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2．2020 年度　春行事予定

Kobe International University

1．入学したけど、大学って…？
　皆さん、ご入学おめでとうございます。高校までは、ホームルームがあって、担任の先生がいて、
時間割は決まっていて…と、制限がいっぱいありました。でも大学では、時間割を自分で作成し
たり、ホームルームがなかったり、お知らせは基本掲示板で…と今までと全然違う学校生活にな
ります。自由になるという反面、自分の責任が多く出てきます。
　でも、大丈夫。これからの大学生活が楽しく、有意義に過ごせるように、皆さんに知っておい
てもらいたいことをこの冊子にまとめました。これを見ながら大学生活に慣れていってください。
もちろん、先生やスタッフに何でも聞いてみてくださいね。わからないまま放っておくのは絶対
ダメですよ。

皆さんの大学生活をできる限りお手伝いできればと思っています。
どうぞよろしくお願いします♪

Ⅰ

2．入学した直後ですが、どうやったら卒業できますか？
せっかちなようですが、すごく大事なことですよね。以下の条件があります。

４年間大学に在学する（大学に来ている）こと。
学則（大学の規則、詳しくは学生便覧参照）で所定の単位（経済学部124単位、リハビリテーショ
ン学部128単位）を修得すること。

これだけです。
…これだけって・・・これがかなり大変？？でも、きちんと要所を押さえていけば大丈夫です！

大学生活、楽しみいっぱい、不安もちょっと…（大学のきほん）

みんなの に答えます！

→決められた授業時間で学習した量をあらわすものです…ってわからないよね。１つの授業をがん

　ばった結果としてもらえるものを単位といいます。授業によって単位数は違いますが、決まった数

　を取らないと卒業や進級に影響します。深いよ、この話。ま、きまりにしたがってバランスよく

　取っていってください。砂糖やお酒と違って、取りすぎて悪いということはないんで。高校と違って、

　補習などで必ず取れるというものではありません。大学生は楽！というのはウソのような…ホント

　のような…？

？？
Q 単位ってなーに？

0 2020スケジュール
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3．学生証、学籍番号って？
　学生証は、あなたが神戸国際大学の学生であるという身分を証明するとても大事なものです。
どんなときに必要かというと･･･
　●試験を受けるとき　　　●証明書を受け取るとき
　●図書館に入館するとき　
　などなど、学内での重要な場面ではほとんど学生証なしではいけません！！
必ず携帯し、なくさないようにしましょう。

学生証でまず見てほしいのは…
「学籍番号」!!

この番号は一人ひとり固有の番号で
在学中ずっと変わりません。
覚えておいてくださいね。

車を運転するときは免許証！大学来るときには学生証！必ず、です。
もし、なくしてしまったらすぐに教学センター（学生支援）担当まで。

大学生活、楽しみいっぱい、不安もちょっと…（大学のきほん）Ⅰ

5 1 2 0 1 3 0 1

※番号のなりたち

こんなところに、こまったさん。
入学年度

入学学年

春入学 個人の番号

所属学科

1．経済経営学科
2．国際文化ビジネス・観光学科
5．理学療法学科

学生証持ってなかったら、
証明書も受け取られへん
ねんて。明日就活でいる
のにーーー！

51201301

2001

2024
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4．ホームルームがない！…重要事項はどこで知る？
何よりも大学に来たら、２号館１階の掲示板を必ず確認！
大学からの連絡は、基本的に『掲示板』で行います。
休講、補講、教室変更、レポート、小テストや呼び出しなど、重要な情報は２号館１階の『掲示板』

に掲示します。
見てなかった…ために手続きに遅れたり、変更を知らずに不都合が生じても大学は責任を負い

ません。大学に来たら、必ず確認しましょう。
休講・補講の情報はポータルサイトや携帯メール配信（登録が必要です）でも確認できます（詳

しくはp.34で）。

必ず掲示板を確認！毎日見ていたら変更したところもわかる、ハズ。

5．こんなときはどこで聞けばいい？職員室で…って、ないの?!
大学には職員室、というものはなく、授業以外の用件についてはそれぞれの事務室に行っても

らう必要があります（次ページ＆巻末のキャンパスマップ参照）。
また、授業の担当者に用事があるときには、専任（神戸国際大学の先生）なら３号館の１,３,４

階にある研究室（先生ごとのお部屋）を、非常勤（他の大学や会社から来られている先生）なら２号
館１階教学センター（教務）をたずねて下さい。また授業の前後にお尋ねするか、オフィスアワー
などを活用してください。

みんなの に答えます！

→大学でも『先生』でＯＫです。呼びかけも、レポートの表紙も○○先生と書きましょう。

　ちなみにスタッフは『○○さん』でいいですよ。

？？
Q 教授？准教授？高校ではみんな「先生」だったけど…なんて呼べばいいの？

こんなところに、こまったさん。

教室行ったら、誰もおらんかった…。
休講？と思ったけど、掲示板見たら
教室変更やって。あーあ…。

え、レポートって担当者提出なん ?!
教学センターに提出と思ってたのに。
やば。
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大学生活、楽しみいっぱい、不安もちょっと…（大学のきほん）Ⅰ

でも、これだけじゃどこに行けばいいのかわからない！というときはお近くのスタッフに気軽
に聞いてくださいね。最初は２号館１階（教学センター）で用件の７割くらいは片付くかも…？
でも、違ってたらゴメンナサイ。そのときは行き先をご案内します。

事 務 室 場 　 所 業 務 内 容

教学センター
　（教務担当）

教学センター
　（学生支援担当）

教学センター
　（国際交流担当）

キャリアセンター

保健センター

管理運営センター

入試広報センター

情報センター
　（図書館）

経済文化研究所・
リハビリテーション学研究所、
学術研究会

地域交流・
生涯教育センター

情報センター
　（マルチメディア）

キリスト教センター

2号館1階

3号館1階

2号館2階

2号館3階

5号館1階

授業・試験・学籍・教職課程に関すること

奨学金、課外活動、大学生活全般

留学に関する相談、留学生の大学生活全般

就職支援・相談、ガイダンスに関すること

健康診断、健康相談、学生相談、修学支援に関すること

学費に関すること

入学試験・学生募集に関すること

図書の貸出、閲覧、図書利用相談に関すること

紀要や論集発行のこと

資格取得に関すること

PC教室・自習室、パソコンIDに関すること

礼拝やキリスト教行事に関すること

●事務室の主なオシゴト

※p.37のキャンパスマップで場所を確認して下さいね。

1号館1階

1号館1階・2階
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6．証明書が、ほしい。
２号館１階、教学センター（教務）・

