
2017年3月

24号

〒658-0032　神戸市東灘区向洋町中9丁目1番6　神戸国際大学　教学センター内　　　TEL　078-845-3110

発行　神戸国際大学  保護者会  後援会

　この相談会は個別面談方式です。教員および教務担当・キャリア担当職員
が保護者の方からのご質問にお答えする形で行います。
　学生のみなさんのカリキュラムなど勉学制度、成績表などの見方や就学状
況、また就職活動などについてご説明をさせていただきます。
　開催の１か月前に保護者あてにご案内します。
（全員参加ではございません。ご希望の方のみお申し込みください。）

　現在、大学で実施している国際交流プログラムには、
大きく分けて送り出しと受け入れの２種類があります。送
り出しのプログラムは、経済学部・リハビリテーション両学
部の学生が参加できる海外研修・海外語学研修（以
下、海外研修）や留学セミナー・海外語学研修Ｂ（以下、
留学セミナー）など短期のものと、長期（半年から10ヶ
月）の交換留学です。
　1989年度より25年以上にわたって行われている海外
研修Ａ（創設当初は「米国語学研修」）は、教員が全期
間（４～５週間）にわたって随行するため、渡航経験の
ない学生も安心して参加し、イギリスやオーストラリアで
の英語研修を通して異文化体験できるプログラムで
す。内向き志向を一因として、留学を希望する大学生
が減少傾向にある昨今、本学では参加者数が年々増
加しています。また2017年２月から３月にかけて、第１回
留学セミナーがタイ、台湾、ベトナムの３ヶ国で実施され
ます。１週間の研修中、各国の協定校を訪れて現地学
生との交流を図りながら、それぞれの国の歴史や文化、
社会について学ぶ本プログラムは、アジアの隣人に興
味を持ち、互いの理解を深める第一歩になると期待し
ています。
　教学センター（国際交流・国際別科担当）を取り巻く
環境は、この数年間で大きく変化しました。2009年には
国際別科が創設され、アジア圏の国 を々中心に協定校
も増え、留学生の数が飛躍的に増しました。現在、タイ、
ベトナム、ネパール、中国、台湾、モンゴル、ミャンマー、
フィリピン、ノルウェー、モルドヴァなどの国々からやって
来た学生が本学で学んでいます。また交換留学プログ
ラムでは、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ノルウェー
に加え、2016年度には初めてタイへ学生を送り出すこと
ができました。今後も派遣国は増えていく予定です。
　本学で推進中のグローバル・キャンパス構想では、神
戸国際大学のキャンパスを中心に、協定・提携校それ
ぞれが本学のグローバル・キャンパスであり、そこから
やって来る個々の学生も本学の一員であることが提唱

されています。海外の大
学との協定へ向けた動き
もさらに活発になり、2016
年度には韓国とアイルラ
ンドに初めての協定校を
設けました。現在、協定校
の総数は10ヶ国・22大学
に上り、提携に向けて準
備中の大学も複数校あり
ます。
　近年、海外の大学との
提携に力を入れ、送り出し・受け入れのプログラムを増
やす動きは多くの大学で見られます。そのような中、本
学の強みは、小規模大学ならではの手厚いケアにあり
ます。英語・中国語・ベトナム語が堪能なスタッフをそろ
え、本学学生を海外へ送り出す前の準備段階から、留
学中の細かい対応、そして帰国後のフォローまで行いま
す。また本学に来る留学生には個々に寄り添い、学業に
関することのみならず、生活全般および卒業後の進路
に至るまで、親身になって相談に乗っています。そのた
め、段階を追って複数の派遣プログラムに参加する学
生も多く、また本学での交換留学や日本語研修後に転
入学を希望する留学生もいます。さらには、まったく予期
しない海外の大学が口コミで噂を聞きつけ、本学に突
然アプローチしてくるようなこともありました。
　留学した学生は、異文化との接触を通して既成の価
値観を揺さぶられ、様々なことを感じ、多くのことを学び
ます。しかし多くの場合、その意味を十分に理解し、認
識するのは、留学が終わってからです。それは帰国後、
または数年後、数十年後のことかもしれません。そのよう
な瞬間に、グローバル・キャンパスの学生一人一人が、
参加したことに大きな意義を見い出すことができるよう、
プログラムの充実に向けて真摯に尽力していきたいと
思います。これからも、国際交流プログラムへのご理解
とご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

臨床実習(リハビリテーション学部)

（教学センター・キャリアセンター）

臨床実習Ⅲ（４年）
臨床実習Ⅳ（４年）
理学療法概論演習（１年）
臨床実習Ⅱ（３年）
臨床実習Ⅰ（２年）

４月10日（月）～５月20日（土）
６月５日（月）～７月22日（土）
８月７日（月）～９日（水）
11月27日（月）～ 12月16日（土）
２月13日（火）～ 26日（月）

