたニュアンスの違いが 

わかります。 

～大学生になってから～ 

英語解剖図鑑 

個人的に英単語を取り扱った本のなかで 

最も面白く、読んでいて飽きない本の 

一つだと思っています。 

全体的にカラフル、図も豊富で好きです。 

TOEIC 金のフレーズ 

外大出身者の TEX 加藤さんが手がけた一冊。 

「大学生になったら TOEICでいい点とるぞ」

という方はまずこの本をおススメします。 

英単語の世界 

受験勉強で誰しもが、「何で anxious の意味

は’心配’と’期待’なん？」と英単語帳を 

ぶん投げたことがあるでしょう。（ない？） 

この本では、ことばの意味がどのように 

多義的になるのか教えてくれます。 

英英辞典 

 

紙の辞書、欲しい。 

 

 

今回は私が一年生の時に作成したものをリメイクしてみました。 

もうほとんどの人が自分の参考書を持っていると思いますが、 

もしも参考書選びに悩んだときはこのページを参考にしていただけると 

嬉しい限りです。 

Good luck！ 

 

余談ですが、最近の target のブックカバー、凄くイカしてませんか？ 

好きなお茶：綾鷹(ひさのり)32



 

 

 

 

英語のモチベーション✨ 
 

「英語が好き！」だから勉強しているものの、 

受験勉強をしていると疲れて嫌になるときもきっとあるはず！！ 

英語のモチベーションを上げる方法を紹介します♪ 

 

✩英語ニュース 

 

アメリカ英語の… イギリス英語の…  毎日英語ニュースを聞く習慣を取り入れてみるといいかも！ 

                   最初のころは聞き取れなかった英語が 

何度も聞くうちにスーッと頭に入ってくるように… 

そのときの達成感がたまりません！！ 

通学中の電車など、騒音の中で聞くのもおすすめです(^▽^)/ 

 

 

✩英語の音楽 

 

洋楽を聞くのも良いですね。 

外大生の友達にも、 

「自分が好きなバンドの曲を聞いて英語を勉強した」という人が結構います！ 

音楽ならリズムに乗って入ってきますし、 

勉強に疲れたときの良い気分転換になること間違いなしです♪ 

 

 

✩英語でディズニー映画 

 

英語の映画を観るのはどうでしょう？ 

そのときは、ぜひ英語の字幕を付けて観てみてくださいね！ 

特に、易しい単語で聞き取りやすい発音になっている 

ディズニー映画がおすすめです 

 

私はこうやって英語を頑張りました！！ 

外大のリアル：一シーズン授業で一緒になっただけで仲良くなった別学科の友人がいる(あぼ) 33



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！
先が見えないコロナ禍の中、不安な事も多いと思います。
息抜きにこのページを見てモチベーションを高めて頂ければ嬉しいです(^_^)

入試対策

☆受験生応援☆

今回は、推薦入試と一般入試の入試対策を現役外大生に聞きました！
是非参考にしてみてください♫

小論文

【試験】
・例年は学科ごとに問題が異なる。
・それぞれの専攻言語が話されている地域についての問題が多い。
・長い文章を読んで質問に答えたり、問題文が短い文だったりもする。
・私の年(2021年度)は、全学科共通の問題だった。前例がないので試験開始直後びっくり
して少し思考停止した(笑)

【対策】
・とにかく数をこなして対策する。数をこなさないと本番で時間内に書ききれないし、
どうしても誤字脱字をしてしまうと思う。
・1文を短く書くのも大切。1文が長くなると主語述語の繋がりが分からなくなって、伝
わりにくい小論文になる...これも日頃の積み重ねで慣れるようになる。
・専攻言語が話されている地域について知っておく為に、読書をする。歴史などの知識
がないと質問に対応する答えが出せない事もある...
・時事問題を知っておくために新聞、ニュースを見る。問題文に時事的な内容がなくて
も、解答のネタになるかもしれない。私も実際、話題になっていたニュースを解答に
使った。
・書いた小論文は必ず他人(国語や社会科の先生が良い！)に添削してもらう。自分で読み
直すだけだと、悪いところに気づけない。

面接

・定番の質問(志望理由、将来やりたいこと、高校生活で頑張ってきたことなど...)への答
えはスラスラ言えるように対策する
・先生、親、友達に面接官役をしてもらって練習する
・面接練習している姿をビデオに撮って確認する。自分の所作(ハキハキした声、姿勢、
表情、目が泳いでないか)に改善の余地があることが分かる。
・何回も練習して面接に慣れる。そうすると試験当日に、いつも通りにやれば大丈夫と
安心できる