（学生支援）で発行します。
　●在学証明書
　●成績証明書
　●卒業見込み証明書
　●健康診断証明書　　　　　などなど

申込書に記入の上、手数料分の証紙を券売機で購入し、窓口に提出してください。

発行は翌日のお昼休み以降になります。受け取りの際には申込書の控えと学生証が必要です。

こんなところに、こまったさん。

明日までに役所に提出せんとあかんの
に、今日できへんなんて。知らんし。

ゼヒ知っておいてください。発行は翌日午後です。これは決まり。
学校に来ていないけど翌日取りに来る、という場合は電話でも受け付けています。

教学センター（教　　務）：078-845-3500（健康診断証明書以外の証明書）
教学センター（学生支援）：078-845-3110（健康診断証明書）
へどうぞ。

7．大学の時間割って…
時間割は自分で作ります（p.12参照）。時間割上の1時間（1コマといいます）は90分授業になります。
高校までより長いですががんばりましょう。

●３時間目
●４時間目
●５時間目

9：20ー 10：50
11：00ー 12：30
12：30ー 13：20

13：20ー 14：50
15：00ー 16：30
16：40ー 18：10

●１時間目
●２時間目
●昼休み

（試験期間中は、変更になります。詳しくはp.14で）

（水色） （黄色）
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8．大学を休むときはどうすればいい？

Kobe International University

　高校までは病気になっちゃった！とかご親族に不幸があった…という場合は職員室に電話をか
けて「今日休みます！」と言っていましたが、大学の場合は以下のようになります。

病気の場合（風邪など）
２,３日で治りそうなときは特に連絡は必要ありません。ただし次の週に先生に「先週病気で
休んでました！プリントとかないですか？」などと聞きにいっていただくとよいと思います。

入院が必要な場合（交通事故や手術など）
２週間以上の療養が必要な場合は教学センター（教務）にまず電話の上、診断書を郵送して
ください。試験期間に重なった場合などは療養の具合をみて担当者との相談になります。

病気の場合（伝染病の場合）
インフルエンザ、はしか、水ぼうそうなど他人にうつる病気の場合は、病院で受診し、診
断書をもらってください。その際は欠席届の扱いになります。

忌引きの場合
以下の方のご不幸の場合のみ、欠席届の扱いになります。
　（父母－７日間、祖父母、実兄弟姉妹－３日間
　 おじさんやおばさん、いとこなどは対象外となります）

就職活動、教育実習の場合
欠席届の扱いになります（この場合のみ、参加前に教学センター（教務）に書類を取りに来て
ください）

大学生活、楽しみいっぱい、不安もちょっと…（大学のきほん）

みんなの に答えます！

→ 授業は半期で 15 回あり、その中で出席をどれだけしたか、というのがチェックの材料になります

が欠席届を出すことにより、授業日数を差し引いて考えることとなります。欠席届を一枚出すと

14 回の授業の中で何回出席したか、という考え方になります。欠席届は、病気や忌引き、就職

活動の場合、事後一週間以内に出す必要があります。詳しくは教学センター（教務）まで。

？？
Q で、1～3の中で出てきたけど欠席届ってなに !?

Ⅰ

1-1

1-2

1-3

2

3
A. 経済学部共通教育科目　48単位

　経済学部に所属している皆さんは、ここに載っている科目の中から48単位修得しない

といけません、ということを意味しています。

1．経済学部編

　経済学部では卒業までに124単位を修得することが必要です。でも、何でもいいから124単位、

というわけではありません。そこには履修のお約束があり、それに従って履修・単位修得しな

いと124単位修得していても卒業できない！という残念なことになりかねません。ここではど

うやって履修をしていくかを説明します。

Ⅱ 大学でどんなこと勉強する？（大学のまなび）

これは、４年間の大学生活で一番大事なところです。４年で卒業→就職をするためにしっかり知って
おきましょう。

必修科目　20 単位

　必修とは読んで字のごとく『必ず修める』、つまり卒業までに絶対単位修得しないといけない
科目です。１年生から履修できるのは大学基礎論Ⅰ・Ⅱ、現代経済入門、キャリア・プランニング、
英語Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの８科目と、２年生から履修できるプロゼミⅠ・Ⅱの２科目、あわせて10科
目20単位を修得する必要があります。

１  単位について
　３ページで単位ってなーに？と書いていますが、単位とは１つの授業で合格したらもらえる
もの、と思ってください。経済学部のほとんどの科目は１科目合格したら２単位もらえます（例
外もあります）。つまり、２単位の科目ばかり履修しているとすれば４年間で62科目合格すれ
ばよい、ということになります。

２  履修のお約束
　学生便覧の最終ページにあるカリキュラム表を見ると、一番左に『経済学部共通教育科目(48
単位）』『経済経営学科科目(48単位）』『国際文化ビジネス・観光学科科目（48単位）』と書かれてい
ます。ひとつひとつ見ていってみましょう。

Ⅰ

共通教育基本科目の必修科目以外と共通教育ユニット科目　28 単位

　ここにはいくつもの科目が載っていますが、その中から28単位を修得しないといけない、
ということです。歴史や地理、語学、スポーツ、パソコン、ビジネススキルなどいろいろな分
野の科目があります。自分が得意でもっと知りたい科目、苦手だけどがんばってみたい科目な
ど選んで学習を進めてください。
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大学でどんなこと勉強する？（大学のまなび）Ⅱ