■サッカー部
 関西学生サッカー連盟　第94回リーグ戦
　２部Bリーグ（通期）
　７勝９敗２分　６位　森ノ宮医療大学との入替戦へ
　◇入替戦◇
　神戸国際大学　7－2　森ノ宮医療大学（3部5位）
　２部Ｂリーグ残留
　２部Ｂリーグ　個人賞
　☆得点ランキング ２位 13点 毛利　謙太（経済・４年）
　☆アシストランキング 10位 5点 成吉　萌人（経済・２年）
　※詳細はH.P「関西学生サッカー連盟」をご覧ください。

■硬式野球部
　阪神大学野球連盟　２部西リーグ秋季リーグ戦　
　５勝５敗　４位
　個人賞
　☆ベストナイン　一塁手　山口　秀一（経済・３年）
　※詳細はH.P「阪神大学野球連盟」をご覧ください。

学費

留学

奨学金

入試

学事
３月23日（水）　　履修書類配布・時間割入力指導 
～４月５日（水）
３月29日（水）　　学生証更新・健康診断
３月30日（木）　　（２年生～４年生対象）
４月５日（水）　　入学前レクリエーション（経済のみ）・ 
　　　　　　　　女子会［両学部］
４月６日（木）　　入学式　経済学部　10：00 ～ 
　　　　　　　　　　　　リハビリ　14：00 ～ 
　　　　　　　　保護者会、後援会総会　12：00 ～
４月７日（金）　　新入生オリエンテーション［両学部］
４月８日（土）　　履修指導
４月10日（月）　　前期授業開始
４月10日（月）　　前期「履修登録」・「教職課程登録」期間 
　　～ 15日（土）
４月17日（月）　　教科書販売 
　　～ 19日（水）
５月８日（月）　　教科書販売（２次） 
　　～９日（火）
７月17日（月祝）　通常授業実施
７月29日（土）　　前期授業終了
７月31日（月）　　前期「補講」期間 
　　～１日（火）
８月２日（水）　　前期「定期試験」期間 
　　～８日（火）
８月９日（水）～　集中講義

2017年度前期の学業成績通知は９月中旬ごろ郵送します。
（保証人住所宛）
　お問合わせ：教学センター教務　078-845-3500

前期学納金振込用紙送付予定　４月上旬
　お問合わせ：管理運営センター　078-845-3111

説明会開催４月上旬　学内掲示で案内します。
　お問合わせ：教学センター厚生補導　078-845-3110

海外研修、交換留学について
　お問合わせ：教学センター国際交流　078-845-3456

2018年度の入試要項は５月頃に出来上がる予定です。
　お問合わせ：入試広報センター　078-845-3131

成績
｝

｝

８月９日（水）　　夏期休暇期間 
～９月24日（日）

■ハンドボール部
 関西学生ハンドボールリーグ秋季リーグ戦
　3部リーグ
　秋季リーグ戦　３勝３敗　５位　
　個人賞
　☆得点ランキング　２位　46点　中村　友哉（経済・２年）
　☆得点ランキング　４位　41点　若木　佑典（経済・２年）
　※詳細はH.P「関西学生ハンドボール連盟」をご覧ください。

■バレーボール部
 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦
　4部リーグ　5勝2敗　3位
　※詳細はH.P「関西大学バレーボール連盟」をご覧ください。

■バスケットボール部
 関西バスケットボール連盟5部リーグ　
　2016年度リーグ戦　5勝6敗　6位
　個人賞
　☆スリ―ポイントランキング 2位 32本 荒木　佑太（経済・3年）
　☆ポイントランキング 8位 187点 野路　大翔（リハ・3年）
　※詳細はH.P「関西学生バスケットボール連盟」をご覧ください。