〜推薦編〜

在学中にしたいこと：海外旅行(なつみ)34



〜一般入試編〜

【英語】

・センター試験以降は、単語だけ対策した。単語帳は、「英検準
１級 文で覚える単熟語 三訂版」を使った。また自分用の単語
帳を使って対策した。接辞を優先して覚えるようにした。

・過去問は、８月、センター明け、二次試験前に解いた。

・リスニング対策に、「TED Talks」というアプリを通学時に聴い
ていた。

・神戸市外大の過去問の他に、東京外大の過去問も解いた。

・共通テスト以降は毎日学校に通い、英語の先生に英作文の添削
をしてもらった。何度も添削を受けるうちに、自分がよくやって
しまうミスが分かるようになった。また、説得力のある自由英作
文の書き方も身についた。

・「英作文ハイパートレーニングシリーズ」(桐原書店)、「究極の
英単語３」(アルク)、 高校の図書室にある赤本を印刷したプリン
トを使って二時試験対策をした。

・英語に限らずだが、間違えた、あるいは分からなかった問題は
翌日にもう一度解いてみるとより定着する。

・共通テストの英語長文は満点を取る勢いで勉強した。共通テス
トも二次試験も時間との戦いなので、毎回時間を測って問題に取
り組んだ。

【選択科目】

・選択科目は去年始まったばかりで、過去問も無く対策に困った。
論述対策は100〜200文字程度の問題しかしなかった。基本的な知
識を聞く問題で点数を落とさないことが大事だと思った。毎日、
一問一答の問題集（基礎レベルのもの）でおさらいしていた。

睡眠をしっかりとることも
大事です

自分が大学生だと実感した瞬間：授業後に平気で一人で神戸や三ノ宮に出かけたとき(まゆこ)35



合格体験談

現役外大生(１回生)2人に受験エピソード
をインタビューしました！
①なぜ外大を志望校にしたか
②外大合格のためにした勉強
③おすすめの参考書、YouTube
④高校生にメッセージ

①私は小さい頃から言語を勉強するのが大好きでした。「新しい言葉を身につけて、もっと
多くの人と関わりたい」と強く思っていた私には外国語大学がすごく魅力的に映りました。
神戸という地もすごく好きだったので、高校1年生の時に迷わず神戸市外国語大学を志望校に
選びました。

②私は二次試験とセンターの勉強は同時並に進めました。早いうちから二次試験の問題に取
り組んでいたことで、共通テスト後も落ちついて勉強を進める事が出来ました.皆さんにも是
非早いうちからニ次試験の問題には取り組んでもらいたいです。

③ TED
私の一推しりスニング教材です。You Tubeで見ることができるので、是非調べてみて
下さい。スピードが速く、長さもかなりあるので2次のリスニング対策にはピッタリだと思い
ます.オススメは、TEDの中で出てきた新出単語を撤底的に調べることです。TEDの中で出て
きた単語は2次試験の長文の中でも多々見かけます。単語量を増やせるので是非やってみてほ
しい勉強法です!

鉄綠会東大英単語鉄壁
オススメの単語帳です。テーマごとに単語がまとまっているので、頭に入ってきやすいで

す。ニ次試験で使える単語が沢山含まれているので、是非早いうちから取り組んでほしい一
冊です。

赤本
神戸市外大の赤本はもちろんですが同じ外大である東京外大の赤本もすごく役立ちます。

リスニングの形式はかなり異なるので、長文の中の論述問題だけピックアップレて解いてい
くのがオススメです。論述の力がかなりつくと思います。

④受験期は本当に大変だと思います。くじけそうになる時もあると思いますがどうか
あきらめないで頑張って下さいね。心から応援しています!