C. 全体から　28 単位B. 経済経営学科科目or国際文化ビジネス・観光学科科目　48単位

　それぞれ、自分が所属している学科（最初から、きちんと覚えておきましょう。就職の

ときの面接などで自分の学部・学科がわからない、言えないというのではダメですよ。）の

科目を履修していただきます。卒業までには48単位必要になります。その内容を細かく

見ていきましょう。

学科基礎科目　必修科目　10 単位

　ここにも出てきました、必修科目。これは自分の所属している学科で卒業するまでに必ず単
位修得しないといけない科目です。１年生では経済経営学科の方はマクロ経済学入門を、国際
文化ビジネス・観光学科の方は国際文化ビジネス・観光学入門を履修する必要があります。ま
た３、４年生になるとゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを履修、単位修得して合計10単位が卒業までに
必要です。

学科基礎科目　選択科目と基幹ユニット科目、応用ユニット科目　38単位

　それぞれ所属する学科において学習してほしい科目がたくさんあります。基幹ユニット科目
は学科の中でも大事だけれども比較的学びやすい科目、応用ユニット科目は学科の科目で少し
詳しく学んでもらう科目を集めています。
　卒業後の就職や進学に向けて体系的に学んでいただくコース（あとで説明します）を選ぶと
コースごとに決められた科目を履修してもらうことになります。
　平たく言うと卒業までに自分の所属する学科の学科科目の必修以外で38単位が必要、とい
うことです。

　②の中でも少し出てきましたが、卒業後の就職や進学に向けて体系的に学んでいただく「コー
ス」、という制度があります。それぞれ学科ごとにコースが設定されていますが、コースを選
ぶことで、自分の学科の科目を体系的に勉強したり、就職に役立つ資格を取得したりすること
で、卒業後の自分に大きな自信を持てるようになっています。こんな職業に興味がある！勉強
してみよう！と思ったら積極的に参加してください。

◆以下のようなコースがそれぞれの学科にあります。
　＜経済経営学科＞　　　　　　　＜国際文化ビジネス・観光学科＞
　・現代日本経済コース　　　　　・ファッションビジネスコース
　・国際経済・貿易コース　　　　・観光プロデュースコース
　・金融コース　　　　　　　　　・ホテル・ブライダル・セレモニーコース
　・ＩＴビジネスコース　　　　　 ・国際コミュニケーション・エアラインコース
　・経営コース　　　　　　　　　・生活デザインコース
　・マーケティングコース
　・会社経営コース

ここでクイズ
★ここまで『経済学部共通教育科目』と『学科科目』で、何単位必要だったでしょう？

…『経済学部共通教育科目』48単位＋『学科科目』48単位、とありますね。
合計したら96単位になります。

★では、卒業までに何単位必要でしたか？
…一番最初に124単位、と説明しました。

★ん？それだと経済学部共通教育科目』48単位＋『学科科目』48単位の96単位では卒業できな
い！足りない！となります。では足りない28単位分はどうしましょうか。

…カリキュラム表の左上に［合計124単位（28）］と書いていますね。（28）…？
これが足りない28単位の正体です。どこからでもいいから28単位履修してください、とい
うことです。え、どこからでもって、どういうこと？？？

　本当にどこからでもいいんです（ただし教職課程科目は除きます）。
　経済学部共通教育科目で48単位必要、と説明しましたが、それ以上に50単位、60単位と取っ
ていくと48単位より多い分は『全体から』に含まれます。
　自分の所属する学科の科目でも48単位必要、と言いました。そこからでも48単位より多く
履修した分はここの単位に含まれます。
　自分の所属していない学科（たとえば経済経営学科の学生なら国際文化ビジネス・観光学科、
ということです）の科目も履修できます。ここの科目はすべて『全体から』、に含みます。

上記Ａ～Ｃを考えた上で、上手に時間割を組み合わせ、４年間で124単位を修得すれば晴れて
卒業、となります。何事も最初が肝心。しっかり覚えておいてくださいね。

詳しいことは学生便覧の綴じ込み、コース指定科目表などを見てください。

３ コースについて

？
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2．リハビリテーション学部編

1

2
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MEMO

　でも、入学した直後に一度に覚えるのは非常に難しいし、ややこしいと思います。でも必
ず覚えておかないといけない大事なことなので、迷ってしまったら、もう一度この冊子に戻っ
て読み直したり、大学基礎論の先生や教学センター (教務)スタッフに遠慮なく相談してくださ
いね。