日　時
６月17日（土）
９月９日（土）
９月16日（土）

　　　場　所
本学（２～４年対象）
広島（全学年）
本学（全学年）

国際交流センター長　　経済学部　准教授　　魚住　香子
国際交流プログラムに携わって

学事予定・学校からのお知らせ（３月～８月）

保 護 者 相 談 会 の 開 催 予 定

2016年度学生団体試合結果（後期分）



　平素は本学の活動に多大なるご理解とご協力いただき誠
にありがとうございます。

　小生は修学支援委員長と神戸国際大学リハビリテーション
学研究所長を兼務しております。
　修学支援委員会は全員卒業・全員国家試験合格を目指
し、１・２年生を対象に基礎知識の充実を目的として活動して
おります。10年ほど前まで、理学療法士国家試験の合格率は
90%以上でしたが、昨今では70～80%台と低下してきていま
す。過去の国家試験では、「暗記学習」でもある程度対応可
能でしたが、近年では、医療技術者としての想像力や思考力
を問う長文の問題文や図を読み解き解答しなければならない
実地問題の難易度が上がっていますし、運動力学や体内の
イオンバランスなど数学を土台とする科学的な知識も必要で
す。そこで、まず入学時に数学・国語といった基礎学力の試
験を行い、基礎学力に少し不足が見られる学生を対象に、４
月初旬から毎週１回２コマの補習を実施しております。
　また、理学療法士としての専門科目を学ぶ土台として、解
剖学・生理学・運動学があります。ここでつまずくと、今後の専
門分野の学習に支障をきたします。勿論、本来のカリキュラム
内でもしっかりやりますが、知識を定着させるためには反復学
習が必要となります。本科のカリキュラム終了の次の学期に、
まずは全員を対象として各科目の国家試験に特化した補習
と小テスト及びまとめのテストを行い、成績不良者に対しては
さらに次の学期に補習を行っています。
　これらの学習の総まとめとして、２年生と３年生の２月初旬
には、国家試験基礎分野の模試を受験していただいておりま
す。去年の成績は、２年生全国養成校で81校中28位、３年生
104校中34位になっております。

　一方、神戸国際大学リハビ
リテーション学研究所では、国
際的な視点に立って、リハビリ
テーション学について研究・調
査し、他の研究機関との交流
を図り、医療・保健・福祉に関する学術的、総合的な研究を推
進し、本学の学術研究水準の向上と地域社会における障害
予防・健康増進に寄与することを目的に活動しております。具
体的には、学術誌「神戸国際大学リハビリテーション研究」の
発行と「理学療法技術講習会」を実施しております。「神戸国
際大学リハビリテーション研究」は、本学教員をはじめ、学外
から執筆者にご参加いただいており、来年度で第８号が発行
される予定です。今まで「腱板損傷における手術前評価項目
の有用性」、「女子中高生サッカー部員を対象とした熱中症
に関する講習会の効果」「理学療法対象児の問題行動の調
査」など整形外科疾患分野、スポーツ分野、小児分野であり
多方面の分野での研究内容が報告されております。
　「理学療法技術講習会」は、在校生、卒業生などを対象に
して、学外から著名な講師をお招きし最新の理学療法技術
等の知見を広めていただく機会を提供しております。今年度
の講習会では千里リハビリテーション病院副院長・理学療法
士の吉尾雅春氏をお招きし、来年度は日本理学療法協会副
会長・名古屋大学大学院教授の内山靖氏といった著名な先
生方にお願いしております。
　また、小生も「乳幼児の運動発達検査　医歯薬出版」、
「イラストでわかる小児理学療法　医歯薬出版」、「イラストで
わかる人間発達学　医歯薬出版」等のテキストを上梓し、特
に、小生にとり14冊目となる「動作のメカニズムがよくわかる実
践！動作分析　医歯薬出版」は学生の臨床実習での動作観
察能力が向上できるような書籍にしました。
　最後に学生が有意義な大学生活を過ごすのは大学教員・
職員の協力はもちろんのこと、保護者様の御協力が不可欠
です！どうかよろしくお願いいたします！

　2016年11月６日（日）に第23回KIUスピーチコン
テストが開催されました。日本人学生・学部留学生・
交換留学生を含め17名が第二言語で自分の夢や留
学生活の体験等について熱く語りました。このス
ピーチコンテストを通して、学生たちは自信をつけた
と同時に、新しい友達と出会うことができました。

No. 時　期 時限 講座名称 No. 時　期 時限 講座名称

1 ４月20日（木） 4 就活準備・・前編
就活の前に「生きる」を観る 9 ６月22日（木） 4 業界研究

「業界・業種の理解と研究」

2 ４月27日（木） 4 就活準備・・後編
就活の前に「働く」を考える 10 ６月22日（木） 5 業界研究①

「実践編Ⅰ」 １社

3 ５月11日（木） 4 就職活動の進め方（スタート編） 11 ６月29日（木） 15：00-
17：00

業界研究②
「実践編Ⅱ」 ２社

4 ５月18日（木） 4 インターンシップガイダンス★ 12 ７月６日（木） 15：00-
17：00

業界研究③
「実践編Ⅲ」 ２社

5 ５月25日（木） 4 適職検査
「どんな仕事が向いているのか」 13 ７月13日（木） 15：00-

17：00
業界研究④
「実践編Ⅲ」 ２社

6 ６月１日（木） 4 企業が求める人物、徹底解剖 14 ７月20日（木） 4 夏休み直前の就活必須策

7 ６月８日（木） 4・5 ビジネス基礎研修　Ⅰ★ 15 ７月20日（木） 5 インターンシップ事前研修会★

8 ６月15日（木） 4 適職検査結果と活用
（自己PRと志望動機作成）

【リハビリテーション学部対象】

【経済学部対象】 担当部署：キャリアセンター

【地域交流・生涯教育センター】
当センターでは学生の皆さんのキャリア形成や各種資格取得を目的として資格対策講座を開講しています。これらの講座は一般の方も受講可能です。また、
下記の資格対策講座以外にもネイティブの講師による英会話講座や救急についての講習会、チャペルでのパイプオルガン講座などを用意しています。
講座の受講料、日程等の詳細は地域交流・生涯教育センター「Extension Program 2017」のパンフレット（３月郵送）をご覧ください。