好きなアーティスト：aiko(まゆこ)36



①高二の夏にオープンキャンパスに行き、とても魅力的だったからです。

②高2の３月に学校が休校になり、部活がそのまま引退になったのでそこから受験勉強を始
めました。私は国公立は神戸市外大しか目指していなかったので、そこから受験に使う予
定の科目に集中して取り組みました。私の学校は世界史Bが3年からしか授業がなかったの
で、休校期間中は毎日「世界史２０話プロジェクト」をYouTubeで見ていました。世界史を
学んだことが無い人でもとても分かりやすく、広告無しで無料で見れるのでおすすめで
す！日本史、地理の動画もあります。共通テストで点数を取ることが一番大事と考えてい
たので、自分が受ける科目のセンター試験の過去問を20年分解きました。二次試験の英語
を本格的に解いたのは私立入試が終わってからです。（遅いですね^^;）初めて解いた日は
難しすぎて絶望しました。もう少し前から、二次試験レベルの英単語を勉強していればよ
かったと後悔しました。なので、単語だけでもいいので共通テストレベルよりも上のレベ
ルの勉強を早い時期から始めた方がいいと思います。そこから大急ぎで単語を詰め込み、
過去問は10年分解きました。リスニングも、毎日聴いていたら慣れてきたので、継続して
続けることが大事だと思います。二次試験の選択科目は世界史を選択しました。過去問が
なかったので自分で論述の本を一冊購入し、学校の先生に添削してもらいながら、演習し
ました。100~200字の論述の練習と、基本的な知識確認をしました。私立入試後の時間配
分は、英語３：世界史１を目安に取り組みました。

③関正生の英語長文ポラリス1~3：関正生、KADOKAWA
解説がこれ以上無いほど丁寧です。またリスニング音声がついているのが大きな

特徴です。スピードがかなり速いので二次試験のリスニングの練習にもなります。私は
「２」をやりました。「３」はかなり難しいです。

おくら[早慶勉強法チャンネル]
私が受験期にお世話になったYouTubeチャンネルです。オススメの参考書、勉強法 な

どの動画を上げています。見ると受験勉強のモチベーションが上がるので一度検索してみ
てください！

④コロナの影響で、部活や行事が例年通りにいかないことが多いと思います。私も部活の
引退公演が中止になり、やるせない気持ちでいっぱいでした。でも、「この気持ちを受験
勉強にぶつけてやる！！」という思いで受験勉強に取り組みました。コロナで制限されて
いる状況だからこそ、自分で時間をどのように使うかが大事になってくると思います。今
の時代はスタディサプリやYouTubeなど自分のペースで勉強を進めることが出来るので、自
分の力で工夫していって欲しいです。私は遅くまで勉強するのが苦手だったので、毎日10
時に寝て、５時半に起きて勉強していました。このように、自分に合った勉強サイクルを
確立することが大切だと思います。もちろん勉強ばかりでは疲れるので、友達や家族との
時間も大切にしてください！睡眠時間をとることも大事です。疲れた時は、誰かと話した
り、この冊子を読んだりして適度に休憩も取りながら頑張ってください♪

ガンバレ受験生！！

好きなドーナツ：オールドファッション(のぞみ) 37



教職課程 

神戸市外大では、学校の先生の免許を取得できます！ 

どのように学習を進めていくのかチェックしてみましょう！ 

 

 

★どんな免許が取れるの？ 

 -中学・高校教員の免許  

   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です。ただし、学費とは 

別に料金がかかります！ 

  

★どのように履修が始まるの？ 

 1 年生の時に｢教職課程履修登録期間｣があり、GaidaiPass（外大のポータル

サイト）を通じて行う。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 年間で取得していく単位を、3 年間で取得ことになるので、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、よく確認しましょう! 

  

★どんな勉強が必要なの？  

 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。  

   

★どんな実践練習が必要なの？  

   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。  

自分が大学生だと実感した瞬間：入学式でスーツを着た時(なつみ)38



生協 

購買部 

パン、おにぎり、ジュース、たけのこの里、ペン、ノート等文房具、 

限定デザインキューピー、マグカップ、T シャツなど、さまざまなものが 

販売されています。 

 

 

書籍部 

教科書、辞書、洋書、検定問題集、漫画、小説、雑誌、

そこそこマイナーな言語の語学書などを取り揃えて 

います。欲しい本がなければ取り寄せも可能です。 

 

 

 

食堂部 

安い、美味い、そして早い。定食物、麺類、丼物などを取り扱っています。

栄養バランスもよく考えられており、学生の財布と健康の心強い味方 

です。 

 

 

 

各種サービス 

各種検定の申し込み、野球のチケット、旅行・帰省時のチケット、海外旅行の相談申し込み、自動車学校の予約、

レンタカー予約などができます。生協での購入は組合員価格になり、少しお得です。 

 

 

 

 

 

 

その他にも大学生協では住まい相談、インターンシップ・就活時の長期ホテル滞在プラン、 

受験宿泊の相談も対応しています。 

 

 Twitter にて随時情報発信中なので、ぜひフォローお願いします！ 

 Twitter: https://twitter.com/kcufs_coop 

 

 