理学療法士（ＰＴ：Physical Therapist）を目指す
－目標を達成した先生方の教えで、同じ目標に向かう仲間と一緒にがんばれる。

　最終目標はもちろんＰＴとして働くために国家試験に合格すること。それまでにはいろんな学
びがありますが、その特色を見ていきましょう。

単位について。
3ぺージで単位ってなーに?と書いていますが、単位とは１つの授業で合格したらもらえるもの、と思っ
てください。リハビリテーション学部の単位数は授業によって異なります。カリキュラム表の科目名
の後ろに書いてあるのが単位数です。
ほとんど必修。
１年生は選択授業もありますが、ほとんどの授業が必修です。必修とは、読んで字のごとく「必ず修
める」、つまり卒業までに絶対単位修得しないといけない科目です。特に１年生の必修科目は基礎の
基礎。１年生のうちにしっかり理解しておかないと、どんどんわからなくなる一方ですので、習った
ところは確実に身につけていきましよう。
　また、もし必修科目の単位を落としてしまうと、次の学年で履修しますが、次の学年の必修科目と
同じ授業時間になることがあります。そうなると、次の学年でとらないといけない必修科目をとれな
くなりますよね。その結果、４年で卒業できなくなることもありますので、必修科目はその学年のう
ちに単位修得しましょう。
クラス別・班別で頑張れる。
40人規模のクラスや７人程度で行う班別ゼミがあります。初めての大学生活、心細い…とは思いますが、
みんな一緒。クラスやゼミで友人をつくって、勉強だけでなく、プライベートなことも情報交換でき
ますよ。ひとりで抱えこまないようにしましょう。
実習は毎年。
ＰＴになるためにはやっぱり現場を体感したい！１年生では「理学療法概論演習」で見学実習を行いま
すが、そこでは、社会人としてのマナーはもちろん、患者様との接し方など現場でしかわからない場
面を肌で感じることができ、将来の自分への第一歩を踏み出す実感がわいてきます。
　そして、２年生以降は、毎年病院や施設での臨床実習があります。特に４年生で行う臨床実習は、
４月～７月までほぼ４ヶ月という大変な実習ですが、皆さんは、それまでに技術面、精神面とも成長
できるよう、今から心がけてください。
実習に行くためには！
ただ、全員が自動的に実習に行けるわけではありません。実習に行くためには、全体説明会、前ゼミ、
後ゼミ、事前に実施される筆記試験、面接実技試験に必ず出席しなければならず、２年生の臨床実習Ⅰ、
３年生の臨床実習Ⅱ、4年生の臨床実習Ⅲ・Ⅳを履修するためには、それぞれ単位を取得しておかなけ
ればならない科目があります。
しっかりと国家試験対策。
この言葉、びっくりするくらい何度も出てきますが、合格しないとＰＴとして働くことはできません。
１年生のときから…って思うかもしれないですが基礎からしっかり積み上げていかないと上級生になっ
てから絶叫することになりますよ。バランスよく勉強していきましょう！
PTにはコミュニケーション能力が大切です。
安心を与え信頼される医療人になるためのマナー講座、チャペルにて白衣を着用し医療スタッフの一
人としての自覚を促す白衣式、地震・津波から身を守る防災を意識した競技会など様々な行事が授業
の中で行われますので、しっかり参加しましょう。
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用意するもの

3．時間割のつくりかた（経済学部編）（リハビリテーション学部の皆さんは別途説明します）

Ａ．学生便覧

Ｂ．授業時間割表

Ｃ．大学基礎論クラスごとの必修科目一覧表

Ｄ．筆記用具（鉛筆・消しゴム、マーカーなどもあると便利です）

Ｅ．この冊子の最終ページ、ｍｙ時間割表

大学でどんなこと勉強する？（大学のまなび）

つくりかた
『Ｂ．授業時間割表』の中から指定された必修科目のクラスを探し出す。

そのために『Ｃ．大学基礎論クラスごとの必修科目一覧表』のクラスをチェック。

必修科目は大学基礎論Ⅰ・Ⅱ、現代経済入門、キャリア・プランニング、英語Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ、

マクロ経済学入門(経済経営学科の学生のみ必修)、国際文化ビジネス・観光学入門（国

際文化ビジネス・観光学科の学生のみ必修）の９科目があります。

（留学生は日本語の授業分多くなります。また特別クラス生は別途必修科目があります）

同じ名前の科目がたくさんあるので自分のクラスを間違えないようチェックしましょう。

『Ｅ.ｍｙ時間割表』に書いておくと便利です♪

空いている時間の選択科目を選ぶ。

①で必修をいれてもらいましたが、これで終わりではありません。選択科目、という

ものがあります。『Ｂ．授業時間割表』の中で皆さんの学年（１年生の方は１～と書か

れています）にある科目のみ履修できます（ちなみに２年生になったら１～のところと

２～のところ両方を履修することができます）。その中で自分の受講したい科目を選

んでいきますが、コースやユニットなどといった将来のことも考えながら『Ａ.学生便

覧』の一番後ろのページを確認してみてください）、自分が勉強したい授業、興味のあ

る授業を選んでいくとよいでしょう。友達がいるから一緒にがんばる！というのもあ

り。迷ったらCampus PlanのWeb履修申請内で科目をクリックすると、どんな感じで

授業を進めるのかな？とか試験重視？レポート重視？ということがわかります。

ただし！空いているすべての時間に授業を入れることはできません。１年間に受講で

きる単位数は48単位と決まっています。ほとんどの科目が１科目２単位なので、必

修科目の単位数を差し引いた数を選択してください。これも、選択した科目を『Ｅ.ｍ

ｙ時間割表』に書いておくと便利です♪

1

2

Ⅱ
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時間割をCampus Planに登録します。

②までで選んだ科目を間違えないように登録します。

同じ時間に同じ科目があることがあります。先生名・内容を確認して登録しないと違

うクラスに登録されてしまい、希望していたクラスで受講できないことになってしま

うことがあります。Campus Planに登録が終わったら必ず、プリントアウトしましょう。

できあがり！授業に出席しましょう♪

１回目の授業で履修登録人数制限にかかって受講できなかった科目があった場合は別

途相談してください。

ここ大事！前期履修登録確認期間に必ず Campus Planにアクセスして、自分が登録し
た科目が登録できているか確認しましょう。
履修人数が多くて抽選になり、履修登録ができていない可能性があります。また履修

エラーがわかることもあります。修正が必要な科目のみ、この期間に修正が可能です

ので修正してください。きちんと履修登録できている場合は修正できません。

(後期科目は後期の変更期間に修正が可能です。期間は１ページの講義暦をチェック!) 

3

4

5

～かなり大事な注意点～
同じ名前の科目は１つしか選べません（たとえば、異文化コミュニケーションⅠのＡ

クラスとＣクラスとか、情報リテラシ論ⅠのＢクラスとＪクラスは同時に受講できま

せん）。

選択科目のクラスは必修のクラスと同じでなくてかまいません（たとえば、大学基礎

論ⅠのＡクラスの学生が、生涯スポーツⅠのＣクラスを選択してもＯＫです）。

Ⅰを履修・合格しないとⅡを履修できない、という科目があります（たとえば、中国

語Ⅱを履修するためには、前期に中国語Ⅰを履修・合格する必要があります）。

登録期間の授業はお試し期間ではありません。１回目の授業に行かないと登録されな

い科目もあります（たとえば経済学部の体育系・情報系・英語系の選択科目）、また、

試験の方法などのガイダンスも行います。必ず出席しましょう。特に必修科目は確実

に１回目から出席を取ります。

1

2

4

3
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4．試験が近づいてきた！気をつけることは？

以下には特に気をつけてください。

大学でどんなこと勉強する？（大学のまなび）Ⅱ

試験の種類

定期試験

●試験の時間帯（授業の時間帯とは違います）

　　１秒の遅刻でも受験できません。余裕を持って登校するようにしましょう。

●受験には必ず学生証が必要です。（もし忘れた場合は、教室に行った後、すぐに教学センター（教務）へ。仮受
験票を貸し出します。仮受験票は年間２回まで無料で貸出。３回目から１回の貸出に500円かかります）

