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神戸国際大学　保護者会　会長　岡村　和子

ご 挨 拶

神戸国際大学創立50周年記念事業概要

おかむら　　かず こ

　初めまして。保護者会ならびに後援会の皆様に、
ご挨拶申し上げます。
　昨年度より、保護者会会長を務めさせて頂いており
ます、岡村でございます。
　なにぶん不慣れと言うより初めての経験で、分からな
い事だらけの手探り状態でのスタートとなりましたが、
保護者会会員の皆様のご理解とご協力の上で、今後も
頑張って務めさせて頂きたいと思いますので、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。
　さて、この春入学されました新入生の皆様におかれま
しては、新生活にも慣れ、大学生活初めての夏休みを、
どのように過ごそうかとお考えの時期かと思います。
また四年生の皆様は、リクルートスーツに身を包み、就
職活動に大変な思いをされている事でしょう。
　私事ではございますが、医療従事者として働きたい
と思い、選んだ学校で良き友に出会い、必死で学んだ
学生生活を懐かしく思い出します。中でも病院実習中は
寝る間もなく、ひたすら実習内容を思い出し、実習帳と

向き合っていた日々が、もし
かしたら今までの人生の中
で、一番勉強していた時期で
はないかと思います。
　子どもも医療従事者としての目標を見付け、日々勉学
に励んでいる姿を見ていると、親として出来る事は限ら
れてはおりますが、そっと見守り応援し続けたいと思っ
ております。
　神戸国際大学は、今年50周年を迎えました。現在の
キャンパスは、六甲アイランドという海の傍で、六甲山系
も見渡せる神戸らしい場所に建ち、学生の皆様は、歴史
ある恵まれた環境で、それぞれに目指す目標に向かっ
て、日々勉学やスポーツに励まれている事と思います。
　そんな学生の皆様の魅力あるキャンパスライフが、よ
り良いものとなります様、保護者会としましても出来る
限り支援してまいりたいと思っておりますので、今後と
も、保護者会活動への皆様の一層のご理解とご協力を
賜ります様お願い申し上げます。

１． 記念講演会
（1）開 催 日　2018年６月２日（土）
（2）開催場所　本学

「世界から見た日本」
―求められるべきインテリジェンス―
手嶋　龍一氏（作家・ジャーナリスト）

２． 記念式典・祝賀会
（1）開 催 日　2018年9月22日（土）　11時00分～14時40分
（2）開催場所　神戸ベイ・シェラトンホテル

３． ホームカミングデイ
―お帰りなさい！ようこそ　思い出の母校へ―

（1）開 催 日　2018年11月４日（日）　12時30分～15時30分
（2）開催場所　神戸ベイ・シェラトンホテル

記念資料の作成
　創立者八代斌助記念資料集を編纂・出版いたします。

記念募金
　（1）事業期間　2018年４月１日～2020年３月31日
　（2）目　　的　グローバル社会に対応する教育および

研究の振興・充実に係る資金調達のため
　（3）使　　途　大学における教育および研究の振興・

充実に係る経費並びに設備機器等の取
得費用に充当

＊使途の詳細については、ホームページや寄付を
いただきました皆様への事業報告書にてご報告
させていただく予定です。



保護者会役員 後援会役員

保護者会収支決算〈2017年4月1日より2018年3月31日まで〉 後援会収支決算〈2017年4月1日より2018年3月31日まで〉

保護者会収支予算〈2018年4月1日より2019年3月31日まで〉 後援会収支予算〈2018年4月1日より2019年3月31日まで〉

（単位 ： 円） （単位 ： 円）

（単位 ： 円） （単位 ： 円）

本学では授業以外に日本人学生との交流の場を
多数提供しています！

2018年度 総会報告2018年度 総会報告
４月６日（木）入学式の後、大学役職員陪席のもと、保護者会・後援会総会が開催されました。
2017年度決算、2018年度予算、役員の改選が審議され、承認されました。
４月６日（木）入学式の後、大学役職員陪席のもと、保護者会・後援会総会が開催されました。
2017年度決算、2018年度予算、役員の改選が審議され、承認されました。

