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神戸国際大学　後援会

副会長　小池　敦昭

後援会会報寄稿文
神戸国際大学　保護者会

副会長　高井　久子

保護者と大学との連帯

　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。
　1999年より、後援会副会
長を務めさせて頂いており
ます小池でございます。

1995年に息子の入学と同時に保護者会へ入会し、卒
業後も後援会として23年のお付き合いとなります。
　さて、2018年は大学創立50周年にあたります。この
栄えある節目に、保護者会・後援会の皆様と迎えるこ
とができましたことを嬉しくも光栄に感じております。
　神戸は、開港の地として栄えた歴史があり、政令市
として今後ますますの発展が期待される国際都市で
あることから、本学も外国人留学生の受入れや交換
留学を積極的に行っており、国際化に向けた多様性
を育む学び舎として、最高の環境にあると考えており
ます。
　後援会副会長を拝命した当初は、不安もありまし
たが、本会の諸先輩方や先生方にご指導を賜るなか
で、不安も解消され、本会を通じて学ぶ機会を頂け
たことに感謝しております。
　これは、本学の特徴である多文化共生の場を表し
ているように感じます。
　本会は、会則に則り、大学の方針・取組みなどを
知る機会の提供、保護者から大学に対するご意見・
ご要望の発信を目的として活動しております。
　今後も先生方、保護者の皆様と連携し、本学に関
わる全ての方 を々つなぐ架け橋として取り組んで参り
ますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

　会員の皆様には、益々
ご清祥のこととお喜び申
し上げます。
　また日頃より保護者
会、後援会のご活動にご
理解とご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。
　2018年９月22日（土）神戸ベイシェラトンホテルに
おいて、大学創立50周年記念式典・講演会、祝賀
会が開催されました。半世紀という月日の流れと
変遷を心に思い浮かべながら厳かに式典を終えま
した。
　そして今、次への60周年に向けて新たな船出をい
たしました。学生たちは日々の授業や試験、実習、
就職活動、国家試験、人間関係やアルバイトなど、
夢や悩みがたくさんあると思います。これからも保
護者会として出来ることを保護者の皆様や学校と一
緒に知恵を出し合いながら実現させていきたいと思
います。
　保護者の皆様におかれましては、学生の自立を促
進しながら、サポートを継続していく為のご支援ご
協力をよろしくお願いいたします。
　本会がより良い活動となるよう役員とともに協力し
ていきますので、会員皆様のより一層のご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。
　会員皆様方のご健勝とご多幸を祈願し、神戸国際
大学の今後益々の発展を祈念しご挨拶とさせて頂き
ます。



　昨年12月１日付で、学校法人八代学院の理事長職を拝命いたしました。
　PTA・後援会・同窓会、そして学院に連なるすべての教職員の皆様には、
日頃より生徒・学生のため、また本学院のためにご支援、ご教導くださいまして
心より御礼申し上げます。
　創立者八代斌助主教が「神を畏れ、人を恐れず、人に仕えよ」との建学の
精神を提唱し、1963年４月に学院が創立されてから56年、また神戸国際大学
は昨年50周年を迎えましたが、この半世紀の節目を迎えることができました
のも、学院に連なるすべての皆様と、今日まで学院をお導きくださいました文
部科学省をはじめとする官公庁、および関係諸団体の皆様方のお蔭と心より
感謝申し上げます。
　少子化や公立高校の無償化等、私学を取り巻く環境は厳しい状況下にあ
りますが、そうなればなおのこと今後とも建学の精神を中心に据え、世界を
舞台に活躍する人材の育成と、キリストの愛に根差した一人ひとりを大切にす
る教育事業に全力で取り組む所存です。
　100年に向けた学院のさらなる発展のためにも、これまでと同様、皆様方の
ご支援とご加祷を切にお願い申し上げる次第です。