●2017年度　資格対策講座ラインナップ●
講　座　名 講　座　内　容

旅行業務取扱管理者（国内・総合）　対策講座 旅行取引に関する管理と監督を行う国家資格で、国内旅行のみを扱う「国内旅行業務取扱管理者」と海外旅行まで扱え
る「総合旅行業務取扱管理者」の2種類があります。いずれも旅行・観光業界への就職を目指す方には必須の資格です。

国内旅程管理主任者　資格取得講座 団体・パッケージツアーに同行し、現地でのコースやスケジュール管理、ホテルでの手続きを行いながらツアーを管理す
る「添乗員」としての資格です。

TOEIC600講座 英語の語学力を数値で示すTOEICにおいてスコア600点の取得を目指します。600点は多くの企業が新入社員に期
待するレベルです。1年間総時間147時間の学習で600点突破を支援します。

TOEIC450/スタートアップ講座 TOEIC450点取得を目指す講座です。基本文法力、語彙力の強化、英語の実践的な実力を身につけることを目標とし
ます。450講座と、より初歩的なスタートアップ講座があります。

色彩検定３級　対策講座 文部科学省が後援する唯一の「色に関する検定試験」で、ファッション業界・インテリア・広告・ブライダルなど幅広い分野
で活用でき、役立ちます。

日商リテールマーケティング（販売士）3級　対策講座 販売のプロとしての「販売士3級」は販売員としての基礎的な知識と技術を身につけ、売り場の担当者レベルの能力を
習得します。

ファイナンシャル・プランニング技能検定３級　対策講座 ファイナンシャル・プランニングは生活設計の立て方を基本に、保険や税金、不動産や相続など「お金の知識」の基本を
幅広く学ぶことができます。

日商簿記検定3級　対策講座 簿記は帳簿をつけるための技術ですが、様々な業界・職種で必要となるビジネス基礎知識でもあります。簿記の知識を
ベースとしてさらに多くの資格（公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナーなど）にチャレンジすることも可能です。

MOS Word・Excel 2013　対策講座 仕事は元より大学生活においても、今やパソコンスキルは必須です。文書作成用ソフトのWord、表計算ソフトのExcel
の各機能・基本操作を学習します。

秘書検定２級　対策講座 社会人として必要とされる基本的な知識・マナー・常識を有することを証明する資格です。「言葉遣い」「話し方」「態度」
「振る舞い」といった人柄の要素を学び、感じのよい・人柄のよい人間力を養います。

ビジネス能力検定ジョブパス２級　対策講座 ビジネス常識や基礎的なコミュニケーション、情報活用を基本として、将来社会人として適応するために身につけておく
べき仕事の進め方や仕事への活用法を学びます。

福祉住環境コーディネータ検定２級　対策講座 高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーの資格です。福祉と住環境等の専門知識を実務に
活かし、クライアントに具体的な解決策を提案できる確実な知識・技能を身につけます。リハビリテーション学部生、必須。