在学中にしたいこと：北海道の牧場でのんびり過ごしたい(のぞみ) 39
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GI について 

GI とは？ 

 

生協 Gakusei Iinkai の頭文字から GI。日本全国の大学に点在する巨大組織です 

我々は「外大生の生活をより良くする」ために活動中しています。 

 

主な活動内容 

 

4 月 新入生歓迎セレモニー 

GI の最大の企画。毎年多くの新入生が参加します。2020 年度は 

新型コロナウイルスの感染拡大により中止。2021 年度はコロナ禍 

ながらも他団体との合同企画によりオンラインにて実施しました。 

(右の写真は 2019 年度のものです。) 

 

8 月 オープンキャンパス(2021 年度は 7 月、10 月) 

この冊子『外大がいい！』配布の他、水分補給のためのドリンク配布を行いました。 

参加者との相談会も行いました。2021 年度には熱中症対策にタブレットを配布 

しています。 

(写真は 2021 年度 7 月実施のものです。) 

 

 

12 月 クリスマスフェア 

クリスマスツリーの設置、商品の人気投票を実施し、人気商品は割引価格で販売などを 

行っています。 

福引を実施し、当選者には豪華景品や外大ならではのかなり特殊な景品をプレゼント！ 

(2021 年度実施の可否は現在協議中) 

(写真は 2019 年度のものです。生協では冬にはにくまんとかも売っています。) 

 

2・3 月 保護者説明会＆飴ちゃん大作戦 

前期試験、後期試験時には受験生を待つ保護者の方向けに外大についての説明会

を開催しています。試験終了後には受験生に向けてメッセージ付きキャンディー

をプレゼント。毎年多くの反響があります。 

(2021 年度実施の可否は現在協議中) 

(写真は 2019 年度のものです) 

 

 

この冊子の作成団体です！ 

在学中に楽しかったこと：香港に行きたい…(あおい)40



メンバー紹介 

一年生 

 

 

 

 

 

二年生 

 

 

 

三年生 

 

あだ名他、名称(出身地)、学科 

1.特技 

2.趣味 

3.今欲しいもの 

4.好きなもの 

いっちー（大阪府貝塚市）中国学科 

1. 早寝早起き 

2. お笑いを見ること 

3. 軽いパソコン 

4. アイドル：Snow Man 

まゆこ(兵庫県姫路市) 英米学科 

1. 観察力が抜群 

2. ボウリング始めました 

3. コミュ力 

４．動物：カワウソ 

4.  

ひさのり(長野県小諸市)イスパニア学科 

1. 競技ダンス 

2. いろんな音楽を聴くこと 

3. 小型プロジェクター 

4. ロックバンド：Paramore 

かの(滋賀県長浜市) 国際関係学科 

1. 百人一首 

2. 漫画、アニメ、YouTube 

3. モデル並のスタイル、厚底のスニーカー 

4. スタイル：ボーイッシュな格好 

つばさ (福岡県福岡市) 英米学科 

1. 預金残高ギリギリサバイバー 

2. 体を動かすこと全般、本を買うこと                   

  (読むことではないのがミソ) 

3. 富と権力 

4. 好きな言葉:北海道産 

アニソン:「愛のシュプリーム! 」 

なつみ（兵庫県明石市）国際関係学科 

1. ランダムグッズの推し自引き率 

2. 2.5 次元舞台、ミュージカル 

3. 身長。あと 10cm はほしい。  

4. キャラ:白膠木簓（ヒプノシスマイク）太宰治

（文豪ストレイドッグス） 

 

安保(ado)(獨立名古屋國岐阜自治区池田町)中国学科 

1. 手持ちギリギリでスーパーでお買い物 

2. 城言語写真ゲームアニメ本映画旅行 

3. 生存権 

4. トリックのキャラ：母之泉のビッグマザー 

さとみ（兵庫県 明石市）第 2 部英米学科 

1. いつでもどこでも寝られる 

2. 新発売のアイスを食べること 

3. iPad と Apple Pencil 

4. ポケモン：ハスボー 

あおい(岐阜県高山市) 国際関係学科 

1．一人でどこへでも出かけられる 

2．美術館巡り 

3．アップルウォッチ(なんかかっこいいから) 

4．絵文字：アザラシ 

のぞみ(佐賀県有田町)英米学科 

1. ピアノ・クラリネット・オーボエの演奏 

2. 映画とアニメ鑑賞 

3. 新しいスマホケース 

4. アニメ:ハイキュー‼ 

好きな小説：「サラバ！」(いっちー) 41