　保護者会・後援会の皆さま方には、平素よりご高配を賜り、篤くお礼申し上げます。
　八代斌助師父が聖公会キリスト教主義教育を具現化するために、「神を畏れ
人を恐れず　人に仕えよ」を建学の精神に掲げて建てられた神戸国際大学は、
2018年度に創立50周年の節目を迎えました。今日ここまで歩んでこられましたの
も、ひとえに保護者会・後援会の皆さまのご支援があったからに他なりません。
衷心より感謝申し上げます。
　さて、大学では創立50周年記念事業実行委員会を組織して、諸事業を展開致しました。主だったものについてご報
告申し上げます。2018年６月２日にはジャーナリストの手嶋龍一先生を講師に迎え「世界から見た日本－求められるべき
インテリジェンス－」と題して記念講演会を開催し、400名近い聴衆を得ました。９月22日には内外より多数のご来賓をお
迎えし、記念礼拝、記念式典、記念祝賀会を盛大に挙行しました（神戸ベイシェラトン）。この中で行われました政策研
究大学院大学教授の大田弘子先生による記念講演「これからの日本経済－大転換期を乗り切る人材とは－」は好評
を博しました。11月４日には大規模なホームカミングデイを開催し、同窓生と教職員の旧交を温める絶好の機会となりまし
た（神戸ベイシェラトン）。また、本事業の最大の成果として、創立者に関わる資料の整理、編纂、集成が試みられました
ことは特筆しておきます。『神を畏れ　人を恐れず　人に仕えよ－八代斌助資料集－』は本学の創設期よりご縁の深
かった神戸新聞社より刊行されました。本書は今後の50年を展望する知恵の宝庫と言えましょう。その他、詳しくは大学
ホームページの特別サイト https://www.kobe-kiu.ac.jp/50th/event.html をご高覧下さい。
　本事業を推進するにあたり、保護者会・後援会の皆さまの温情あるご理解と強力なご支援が得られましたこと
は、私たちにとりましてこの上ない喜びであり何よりの励ましでありました。今もなお感謝の念に満ち溢れております。
私たちは次の半世紀に向けて、力強く歩んで参ります。厳しい環境下でございます。私たちの歩みには、保護者
会・後援会の皆さまとの連携と連帯が欠かせないものと承知しております。引き続き、本学の研究活動と教育活動
の進展に対して、ご協力いただきますように心からお願い申し上げます。

理事長就任あいさつ理事長就任あいさつ

理事長　八代　智

大学創立50周年記念事業に
ついてのご報告
大学創立50周年記念事業に
ついてのご報告
大学創立50周年記念事業実行委員長　　近藤　　剛

学校法人八代学院



大学創立50周年記念ホームカミングデイを開催いたしました。
　2018年11月4日（日）に、神戸ベイシェラトン ホテル＆
タワーズにて大学創立50周年記念ホームカミングデイを開催
致しました。本学を卒業された同窓生や教職員が年代を超え
て集まり親睦を深めました。前田理事長、下村学長の挨拶、
同窓会山本会長の乾杯発声の後、ホームカミングデイはスター

トしました。大学
の50年を振り返
る歴史映像紹介
や現在の教職員
の紹介だけでなく、ジャズ演奏、豪華景品の当たる抽選会などの催しによ
り盛大に行われました。また、在学生を代表しダンス部によるパフォーマ
ンスや日本文化部による書道、留学生による合唱が行われ、卒業生に現在
の大学の雰囲気を感じていただきました。

　2018年12月15日（土）、経済学部留学生16名及び神戸地域の
ヒッポファミリークラブの方々約35名が交流会に参加しました。
ヒッポファミリークラブは赤ちゃんから大人まで様々な年代の人
たちが一緒に「多言語自然習得」をするための活動をしている
ファミリークラブです。
　当日、留学生たちはホストファミリーの皆さんと一緒に多言語
のゲーム、ダンス、母国の歌も披露し、日本に来てびっくりしたこ
となど色んなテーマについてお話する機会をいただきました。
ティータイムでは、家庭料

理やお菓子を食べながら、日本の文化や母国の文化などを楽
しく語り合いながら、留学生たちは可愛い子供たちにも癒
され、素敵な笑顔を見せてくれました。日本で家族のような
暖かさを感じることができるとっても幸せな３時間でした。
　神戸国際大学では学生グローバル教育のため、このような

行事を数多く実施しています。

　2018年1月、2月の厳冬により学生からトイレを暖房便座にし

てほしいとの要望がありました。保護者会のご理解をいただき、

2018年夏季休暇中に2号館の1階から4階トイレの18か所、2、3

号館間外部トイレの8か所、3号館1階から4階トイレの12か所に

暖房付き便座が設置されました。

　保護者会のみなさまご理解とご協力をいただきありがとう

ございました。



お問合わせ、お申込み先：教学センター（国際交流担当）TEL：078-845-3456　E-mail：iecenter@kobe-kiu.ac.jp

【海外初心者向け】グループ型研修
科 目 名：＜経済学部＞海外研修A（４単位）

＜リハビリテーション学部＞
　海外語学研修A（4単位）

海外は初めてという人も参加できる教員随行
の英語研修です！1年生から参加できます。
研修期間：8月～9月の約4週間
研 修 先：アイルランド、オーストラリア

＊申請者が15名以下の場合、
アイルランドになります。

研修費用：40万円程度（見込み）
＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

【海外初心者向け】グループ型研修
科 目 名：海外施設研修（2単位）
リハビリテーション学部2年生以上が参加で
きる教員随行の海外研修プログラムです。
海外での体験学習を通して理学療法に関する
視野を広げ、感性や見識を深めましょう！
研修期間：9月中旬の1週間