《問合せ先》　地域交流・生涯教育センター　TEL：078-845-3621

No. 時　期 対象学年 講座名称 目　的 講座内容

1 ４月上旬
（オリエンテーション時に実施）

１年 基本マナー研修 • 入学直後に緊張感を持たせ、医
療人として意識付けを行う

基本的なマナー
•挨拶　　•立ち居振る舞い
•コミュニケーション

2 ７月中旬 １年 ～現場実習のための～
基本マナー研修Ⅰ

•基本マナーの確認と徹底
基本マナー復習
•言葉遣い　　•電話対応
•お礼状の書き方

３ ８月上旬 ４年 就職対策講座
履歴書写真撮影会

• 就職活動に必要なスキルを身に
つける

•入退室のマナー　•姿勢・話し方
•自己PR・志望動機
•履歴書の書き方

４ ８月下旬（２日間） ４年 学内合同就職説明会 •就職活動への意識を高める
•就職先候補を見つける

実習先、内定先および近隣病院（施設）
を中心に招き実施

※日時・内容については変更になる場合があります。変更の場合は事前に掲示板等でお知らせします。

留学生ニュー
ス

スピーチコンテスト

七夕祭

文化交流
京都旅行

2017年度〈前期〉就職ガイダンス スケジュール修学支援委員会と
神戸国際大学リハビリテーション学研究所の
役割について

修学支援委員会と
神戸国際大学リハビリテーション学研究所の
役割について
リハビリテーション学部　教授　　上杉　雅之



　平素は本学の活動に多大なるご理解とご協力いただき誠
にありがとうございます。

　小生は修学支援委員長と神戸国際大学リハビリテーション
学研究所長を兼務しております。
　修学支援委員会は全員卒業・全員国家試験合格を目指
し、１・２年生を対象に基礎知識の充実を目的として活動して
おります。10年ほど前まで、理学療法士国家試験の合格率は
90%以上でしたが、昨今では70～80%台と低下してきていま
す。過去の国家試験では、「暗記学習」でもある程度対応可
能でしたが、近年では、医療技術者としての想像力や思考力
を問う長文の問題文や図を読み解き解答しなければならない
実地問題の難易度が上がっていますし、運動力学や体内の
イオンバランスなど数学を土台とする科学的な知識も必要で
す。そこで、まず入学時に数学・国語といった基礎学力の試
験を行い、基礎学力に少し不足が見られる学生を対象に、４
月初旬から毎週１回２コマの補習を実施しております。
　また、理学療法士としての専門科目を学ぶ土台として、解
剖学・生理学・運動学があります。ここでつまずくと、今後の専
門分野の学習に支障をきたします。勿論、本来のカリキュラム
内でもしっかりやりますが、知識を定着させるためには反復学
習が必要となります。本科のカリキュラム終了の次の学期に、
まずは全員を対象として各科目の国家試験に特化した補習
と小テスト及びまとめのテストを行い、成績不良者に対しては
さらに次の学期に補習を行っています。
　これらの学習の総まとめとして、２年生と３年生の２月初旬
には、国家試験基礎分野の模試を受験していただいておりま
す。去年の成績は、２年生全国養成校で81校中28位、３年生
104校中34位になっております。

　一方、神戸国際大学リハビ
リテーション学研究所では、国
際的な視点に立って、リハビリ
テーション学について研究・調
査し、他の研究機関との交流
を図り、医療・保健・福祉に関する学術的、総合的な研究を推
進し、本学の学術研究水準の向上と地域社会における障害
予防・健康増進に寄与することを目的に活動しております。具
体的には、学術誌「神戸国際大学リハビリテーション研究」の
発行と「理学療法技術講習会」を実施しております。「神戸国
際大学リハビリテーション研究」は、本学教員をはじめ、学外
から執筆者にご参加いただいており、来年度で第８号が発行
される予定です。今まで「腱板損傷における手術前評価項目
の有用性」、「女子中高生サッカー部員を対象とした熱中症
に関する講習会の効果」「理学療法対象児の問題行動の調
査」など整形外科疾患分野、スポーツ分野、小児分野であり
多方面の分野での研究内容が報告されております。
　「理学療法技術講習会」は、在校生、卒業生などを対象に
して、学外から著名な講師をお招きし最新の理学療法技術
等の知見を広めていただく機会を提供しております。今年度
の講習会では千里リハビリテーション病院副院長・理学療法
士の吉尾雅春氏をお招きし、来年度は日本理学療法協会副
会長・名古屋大学大学院教授の内山靖氏といった著名な先
生方にお願いしております。
　また、小生も「乳幼児の運動発達検査　医歯薬出版」、
「イラストでわかる小児理学療法　医歯薬出版」、「イラストで
わかる人間発達学　医歯薬出版」等のテキストを上梓し、特
に、小生にとり14冊目となる「動作のメカニズムがよくわかる実
践！動作分析　医歯薬出版」は学生の臨床実習での動作観
察能力が向上できるような書籍にしました。
　最後に学生が有意義な大学生活を過ごすのは大学教員・
職員の協力はもちろんのこと、保護者様の御協力が不可欠
です！どうかよろしくお願いいたします！

　2016年11月６日（日）に第23回KIUスピーチコン
テストが開催されました。日本人学生・学部留学生・
交換留学生を含め17名が第二言語で自分の夢や留
学生活の体験等について熱く語りました。このス
ピーチコンテストを通して、学生たちは自信をつけた
と同時に、新しい友達と出会うことができました。