●科目によっては授業の教室と違う場合があります。また履修者数によっては学年ごとに教室分けが行われてい
る場合もあります。時間に余裕をもって教室に入ってください。

●登録している科目しか受験できません。
　自分の登録した時間割は必ず時間割配布・修正期間に確認しておいてください！！

期間外試験

それぞれの学期末の最終授業時間に行う試験のことです。普通の授業時間帯と同じ時間帯に行
います。実施する科目については掲示板でお知らせします。

前期末（８月初旬）と学年末（２月上旬）に試験期間を設定して実施される試験です。普通の授業
時間帯とは変更になるので特に注意しましょう。試験の時間割は掲示板での掲示および 教学
センター（教務）窓口で配布します。

レポート試験

試験の時間を設定する代わりに、レポート課題を課して、指定期間内に提出してもらうことに
よって行う試験です。課題は掲示板に貼り出されます。提出場所は２号館１階教学センター（教
務）のBOXの場合と授業内で先生に提出という場合があります。（課題と一緒に書いてあります）

※科目によっては試験を実施しないこともあります。（授業中のミニテストや出席チェックなど
で成績判定することも。授業は毎回出席しましょうね）

　　1時間目　 9：30～10：30
　　2時間目　11：00～12：00
　　3時間目　13：00～14：00

　　4時間目　14：30～15：30
　　5時間目　16：00～17：00
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こんなところに、こまったさん。

寝坊した…。ちょっと間に合いそうにな
い。試験やのに…。何とかならない？？

いつもの授業の教室、誰もいない。試験
の教室は違うの ?! うぉー、もう無理。

寝坊など私的理由の遅刻はダメ。前日、一生懸命勉強して寝坊したかもしれないけど、試験は
１秒の遅刻でも受験できません。電車の遅れなど予期しないことが起こる場合もありますので
余裕を持って登校するようにしましょう。また試験教室はいつもの教室と変わる場合があり
ます。時間帯も変わりますので、試験時間割で事前に必ずチェックしておきましょう。
また、自家用車で通学している場合、渋滞にまきこまれても、責任は取れません。

Ｑ  電車が遅れたから試験に遅刻！どうすればいい？ 
A 必ず駅で延着証明書をもらって、教学センター（教務）に来てください。20分以内の遅れで

あれば遅延者教室での受験が可能です。（時間の延長はありません）後日、追試験として受験
する場合は申請を行ってください。

でも･･･試験受けられなかった!!どうしたらいい？？
追試験という制度があります。
規程に定められているやむを得ない事由（病気・電車遅延・２親等以内の忌引など。詳しくは

学生便覧参照）で試験が受けられなかった場合は、追試験が認められます。
受験できない、受験できなかった場合は速やかに教学センター（教務）に相談して下さい。申請

の日程や方法をお伝えします。

●やむを得ない事由を証明するもの。　

●１科目につき1000円の受験手数料。（電車遅延を除く）
　追試験の日程・時間割は大学で設定します。

病気・けが→医療機関作成の診断書
電車遅延→交通機関作成の延着証明書
忌引→会葬礼状など葬儀が行われたことが分かるもの

申請に必要なもの
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5．教科書販売について

大学でどんなこと勉強する？（大学のまなび）Ⅱ

不正行為（カンニングについて）
　不正行為があった場合は、その学期の全履修登録科目（大学基礎論Ⅰ・Ⅱ、プロゼミⅠ・Ⅱ、
ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを除く）の成績を０点とし、科目及び状況と、措置を掲示のうえ、保証
人宛に通知します。

不正行為とは下記のものを指します。
①他人が受験した場合、受験しようとした場合(依頼者・受験者とも)
②他人の答案を見た揚合、自分の答案を他人に見せた場合
③他人に聞いた場合、教えた場合
④答案用紙の改ざん、すり替え、教室外への持ち出しをした場合
⑤特ち込みを許可されていないものをかばん等にしまっていない場合
⑥携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等、持込を許可されていない情報機器を
　かばん等にしまっていない場合
⑦持ち込み可能の資料・物品等を試験中に貸し借りした場合
⑧学校の設備などに試験に関わる事項を落書きした場合
⑨静穏な環境を乱した場合
⑩その他、試験を妨害した場合

本学には書店がないため、教科書販売期間での購入が必要です。
（日程は、学内の掲示板、ポータルサイトにて確認してください）
教科書販売期間に２号館３階アクアホールで販売します。
販売時に、テキストのリストをアクアホール前で配布しますので、自分の時間割とチェックし

ながら教科書を購入しましょう。特に必修科目ははやいうちに全部手に入れておきましょう。
リハビリテーション学部の学生の専門教科書はオリエンテーション終了後に一括販売します。
また、授業によっては、その他の販売方法もありますので、授業内の告知や掲示板で確認して

ください。

当然ですが絶対ダメ。ひとつの科目でのカンニングが４年間での卒業を無理にしてしまう
ことになりかねません。がんばって正々堂々、試験に臨んでください！もちろん携帯電話・
スマートフォンの電源は切ってカバンにしまっておきましょう。

教科書は授業のときから使いますよね。できるだけ早いうちに手に入れておきましょう。
もし、教科書販売期間内に買えなかったら、街の書店に探しにいきましょう。
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予定などをここに書いておきましょう

Kobe International University

MEMO
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1．教学センター（学生支援）（２号館１階）

Ⅲ 大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）

51201301

2001

2024

　学生証を紛失した場合、または著しく汚損や破損
した場合は教学センター（学生支援）で再発行の手続
きをとってください。なお申込の翌日発行になりま
す。　　　　　　　　　※再発行手数料５００円