＊研修日程及び内容は、事情により
一部変更の可能性があります。

研 修 先：中山医学大学（台湾）
研修費用：10万円程度（見込み）

＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

【留学経験者向け】個人型研修
科 目 名：海外研修B.C.D（各４単位）

グループ型研修（海外研修A）経験者もしくは
同等の英語力をもつ人のための英語研修です！

研修期間：8月～
研 修 先：協定大学から選択

＊審査面接により渡航が決定
研修費用：各50万円程度（見込み）

＊渡航先と期間による
＊大学からの補助差引額
＊為替レートの変動により費用の
変更あり

2019年度
夏期短期留学
参加者大募集

夏期英語研修 海外施設研修
リハビリテーション学部対象経済学部対象経済学部・リハビリテーション学部対象

12月５日（水）本学チャペルにて学生表彰授与式が行われました。学生表彰は、当該年度に課外活動を通じて、本学の名誉を
高め、かつ課外活動の向上発展に寄与した団体および個人に表彰されました。2018年度学生表彰受賞者は次の通りです。

2018年度
学生団体試合結果
（後期） 2018年12月11日現在

学生団体試合結果学生学生団体団体体試合試合結合結果結果
（後期）（後（後期後期） 2018年12月11日現在



2019年度　就職ガイダンス〈前期〉スケジュール



〒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。）

（教学センター・キャリアセンター）

日　時

6月15日（土）

9月14日（土）

本学（2 ～４年対象）

本学（全学年）

場　所

学費

奨学金

留学

入試

学事
３月27日（水）　　学生証更新・健康診断・履修関係書類配布
３月28日（木）　　履修指導（２年生～４年生対象）
４月４日（木）　　入学式　経済学部　10：00 ～
　　　　　　　　　　　　リハビリ　13：30 ～
　　　　　　　　保護者会、後援会総会　11：30 ～
４月８日（月）　　前期授業開始
４月３日（水）　　前期「履修登録」期間 
　　～13日（土）
４月15日（月）　　教科書販売 
　　～17日（木）
４月22日（月）　　前期「個人時間割修正確認」期間 
　　～24日（木）
４月29日（月）　　G.W期間内授業休講 
～５月５日（日）
５月６日（月祝）　通常授業実施
５月８日（水）　　教科書販売（２次） 
　　～９日（木）
７月15日（月祝）　通常授業実施
７月27日（土）　　前期授業終了
７月29日（月）　　前期「補講」期間 
　　～31日（水）

成績

８月１日（木）　　前期「定期試験」期間 
　　～７日（水）
８月８日（木）～　集中講義（実施未定）
８月８日（木）　　夏期休暇期間 
～９月22日（日）

2019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

前期学納金振込用紙送付予定　４月上旬
　お問い合わせ：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

2020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

保 護 者 相 談 会 の 開 催 予 定

学事予定・学校からのお知らせ（３月～８月）

　11月3日（土）食堂にて本学学生対象の前夜祭を実施いたし
ました。多くの学生が参加し大学50年の歴史を映像でふりかえ
りました。パフォーマンスやゲーム大会、全員で学歌を合唱し、
大いに盛り上がった前夜祭となりました。
　最後には中庭でキャンドル
アートと共に記念撮影を行い
創立50周年を祝いました。

　11月4日（日）「2018神国祭」当日はお天気にも恵まれました。ホームカミングデイも
あり卒業生をはじめ多くの方々にご来場いただきました。ＴＶ収録や打ち上げ花火も
あり、最後まで盛り上がった大学祭となりました。
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　11月4日（日）「2018神国祭」当日はお天気にも恵まれま
あり卒業生をはじめ多くの方々にご来場いただきました
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大学創立50周年記念「前夜祭」「2018神国祭」を開催しました。大 創 年 念 」 1 神 」 し した大大学学創創立立550周年年年記念記念「「前前夜夜祭」」「「220188神神国国祭」」をを開催催ししましした