No. 時　期 時限 講座名称 No. 時　期 時限 講座名称

1 ４月20日（木） 4 就活準備・・前編
就活の前に「生きる」を観る 9 ６月22日（木） 4 業界研究

「業界・業種の理解と研究」

2 ４月27日（木） 4 就活準備・・後編
就活の前に「働く」を考える 10 ６月22日（木） 5 業界研究①

「実践編Ⅰ」 １社

3 ５月11日（木） 4 就職活動の進め方（スタート編） 11 ６月29日（木） 15：00-
17：00

業界研究②
「実践編Ⅱ」 ２社

4 ５月18日（木） 4 インターンシップガイダンス★ 12 ７月６日（木） 15：00-
17：00

業界研究③
「実践編Ⅲ」 ２社

5 ５月25日（木） 4 適職検査
「どんな仕事が向いているのか」 13 ７月13日（木） 15：00-

17：00
業界研究④
「実践編Ⅲ」 ２社

6 ６月１日（木） 4 企業が求める人物、徹底解剖 14 ７月20日（木） 4 夏休み直前の就活必須策

7 ６月８日（木） 4・5 ビジネス基礎研修　Ⅰ★ 15 ７月20日（木） 5 インターンシップ事前研修会★

8 ６月15日（木） 4 適職検査結果と活用
（自己PRと志望動機作成）

【リハビリテーション学部対象】

【経済学部対象】 担当部署：キャリアセンター

【地域交流・生涯教育センター】
当センターでは学生の皆さんのキャリア形成や各種資格取得を目的として資格対策講座を開講しています。これらの講座は一般の方も受講可能です。また、
下記の資格対策講座以外にもネイティブの講師による英会話講座や救急についての講習会、チャペルでのパイプオルガン講座などを用意しています。
講座の受講料、日程等の詳細は地域交流・生涯教育センター「Extension Program 2017」のパンフレット（３月郵送）をご覧ください。

●2017年度　資格対策講座ラインナップ●
講　座　名 講　座　内　容

旅行業務取扱管理者（国内・総合）　対策講座 旅行取引に関する管理と監督を行う国家資格で、国内旅行のみを扱う「国内旅行業務取扱管理者」と海外旅行まで扱え
る「総合旅行業務取扱管理者」の2種類があります。いずれも旅行・観光業界への就職を目指す方には必須の資格です。

国内旅程管理主任者　資格取得講座 団体・パッケージツアーに同行し、現地でのコースやスケジュール管理、ホテルでの手続きを行いながらツアーを管理す
る「添乗員」としての資格です。

TOEIC600講座 英語の語学力を数値で示すTOEICにおいてスコア600点の取得を目指します。600点は多くの企業が新入社員に期
待するレベルです。1年間総時間147時間の学習で600点突破を支援します。

TOEIC450/スタートアップ講座 TOEIC450点取得を目指す講座です。基本文法力、語彙力の強化、英語の実践的な実力を身につけることを目標とし
ます。450講座と、より初歩的なスタートアップ講座があります。

色彩検定３級　対策講座 文部科学省が後援する唯一の「色に関する検定試験」で、ファッション業界・インテリア・広告・ブライダルなど幅広い分野
で活用でき、役立ちます。

日商リテールマーケティング（販売士）3級　対策講座 販売のプロとしての「販売士3級」は販売員としての基礎的な知識と技術を身につけ、売り場の担当者レベルの能力を
習得します。

ファイナンシャル・プランニング技能検定３級　対策講座 ファイナンシャル・プランニングは生活設計の立て方を基本に、保険や税金、不動産や相続など「お金の知識」の基本を
幅広く学ぶことができます。

日商簿記検定3級　対策講座 簿記は帳簿をつけるための技術ですが、様々な業界・職種で必要となるビジネス基礎知識でもあります。簿記の知識を
ベースとしてさらに多くの資格（公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナーなど）にチャレンジすることも可能です。

MOS Word・Excel 2013　対策講座 仕事は元より大学生活においても、今やパソコンスキルは必須です。文書作成用ソフトのWord、表計算ソフトのExcel
の各機能・基本操作を学習します。

秘書検定２級　対策講座 社会人として必要とされる基本的な知識・マナー・常識を有することを証明する資格です。「言葉遣い」「話し方」「態度」
「振る舞い」といった人柄の要素を学び、感じのよい・人柄のよい人間力を養います。

ビジネス能力検定ジョブパス２級　対策講座 ビジネス常識や基礎的なコミュニケーション、情報活用を基本として、将来社会人として適応するために身につけておく
べき仕事の進め方や仕事への活用法を学びます。

福祉住環境コーディネータ検定２級　対策講座 高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーの資格です。福祉と住環境等の専門知識を実務に
活かし、クライアントに具体的な解決策を提案できる確実な知識・技能を身につけます。リハビリテーション学部生、必須。