　学生証を紛失した場合、または著しく汚損や破損
した場合は教学センター（学生支援）で再発行の手続
きをとってください。なお申込の翌日発行になりま
す。　　　　　　　　　※再発行手数料５００円

替

（学生支援）

（学生支援）
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大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

薬物は人生をこわす！

　この保険は、通学中、正課中・課外活動中等に生じ
た事故により傷害・賠償責任等を被った場合に支払わ
れます。（保険料は大学が全額負担しています。）

　この保険は、通学中、正課中・課外活動中等に生じ
た事故により傷害・賠償責任等を被った場合に支払わ
れます。（保険料は大学が全額負担しています。）

（学生支

援）

（学生支援）
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（※留学生は除く）
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大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

セクシャルハラスメントについて
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大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

セクシャルハラスメントについて
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2．保健センター（３号館１階）

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

健康な生活について
保健センターは、学生・教職員の心身の健康保持・増進のために設置しています。談話スペース
もありますので、気楽に出入りして、有効に活用してください。

こんなことやってます

病気やけがの応急処置

健康診断（定期、特別）

頭痛・腹痛・生理痛など、体調不良の時
軽度の擦過傷（すりきず）・虫刺され・熱傷（やけど）などの応急処置

学生相談
心身の健康および日常生活に関する相談を受けています。

健康相談・一般相談　　　保健センター開室時間に利用してください
心理相談　　　月～金 10：00～16：00
修学支援
学校医相談

＊保健センターで対応できない場合は、医療機関を紹介します。
＊一人暮らしの学生は、遠隔地被保険者証（マイ保険証）を準備！

こんな時こそ保健センターを利用しましょ♪

困ったときは
保健センターへ !

体の調子が
悪い…。

これって
どこで聞くん ?

友達が…
できない。

大学、
面白くない

クラブやりたい
ねんけど…。

お金を払えと
メールが来た

○×△＄％＃??朝　起きられへん
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3．キリスト教センター・チャペル（５号館）

キリスト教主義を基本とした全人格教育を行います。急速に社会のグローバル化が進
展する一方、物質的豊かさの増大に反比例するかのように精神的貧しさが深刻化してい
る状況の中で、この建学の精神の持つ意味がますます重要になってきています。本学は
この建学の精神を基本理念とし、国際性と良識を備えた有為な人材を育成することを目
標にしています。

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

建学の精神『神を畏れ、人を恐れず、人に仕えよ』

チャペル（ The All Saints Chapel ）

（学院創立者 ミカエル 八代 斌助主教）

主な年間プログラム
●昼の礼拝（月～金　午後 1：00～１：15）
●春・秋チャペルウィーク
●クリスマス礼拝
●高大合同ヒロシマ平和旅考
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♪ メンバー随時募集中。
♪ 毎週チャペルで練習しています。
　（指導：本学オルガニスト 伊藤純子）
♪ キリスト教センターでは、お茶を飲んだりお弁当を食べたりできます。
♪ 学部や学年を超えた、学生同士の交流が持てるので、思わぬ情報が入って来ることも。
♪ 練習の曜日と時間は、決まり次第、学内に掲示します。
♪ 少しでも興味がある学生は、キリスト教センターまでお気軽にお越しください。

聖 歌 隊

聖歌隊は入学式・卒業式・クリスマス・音楽礼拝などで
歌を歌うグループです。
初心者大歓迎！！！　楽譜が読めなくたって全然大丈夫。
歌を歌うことに、才能や経験は全く必要ありません。
チャペルで歌う時間は、学生生活の中の癒しの時間です。
よく響くチャペルでオルガンの響きに包まれて、
気持ちよく歌ってみませんか？
AOポイント対象です。
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「語学教材の貸出」などを
行っています。

英会話・語学留学に関する本、TOEIC、TOEFLなどの
参考書、日本語教材、DVDなど約400冊（貸出可）

4．教学センター（国際交流・国際別科担当）（２号館１階）

Kobe International University

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

海外留学に興味のある皆さんへ

神戸国際大学には１年生から参加可能な留学プログラムがあります！

その他にも各種プログラムを取り揃えています。「海外留学の手引き」をご参照ください。

㊟留学プログラムは中止になる場合があり、
　単位が付与されない可能性があります。

海外留学に関することは教学センター（国際交流・国際別科担当）まで♪

夏期英語研修（グループ型）

参加希望者は、前期授業に必ず出席してください。

科　　目：海外研修A一A（経済学部）
　　　　　海外語学研修A（リハビリテーション学部）
研 修 先：イギリス、オーストラリア（2020年度）　  
研修期間：８月中旬～９月中旬の４週間
※申込者が15名以下の揚合、イギリスになります。

参加希望者は、７月上旬に行う説明会と後期授業に
必ず出席してください。

科　　目：海外研修A一B（経済学部のみ）
研 修 先：フィリピン　  
研修期間：２月初旬～３月初旬の３週間

フィリピン・英語研修

参加希望者は、７月上旬に行う説明会と後期授業に
必ず出席してください。

科　　目：留学セミナー（研修基礎)（経済学部のみ）
研 修 先：アジア諸国　  
研修期間：２月中旬～３月初旬の１週間

アジア研修
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「語学教材の貸出」などを
行っています。

英会話・語学留学に関する本、TOEIC、TOEFLなどの
参考書、日本語教材、DVDなど約400冊（貸出可）

4．教学センター（国際交流・国際別科担当）（２号館１階）
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大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

海外留学に興味のある皆さんへ

神戸国際大学には１年生から参加可能な留学プログラムがあります！

その他にも各種プログラムを取り揃えています。「海外留学の手引き」をご参照ください。

㊟留学プログラムは中止になる場合があり、
　単位が付与されない可能性があります。

海外留学に関することは教学センター（国際交流・国際別科担当）まで♪

夏期英語研修（グループ型）

参加希望者は、前期授業に必ず出席してください。

科　　目：海外研修A一A（経済学部）
　　　　　海外語学研修A（リハビリテーション学部）
研 修 先：イギリス、オーストラリア（2020年度）　  
研修期間：８月中旬～９月中旬の４週間
※申込者が15名以下の揚合、イギリスになります。