留学生ニュース留学生ニュース



経済学部経済学部

2018年度
新任教員
（専任）
紹　介

　2018年、神戸国際大学は創立50周年を迎えました。「神を
畏れ、人を恐れず、人に仕えよ」という建学の精神のもと、数々
の苦難を乗り越えて本学を創立した八代斌助師父とはいっ
たいどんな人物だったのでしょうか。少し歴史を紐解いてみ
たいと思います。
　1900（明治33）年、八代斌助師父は北海道の函館に生ま
れました。釧路中学を経て立教大学予科に進学し中退。旭
川歩兵連隊で陸軍少尉に任官するなどしたのちに聖職者
を志し、伝道師補、執事を経て1927年に司祭となり、イギリス
のケラム神学校に留学しました。帰国後、神戸聖ミカエル教
会牧師、神戸教区主教などを歴任し、1947年に日本聖公会
主教会議長となり、その後死去するまで首座主教の地位に
ありました。
　戦時中、軍部や政府の圧力によってプロテスタント教会
が合同を強要された際には、迫害を受けることを覚悟して、
日本聖公会を守り通しました。当時の特高警察の資料には、
「類例まれな豪傑僧」と書かれていたようです。驚くべきこと
に、厳しい取り調べを行った刑事は、後に八代師父から洗礼
を受けてクリスチャンになったのでした。
　戦後、世界の聖公会との「和解」のために、民間人海外渡
航第１号として、ロンドンで開かれた、世界の聖公会の主教
が一堂に会す「ランベス会議」に出席しました。この際、昭和
天皇のメッセージをイギリス国王ジョージ６世に伝達した話は
有名になりました。
　その後もヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、アジアなど、世界
中を飛び回って日本の国際的地位の向上に尽力し、「空飛
ぶ主教」「世界のヤシロ」と呼ばれました。これらの功績が認
められ、オックスフォード大学神学博士、トロント・トリニティカレッ

ジ神学博士など数多くの学位も
授与されています。
　1959年に日本聖公会宣教百
年記念大会が開催された際に、カンタベリー大主教フィッ
シャー博士、アメリカ聖公会総裁主教リヒテンバーガー博士を
はじめ、世界中から多数の要人が来日したのも、彼の幅広い
交遊を物語っています。特にフィッシャー博士は記者会見で
来日の目的を聞かれたときに、「悪友のヤシロに会いに来た」
と答え、記者たちを驚かせました。
　このように、宗教家として活躍した八代師父ですが、数多く
の教育機関・福祉施設なども設立しました。親交のあったマッ
カーサー元帥から、「私は戦争で破壊ばかり行ってきたが、今
度は復興という偉大な使命を神から与えられた。どうか手
伝って欲しい」と求められてのことでした。還暦の時にはその
肩書きが歳の数を超えていた、ということです。
　八代師父と言えば、「大きかった」というイメージがよく語ら
れます。その人間性はもちろんのことですが、体も大きく怪力
の持ち主だったようで、中学生のときには出羽海部屋に勧誘
されたというほど。その後も相撲には縁があり、若かりし頃から
才能を見出した大鵬の後援会長を長く務めていました。
　しかし、そんな彼も病には勝てず、1970（昭和45）年、ガン
性腹膜炎のために永眠しました。生前の功績を称え、正四
位・勲二等旭日重光章が送られました。
　八代師父は本学の創立に際し、「現代の社会における大
学の新しいあり方」を追求したいと書き残しています。この時
代に求められる大学の新しいあり方とは何か、次の50年に向
けての大きな宿題を抱えながら、神戸国際大学は新たな一
歩を踏み出していきたいと思います。