《問合せ先》　地域交流・生涯教育センター　TEL：078-845-3621

No. 時　期 対象学年 講座名称 目　的 講座内容

1 ４月上旬
（オリエンテーション時に実施）

１年 基本マナー研修 • 入学直後に緊張感を持たせ、医
療人として意識付けを行う

基本的なマナー
•挨拶　　•立ち居振る舞い
•コミュニケーション

2 ７月中旬 １年 ～現場実習のための～
基本マナー研修Ⅰ

•基本マナーの確認と徹底
基本マナー復習
•言葉遣い　　•電話対応
•お礼状の書き方

３ ８月上旬 ４年 就職対策講座
履歴書写真撮影会

• 就職活動に必要なスキルを身に
つける

•入退室のマナー　•姿勢・話し方
•自己PR・志望動機
•履歴書の書き方

４ ８月下旬（２日間） ４年 学内合同就職説明会 •就職活動への意識を高める
•就職先候補を見つける

実習先、内定先および近隣病院（施設）
を中心に招き実施

※日時・内容については変更になる場合があります。変更の場合は事前に掲示板等でお知らせします。

留学生ニュー
ス

スピーチコンテスト

七夕祭

文化交流
京都旅行

2017年度〈前期〉就職ガイダンス スケジュール修学支援委員会と
神戸国際大学リハビリテーション学研究所の
役割について

修学支援委員会と
神戸国際大学リハビリテーション学研究所の
役割について
リハビリテーション学部　教授　　上杉　雅之
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発行　神戸国際大学  保護者会  後援会

　この相談会は個別面談方式です。教員および教務担当・キャリア担当職員
が保護者の方からのご質問にお答えする形で行います。
　学生のみなさんのカリキュラムなど勉学制度、成績表などの見方や就学状
況、また就職活動などについてご説明をさせていただきます。
　開催の１か月前に保護者あてにご案内します。
（全員参加ではございません。ご希望の方のみお申し込みください。）

　現在、大学で実施している国際交流プログラムには、
大きく分けて送り出しと受け入れの２種類があります。送
り出しのプログラムは、経済学部・リハビリテーション両学
部の学生が参加できる海外研修・海外語学研修（以
下、海外研修）や留学セミナー・海外語学研修Ｂ（以下、
留学セミナー）など短期のものと、長期（半年から10ヶ
月）の交換留学です。
　1989年度より25年以上にわたって行われている海外
研修Ａ（創設当初は「米国語学研修」）は、教員が全期
間（４～５週間）にわたって随行するため、渡航経験の
ない学生も安心して参加し、イギリスやオーストラリアで
の英語研修を通して異文化体験できるプログラムで
す。内向き志向を一因として、留学を希望する大学生
が減少傾向にある昨今、本学では参加者数が年々増
加しています。また2017年２月から３月にかけて、第１回
留学セミナーがタイ、台湾、ベトナムの３ヶ国で実施され
ます。１週間の研修中、各国の協定校を訪れて現地学
生との交流を図りながら、それぞれの国の歴史や文化、
社会について学ぶ本プログラムは、アジアの隣人に興
味を持ち、互いの理解を深める第一歩になると期待し
ています。
　教学センター（国際交流・国際別科担当）を取り巻く
環境は、この数年間で大きく変化しました。2009年には
国際別科が創設され、アジア圏の国 を々中心に協定校
も増え、留学生の数が飛躍的に増しました。現在、タイ、
ベトナム、ネパール、中国、台湾、モンゴル、ミャンマー、
フィリピン、ノルウェー、モルドヴァなどの国々からやって
来た学生が本学で学んでいます。また交換留学プログ
ラムでは、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ノルウェー
に加え、2016年度には初めてタイへ学生を送り出すこと
ができました。今後も派遣国は増えていく予定です。
　本学で推進中のグローバル・キャンパス構想では、神
戸国際大学のキャンパスを中心に、協定・提携校それ
ぞれが本学のグローバル・キャンパスであり、そこから
やって来る個々の学生も本学の一員であることが提唱

されています。海外の大
学との協定へ向けた動き
もさらに活発になり、2016
年度には韓国とアイルラ
ンドに初めての協定校を
設けました。現在、協定校
の総数は10ヶ国・22大学
に上り、提携に向けて準
備中の大学も複数校あり
ます。
　近年、海外の大学との
提携に力を入れ、送り出し・受け入れのプログラムを増
やす動きは多くの大学で見られます。そのような中、本
学の強みは、小規模大学ならではの手厚いケアにあり
ます。英語・中国語・ベトナム語が堪能なスタッフをそろ
え、本学学生を海外へ送り出す前の準備段階から、留
学中の細かい対応、そして帰国後のフォローまで行いま
す。また本学に来る留学生には個々に寄り添い、学業に
関することのみならず、生活全般および卒業後の進路
に至るまで、親身になって相談に乗っています。そのた
め、段階を追って複数の派遣プログラムに参加する学
生も多く、また本学での交換留学や日本語研修後に転
入学を希望する留学生もいます。さらには、まったく予期
しない海外の大学が口コミで噂を聞きつけ、本学に突
然アプローチしてくるようなこともありました。
　留学した学生は、異文化との接触を通して既成の価
値観を揺さぶられ、様々なことを感じ、多くのことを学び
ます。しかし多くの場合、その意味を十分に理解し、認
識するのは、留学が終わってからです。それは帰国後、
または数年後、数十年後のことかもしれません。そのよう
な瞬間に、グローバル・キャンパスの学生一人一人が、
参加したことに大きな意義を見い出すことができるよう、
プログラムの充実に向けて真摯に尽力していきたいと
思います。これからも、国際交流プログラムへのご理解
とご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