参加希望者は、７月上旬に行う説明会と後期授業に
必ず出席してください。

科　　目：海外研修A一B（経済学部のみ）
研 修 先：フィリピン　  
研修期間：２月初旬～３月初旬の３週間

フィリピン・英語研修

参加希望者は、７月上旬に行う説明会と後期授業に
必ず出席してください。

科　　目：留学セミナー（研修基礎)（経済学部のみ）
研 修 先：アジア諸国　  
研修期間：２月中旬～３月初旬の１週間

アジア研修

28 29



5．地域交流・生涯教育センター（２号館２階）

Kobe International University

　当センターは、学生のみなさんのキャリア形成や就職活動の支援を目的として、各種資格取得
に向けた「資格対策講座」と選抜試験にて選抜された学生に対して、無料（受講料その他一切の費
用を本学負担）にて受講していただける「特別講座」を開講しています。
　また、リハビリテーション学部の施設・設備を利用して、「救急について実施する講習会」やそ
の他、障害のある方から、児童、高齢者まであらゆる方々に楽しんでいただける競技を体験する「ユ
ニバーサルスポーツ体験」などを開設しています。

資格対策講座ガイダンスの予定は２ページの行事予定をチェック！

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

支援制度4 「語学試験 受験料補助金制度」～教学センター（国際交流）～

TOEIC・日本語能力試験などの語学試験を受験した学生に対し、「神戸国際大学教学センター（国際
交流）」から受験料の一部を補助する制度です。学外の語学試験を受験した方はもちろん、学内で
実施するTOEIC団体ＩＰ試験を受験した方（TOEIC講座受講者含む）も支給対象となります。

在学生の皆さんだけ！

本学独自の４つの支援制度

支援制度1 「リ・チャレンジ制度｣

前年度受講した講座で残念ながら不合格。でも次年度もう一度チャレンジ！の場合に、受講料
無料で受講できるシステムがあります。（※テキスト代・検定料は自費負担）
　受講条件：前年度の講座出席率が75％以上であること。
　対象講座：秘書検定２級、日商リテールマーケティング販売士検定３級、色彩検定３級、
　　　　　　ファイナンシャル･プランニング技能検定３級、
　　　　　　パソコン講座　MOS Word2016/Excel2016、日商簿記検定３級、
　　　　　　福祉住環境コーディネーター検定２級、

支援制度 2 「資格講座　検定料補助金制度」～学術研究会～

地域交流・生涯教育センターが開講する資格対策講座を受講し、検定試験に合格した学生に対し、
「神戸国際大学　学術研究会」から検定料を補助する制度です。

※対象講座、支給金額、申請方法など、詳細は地域交流・生涯教育センターで案内します。

各講座については、センターが配布している「講座冊子」で詳しく説明していますので、参照して
ください。

支援制度 3 「受講しやすい環境」と「割安な受講料」

大学内の教室や設備を使用して開講するため、施設費用がかからず、「割安な受講料」で講座を提
供しています。さらに本学学生には、受講料割引制度（受講料40％OFF）も設けています。

※一部適応外の講座があります。

当センターが企画する各講座は受講生の方の声を反映して組んでいます。特に、資格対策講座は、
専門業者の協力を得て運営しています。開講に当たっては、これまでの実績、わかりやすい内容
の講義を中心に、模擬試験や直前対策などを盛り込んだ、合格直結型のカリキュラム（神戸国際大
学独自のカリキュラム）で提供すると共に、学生の方が立派な社会人として巣立っていただけるこ
とを念頭に置き、社会で発揮できる実践力を身につけた上で、確実に検定試験の合格を目指します。

資格対策講座の特徴
神戸国際大学独自のカリキュラム
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5．地域交流・生涯教育センター（２号館２階）

Kobe International University

　当センターは、学生のみなさんのキャリア形成や就職活動の支援を目的として、各種資格取得
に向けた「資格対策講座」と選抜試験にて選抜された学生に対して、無料（受講料その他一切の費
用を本学負担）にて受講していただける「特別講座」を開講しています。
　また、リハビリテーション学部の施設・設備を利用して、「救急について実施する講習会」やそ
の他、障害のある方から、児童、高齢者まであらゆる方々に楽しんでいただける競技を体験する「ユ
ニバーサルスポーツ体験」などを開設しています。

資格対策講座ガイダンスの予定は２ページの行事予定をチェック！

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

支援制度4 「語学試験 受験料補助金制度」～教学センター（国際交流）～

TOEIC・日本語能力試験などの語学試験を受験した学生に対し、「神戸国際大学教学センター（国際
交流）」から受験料の一部を補助する制度です。学外の語学試験を受験した方はもちろん、学内で
実施するTOEIC団体ＩＰ試験を受験した方（TOEIC講座受講者含む）も支給対象となります。

在学生の皆さんだけ！

本学独自の４つの支援制度

支援制度1 「リ・チャレンジ制度｣

前年度受講した講座で残念ながら不合格。でも次年度もう一度チャレンジ！の場合に、受講料
無料で受講できるシステムがあります。（※テキスト代・検定料は自費負担）
　受講条件：前年度の講座出席率が75％以上であること。
　対象講座：秘書検定２級、日商リテールマーケティング販売士検定３級、色彩検定３級、
　　　　　　ファイナンシャル･プランニング技能検定３級、
　　　　　　パソコン講座　MOS Word2016/Excel2016、日商簿記検定３級、
　　　　　　福祉住環境コーディネーター検定２級、

支援制度 2 「資格講座　検定料補助金制度」～学術研究会～

地域交流・生涯教育センターが開講する資格対策講座を受講し、検定試験に合格した学生に対し、
「神戸国際大学　学術研究会」から検定料を補助する制度です。

※対象講座、支給金額、申請方法など、詳細は地域交流・生涯教育センターで案内します。

各講座については、センターが配布している「講座冊子」で詳しく説明していますので、参照して
ください。

支援制度 3 「受講しやすい環境」と「割安な受講料」

大学内の教室や設備を使用して開講するため、施設費用がかからず、「割安な受講料」で講座を提
供しています。さらに本学学生には、受講料割引制度（受講料40％OFF）も設けています。