「神を畏れ、人を恐れず、人に仕えよ」「神を畏れ、人を恐れず、人に仕えよ」

経済学部　准教授　山口　宰
― 本学創設者・八代斌助師父の足跡

観光地理学、観光経済学、
現代娯楽産業論、観光リ
ゾート開発論など

経営学、企業倫理、経営戦
略論、国際文化産業論など

英語、異文化コミニュケー
ション、留学英語、英語スタ
ディスキルなど

担 当 科 目 担 当 科 目 担 当 科 目
Bonnah Theodore 准教授
　バナ　　 セオドア

上田 恵美子 准教授
うえ だ え み こ

北　 邦弘 教授
きた  くに ひろ

や ま ぐ ち 　　　つかさ



リハビリテーション学部リハビリテーション学部

2018年度
新任教員
（専任）
紹　介

　今年度、リハビリテーション学部の国家試験対策委員会委
員長になりました小門陽です。保護者の皆様方に本学の理
学療法士国家試験対策をご紹介したいと思います。
　まず、理学療法士国家試験は、毎年２月末に行われ、午前
１００問と午後１００問の五択問題をそれぞれ２時間４０分で解
答するという試験になっています。試験内容は、専門基礎科
目（解剖学、生理学、運動学、病理学、内科学、神経内科、精
神医学、臨床心理学、リハビリテーション医学等）と専門科目
（理学療法概論、理学療法評価学、装具学、理学療法治療、
物理療法学、法律制度論、臨床運動学、運動生理学、運動
療法学、生活環境論等）からなり、大学４年間で学ぶ専門科
目全てが出題範囲となっています。
　最近の国家試験では、毎年９千人から１万人が合格して
います。昨年度を例に言いますと、受験者数は12,148人で合
格者は9,885人となっています。合格率の全国平均は、年度に
よってかなり変動しています。最高は9年前の92.8%、最低は、
３年前の74.1%でかなり難易度が変わります。昨年は90.3％、
今年は81.4％となっています。本学の現役の合格率は、昨年
が100%、今年は97.3%と大変良い結果を出しております。
　次に、本学の国家試験対策における学習プログラムをご紹
介いたします。前にも述べましたように大学４年間で学ぶすべ
ての専門科目が出題範囲となっています。また、それぞれの科
目が絡み合って解く総合問題も多いのです。近年では、その
難易度も上がっておりますので、短期の対策では多くの学生
を合格させることが出来なくなっています。
　本学では、他の大学と異なり長期間の国家試験対策プロ
グラムを導入しております。学習期間は８月27日から２月22日ま
での月曜日から金曜日（場合によっては土曜日）までの約半年
間で、学習時間は朝９時20分から始まり18時10分で終わりま
す。原則午前中に先生方による講義があり、午後はゼミごと（５

～６人）に分かれて午前中に行わ
れた講義内容について理解を深
めるグループ学習を行い、夕方に
講義内容の確認テストを行います。学習不足で点数が80％
未満の学生は、再テストを受け不十分であった理解力を上げ
ていきます（再テスト不合格の場合は再 テ々ストも受けます）。
さらに大学に残ってもっと勉強したいという学生達のために自
習教室を20時まで開放しています。
　この学習プログラムの講義内容は、８月末から10月末まで
専門基礎科目を、11月から12月末まで専門科目を行っていま
す。12月末までに全ての範囲の内容を身につけることになりま
す。最後の１月から２月は実際の国家試験問題等を多く解答
させる学習を行います。これにより実践力を養い２月末の国家
試験に合格できる実力を付けます。
　しかし、この学習プログラムでも成績を伸ばせない学生がお
ります。その学生達のために、18時から20時まで（場合によって
は21時）の時間に「囲い込み」という学習プログラムを行います。
成績を伸ばせなかった分野を再復習させることで参加した学
生の多くが成績を伸ばし、国家試験の合格へ導いています。
　このような国家試験対策プログラムを導入したことが高い
合格率を保っている理由であると考えております。
　最後に、リハビリテーション学部の保護者の皆様へのお願
いですが、１・２年次生での学習は基礎固めの重要な時期で
す。この時期の学習が不十分であった学生は、４年生からで
は厳しく、上で述べました「囲い込み」学習に参加しても成績
を十分に伸ばすことが出来ないのです。それゆえに、ご子息
様・ご息女様が低学年から勉学に励んで頂けますようにご協
力をお願いしたいと考えております。
　国家試験対策委員会は全員合格を目指しておりますの
で、今後ともよろしくお願い致します。

国家試験合格は一日にして成らず
～ １年生からコツコツ真面目に勉強しましょう ～

リハビリテーション学部　教授　小門　陽

ヘルスプロモーション学、ヘ
ルスプロモーション学演習、
義肢学演習

理学療法評価学A、理学療
法評価学演習A、装具学演
習など

保健・福祉入門、運動生理
機能学、理学療法実践演習
など

担 当 科 目 担 当 科 目 担 当 科 目
秋月 千典 助教 木下 めぐみ 助教岩瀬 弘明 専任講師

いわ  せ ひろ あき あき づき かず のり きの した

こ  か ど 　　　あきら



本学では授業以外に日本人学生との交流の場を
多数提供しています！
本学では授業以外に日本人学生との交流の場を
多数提供しています！

KIUでは留学生をサポートする日本人学生のSAが増えていま
す。外国語や異文化交流に興味を持っているSAが日本語授業
に入って、会話練習やインタビューなどを通して留学生と交流
しています。このような活動を通して、日本人学生は色々な国の
留学生と触れて、外国人との距離を縮めることができ、視野を
広けることができたようです。そして留学生は日本語でコミュニ
ケーション力を高めることができ、日本人の友達もできて、日本
語の勉強が楽しくなったという声が上がっています。

6/10-6/19の十日間、KIUはベトナムの提携校であるUEF
（University of Economics and Finance, Ho Chi Minh 
City）から17名の学生を迎えて、サマープログラムが行われま
した。KIUのネパール、ベトナム、香港から来た留学生及び日本
人学生は自分たちの語学力と観光知識を生かし、神戸だけでは
なく京都や大阪を案内し、関西の魅力をたっぷり味わってもら
いました。