臨床実習(リハビリテーション学部)

（教学センター・キャリアセンター）

臨床実習Ⅲ（４年）
臨床実習Ⅳ（４年）
理学療法概論演習（１年）
臨床実習Ⅱ（３年）
臨床実習Ⅰ（２年）

４月10日（月）～５月20日（土）
６月５日（月）～７月22日（土）
８月７日（月）～９日（水）
11月27日（月）～ 12月16日（土）
２月13日（火）～ 26日（月）

■サッカー部
 関西学生サッカー連盟　第94回リーグ戦
　２部Bリーグ（通期）
　７勝９敗２分　６位　森ノ宮医療大学との入替戦へ
　◇入替戦◇
　神戸国際大学　7－2　森ノ宮医療大学（3部5位）
　２部Ｂリーグ残留
　２部Ｂリーグ　個人賞
　☆得点ランキング ２位 13点 毛利　謙太（経済・４年）
　☆アシストランキング 10位 5点 成吉　萌人（経済・２年）
　※詳細はH.P「関西学生サッカー連盟」をご覧ください。

■硬式野球部
　阪神大学野球連盟　２部西リーグ秋季リーグ戦　
　５勝５敗　４位
　個人賞
　☆ベストナイン　一塁手　山口　秀一（経済・３年）
　※詳細はH.P「阪神大学野球連盟」をご覧ください。

学費

留学

奨学金

入試

学事
３月23日（水）　　履修書類配布・時間割入力指導 
～４月５日（水）
３月29日（水）　　学生証更新・健康診断
３月30日（木）　　（２年生～４年生対象）
４月５日（水）　　入学前レクリエーション（経済のみ）・ 
　　　　　　　　女子会［両学部］
４月６日（木）　　入学式　経済学部　10：00 ～ 
　　　　　　　　　　　　リハビリ　14：00 ～ 
　　　　　　　　保護者会、後援会総会　12：00 ～
４月７日（金）　　新入生オリエンテーション［両学部］
４月８日（土）　　履修指導
４月10日（月）　　前期授業開始
４月10日（月）　　前期「履修登録」・「教職課程登録」期間 
　　～ 15日（土）
４月17日（月）　　教科書販売 
　　～ 19日（水）
５月８日（月）　　教科書販売（２次） 
　　～９日（火）
７月17日（月祝）　通常授業実施
７月29日（土）　　前期授業終了
７月31日（月）　　前期「補講」期間 
　　～１日（火）
８月２日（水）　　前期「定期試験」期間 
　　～８日（火）
８月９日（水）～　集中講義

2017年度前期の学業成績通知は９月中旬ごろ郵送します。
（保証人住所宛）
　お問合わせ：教学センター教務　078-845-3500

前期学納金振込用紙送付予定　４月上旬
　お問合わせ：管理運営センター　078-845-3111

説明会開催４月上旬　学内掲示で案内します。
　お問合わせ：教学センター厚生補導　078-845-3110

海外研修、交換留学について
　お問合わせ：教学センター国際交流　078-845-3456

2018年度の入試要項は５月頃に出来上がる予定です。
　お問合わせ：入試広報センター　078-845-3131

成績
｝

｝

８月９日（水）　　夏期休暇期間 
～９月24日（日）

■ハンドボール部
 関西学生ハンドボールリーグ秋季リーグ戦
　3部リーグ
　秋季リーグ戦　３勝３敗　５位　
　個人賞
　☆得点ランキング　２位　46点　中村　友哉（経済・２年）
　☆得点ランキング　４位　41点　若木　佑典（経済・２年）
　※詳細はH.P「関西学生ハンドボール連盟」をご覧ください。

■バレーボール部
 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦
　4部リーグ　5勝2敗　3位
　※詳細はH.P「関西大学バレーボール連盟」をご覧ください。

■バスケットボール部
 関西バスケットボール連盟5部リーグ　
　2016年度リーグ戦　5勝6敗　6位
　個人賞
　☆スリ―ポイントランキング 2位 32本 荒木　佑太（経済・3年）
　☆ポイントランキング 8位 187点 野路　大翔（リハ・3年）
　※詳細はH.P「関西学生バスケットボール連盟」をご覧ください。

日　時
６月17日（土）
９月９日（土）
９月16日（土）

　　　場　所
本学（２～４年対象）
広島（全学年）
本学（全学年）

国際交流センター長　　経済学部　准教授　　魚住　香子
国際交流プログラムに携わって

学事予定・学校からのお知らせ（３月～８月）

保 護 者 相 談 会 の 開 催 予 定

2016年度学生団体試合結果（後期分）