※一部適応外の講座があります。

当センターが企画する各講座は受講生の方の声を反映して組んでいます。特に、資格対策講座は、
専門業者の協力を得て運営しています。開講に当たっては、これまでの実績、わかりやすい内容
の講義を中心に、模擬試験や直前対策などを盛り込んだ、合格直結型のカリキュラム（神戸国際大
学独自のカリキュラム）で提供すると共に、学生の方が立派な社会人として巣立っていただけるこ
とを念頭に置き、社会で発揮できる実践力を身につけた上で、確実に検定試験の合格を目指します。

資格対策講座の特徴
神戸国際大学独自のカリキュラム

30 31



6．情報センター図書館（２号館２階）

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

一番大事なこと。学生証を必ず携帯しましょう。
図書館に入るには学生証が必要です。
学生証にあるバーコードを「ピッ！」と読み取ると入口のゲートが開きます。
本を借りるときや、DVDを観る時にも学生証が必要です。

図書館には1階と2階があります。
２号館の２階エレベータホールから図書館へ入り、２階の閲覧室から階段で１階閲覧室へ降り
ることができます。
２階には雑誌や事典・辞書、経済分野、リハビリテーション分野などの図書、１階には宗教、
心理学、芸術、言語、文学などの分野の図書があります。

えつらんしつ

「大学基礎論」の授業で、さらにくわしい使い方を学びます。

飲み物、食べ物はかばんに入れてください。
飲食は×。館内で持ち歩いているとスタッフがお預かりすることになります。図書館は読書や
勉学のための場です。周りの人の迷惑になる行動は慎みましょう。携帯電話もマナーモードに。
おしゃべりは外でお願いします。

分からないことがあれば、カウンターで質問しましょう。
分からないことはそのままにしないで、図書館のスタッフに聞きましょう。「知る」ことで、図
書館がぐっと使いやすくなりますよ☆

えつらんしつ

しょ か

みんなの に答えます！

→図書館内で本棚（書架といいます）が並んでいて、本を読んだり、調べものをしたりするための机が

　ある部屋のことをそういいます。

？？
Q 閲覧室って一体何？？聞いたことないよ。図書室、じゃないの？
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Kobe International University

https://www.kobe-kiu.ac.jp/campus_life/library/
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7．情報センター（マルチメディア）（２号館３階）

大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

学生の皆さんにはホームページ経由で大学情報を発信します。
パソコンを使用するために一人ずつユーザーＩＤとパスワードを発行します。
「情報オリエンテーション」などでユーザーＩＤを渡します。
システムの利用については、「情報オリエンテーション」で説明します。
緊急連絡、重要連絡の為、携帯メアドを登録してもらいます。

1

2

3

4

5

●パソコンで”Internet Explorer”をクリックして、本学のホームページにアクセスしてください。
　（大学内ではユーザーＩＤとパスワードを使ったログインが必要です）

●在学生の方は、「在学生・在学生保護者の方」をクリックしてください。様々な情報が確認でき
　ます。

本学ホームページ https://www.kobe-kiu.ac.jp

在学生・在学生保護者の方

クリック
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Kobe International University

休講情報、Web 掲示板、自分の時間割等のチェック

授業・試験・休暇期間等のチェック授業・試験・休暇期間等のチェック

時期によって開館時間が変わるのでチェック時期によって開館時間が変わるのでチェック

学生懸賞論文、グループワークコンテスト等のサポート学生懸賞論文、グループワークコンテスト等のサポート

主に3年、4 年で利用主に3年、4 年で利用

授業内容のチェック授業内容のチェック
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大学をめいっぱい活用しよう！（大学の事務局紹介）Ⅲ

●本学からのお知らせは、”NEWS”に記載されていますので、確認してください。
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Kobe International University

巻末

1．キャンパスマップ

国際別科
（研究室棟）

（
教
室
棟
）

掲
示
板

学生支援
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巻末

2．Ｍｙ時間割表♪自分の時間割をここに書いておきましょう！

チェック
ポイント

48単位より多くなっていませんか？

同じ名前の科目が入っていませんか？

必修科目を書き忘れていませんか？　など

1

2

3

経済学部１年生のみなさんは
火曜日５限 or 金曜日５限に
大学基礎論（基礎学力クラス）
があります。出席しましょう。

前期 月 火 水 木 金 土

Ⅰ
9：20

～

10：50

科目

教室

Ⅱ
11：00

～

12：30

科目

教室

Ⅲ
13：20

～

14：50

科目

教室

Ⅳ
15：00

～

16：30

科目

教室

Ⅴ
16：40

～

18：10

科目
集中講義

教室

後期 月 火 水 木 金 土

Ⅰ
9：20

～

10：50

科目

教室

Ⅱ
11：00

～

12：30

科目

教室

Ⅲ
13：20

～

14：50

科目

教室

Ⅳ
15：00

～

16：30

科目

教室

Ⅴ
16：40

～

18：10

科目
集中講義

教室
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神戸国際大学のSDGｓへの取り組み

　皆さんはSDGsという言葉を聞いたことはありますか。これは
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の頭文字
をとってSDGs（エスディージーズ）と呼ばれているもので、2030年
までに、地球上の誰一人も取り残されずに豊かな社会での生活を送る
ためにどういった取り組みができるか、していくかという国連で採択
された国際的な目標です。内容は上に描かれている17個の大きな目
標と169個の達成するための基準からできており、国や企業だけでな
く、大学や個人でも未来に向けて取り組んでいくべき内容となってい
ます。
　神戸国際大学では持続可能な開発目標（SDGs）を支援し、取り組ん
でいきます。学内でポスターなどを見かけたら、「あ、自分たちの将
来のために何ができるかな？」と少し考えてみるきっかけにしてもら
えればと思います。

Kobe International University



神戸国際大学 教学センター（教務）
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中9丁目1-6
Tel：078-845-3500
http://www.kobe-kiu.ac.jp/
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