2018年度　就職ガイダンス 〈後期〉スケジュール

2018年度 総会報告
４月６日（木）入学式の後、大学役職員陪席のもと、保護者会・後援会総会が開催されました。
2017年度決算、2018年度予算、役員の改選が審議され、承認されました。

留学生ニュース留学生ニュース留学生ニュース



〒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。

（教学センター・キャリアセンター）

日　時

９月15日（土）

場　所

本　学

学費

入試

学事
９月20日（木）　　９月卒業式
９月22日（土）　　後期授業開始
９月22日（土）～　後期「履修登録・変更」期間 　　29日（土）　
９月24日（月）　　【振替休日】通常授業実施
９月25日（火）、　 教務ガイダンス 　　26日（水）　
10月６日（土）　　秋季入学生　入学式
10月８日（月）　　【体育の日】通常授業実施
10月11日（木）　　プロゼミⅠ・Ⅱ説明会（経済）
10月18日（木）　　ゼミナールⅠ・Ⅱ説明会（経済）
11月３日（土）　　【文化の日】通常授業実施

11月４日（日）　　大学祭、グループワークコンテスト 　　　　　　　　ポスターセッション大会
11月10日（土）　　全日休講【大学入試共通プレテスト】
11月23日（金）　　【勤労感謝の日】通常授業実施

11月29日（木）　　第10回グループワークコンテスト 　　　　　　　　プレゼンテーション大会
12月22日（金）　　冬期休暇前最終授業
12月23日（土）　　冬期休暇開始
１月７日（月）　　冬期休暇明け授業開始

2018年度（前期）学業成績通知は９月中旬頃郵送します。
（保証人住所宛）
　お問い合わせ：教学センター教務　078-845-3500

2018年度後期学納金振込用紙は９月中旬頃郵送します。
　お問い合わせ：管理運営センター　078-845-3111

2019年度の入試要項配布中です。
　お問い合わせ：入試広報センター　078-845-3131

成績

１月18日（金）～　全日休講【大学入試センター試験】 　　20日（日）　
１月26日（土）　　後期授業終了
１月28日（月）、　 後期補講期間 　　29日（火）
２月１日（金）～　学年末・後期「定期試験」期間 　　７日（木）
２月中旬　　　　特別クラス進級テスト（経済）
３月上旬　　　　卒業判定会議（両学部）
３月20日（水）　　学位記授与式（両学部）

■サッカー部
　2018年第96回関西学生サッカーリーグ
　3部リーグ　Ｂブロック（前期）
　通算　10勝1分　勝点31　1位

■硬式野球部
　阪神大学野球連盟リーグ戦（春季）２部西リーグ
　１勝７敗　５位
　ベストナイン
　３塁手　福島　直希（経済・３年生）
　阪神大学野球連盟新人戦
　１回戦　　○　神戸国際大学　３-０　姫路獨協大学
　2回戦 ○　神戸国際大学　３-０　流通科学大学
　準決勝 ×　神戸国際大学　２-４　甲南大学
　3位決定戦 ×　神戸国際大学　０-10 帝塚山大学

■バレーボール部
　関西学生バレーボール連盟
　春季３部リーグ
　１勝６敗　８位

保 護 者 相 談 会 の 開 催 予 定

学事予定・学校からのお知らせ（９月～３月）

2018年度 学生団体試合結果
（前期分）

ハンドボール部が2018年度関西
学生ハンドボール2部リーグ戦にお
いて2位となりました。1部リーグ9位
の立命館大学との入れ替え戦を行
い、接戦の末、勝利し、2018年秋季
リーグ戦から1部昇格となりました。
1部昇格は2012年度のサッカー部
以来でハンドボール部では7回目
のチャレンジで初昇格となりました。

■リーグ戦の成績結果
2018年度関西学生ハンドボール連盟
春季リーグ2部　5勝1敗　2位
得点ランキング
１位　76点　青戸　和樹（経済１年生）
３位　42点　中村　友哉（経済４年生）
４位　39点　原　　悠生（経済２年生）

■入れ替え戦の結果
神戸国際大学○32-31立命館大学

ハハンンドドボボールルハハハンンドドボドドボボールルル部、、部部部、、1111部部部リリーググへへリリーググへグへへへへ昇昇昇昇昇格格格格！！ハンドボール部、1部リーグへ昇格！

試合後の記念撮影

学長への１部昇格報告会後の写真

2018 年 6月 25日現在 祝




