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柳ゼミでは大学が創立50周年、ヴィッセル神戸が設立20周年を迎えることから、「アニバーサリープ

ロジェクト」と命名したコラボ企画を立案、実施。学内限定で販売した「アニバーサリーチケット」は、

指定席の確保と大幅な値引きをヴィッセル神戸に了承いただき、さらに、このチケットの付加価値を

高めるための特典として、限定コラボ商品の記念タオルマフラーを作成。試合後にはピッチに降り

立って記念撮影を行いました。ゼミ生は担当者や関係者との打ち合わせ等を通じてビジネススキル

を学び、試合当日は来場してくださった方々が選手のプレーに一喜一憂する姿を目の当たりにするこ

とで達成感や満足感、やりがいを感じることができました。

所
属
教
員

【教　授】
江頭　寛昭（中小企業論）
大⻆　盛広（オペレーションズ・リサーチ）
大野　俊雄（情報会計論）

今野　　勤（商品企画／新商品開発）
塩出　省吾（オペレーションズ・リサーチ）
田中　康介（経営戦略論／経営管理論）
辻　　幸恵（マーケティング論）

中村　裕昭（国際企業分析）
松田　裕之（日米労務管理史／企業者史／労働史／情報通信文明史）
宮本　幸平（会計学／政府会計／非営利組織会計）
吉田　康久（管理会計／原価管理）

【准教授】
赤坂　義浩（日本経済史／経営史）
小川　　賢（情報経済論）
小澤　優子（ドイツ経営経済学）
黒澤　壮史（経営組織論／経営戦略論）
島永　和幸（財務会計）

【講　師】
永岡　成人
（理論経済学）

島永　嵩子（商学）
千田　直毅（人的資源管理論）
中原　香苗（中世説話文学）
藤原由紀子（国際経営）
安井　一浩（国際財務報告基準）

柳　　久恒（スポーツマネジメント）
山本　誠子（音声学／英語教育）
林坂弘一郎（ソフトウェアの信頼性）
Torbert, A.C.（国際政治科学）
Miller Richard（英語教授法／ビジネスマネジメント／政治経済学）

＜試合直後のピッチにて記念撮影＞

＜留学生と「おふくろの味」食事会＞ ＜留学生と餅つき大会＞

■ 学際異文化交流プロジェクト

2016年5月現在

■ VISSEL《KOBE》 GAKUIN UNIVERSITY ANNIVERSARY PROJECT

地域や企業その他の組織が抱える問題や課題を解決するため、プロジェクトプランやビジネスプランの企画立案や提案を、アクティブ・ラーニングとして行っています。

田中ゼミでは神戸親和女子大学・甲南大学の学生とともに、合同ゼミ「ミライの輪」を結成。地域活性化を課題に大学の枠を超えて様々な活動を行っています。

●丹波市山南町久下地区の活性化に住民と連携して取組んでいます。初めての活動として交流イベント

「KUGE  CAFÉ」を地区の方々と企画しました。住民が気軽に集まれる場所を提供したいと、地元の主婦ら

が久下自治会館で月３回開くコミュニティ喫茶「おくどさん」の協力のもと実現。地元の野菜を使って昼食

を作るなどして地域の方々と交流を深め、地域活性化のための様々なアイデアを提案しました。

連携先：久下自治振興会

2015年の10月から「マイナンバー制度」の導入が開始され、日本の税の仕組みは大きく変わりつつありま

す。税制改正というと課税当局や税制調査会の視点に立つ解説が一般的ですが、生活者の視点に立つ

「変わる税金の仕組み」の理解も必要となります。これまで税金のことはあまり気にしてこなかった人も

「税の仕組みが変わることで、暮らしはどう変わるの？」と真剣に考えざるを得なくなっています。詳しい知

識は税の専門家に任せるとしても、暮らしに与える税制改正の影響については、不安をあおるような中途

半端な知識ではなく、賢く対処するための正しい知識が必要です。そこで、社会人を対象に「暮らしに役立

つ税の知識」を提供することを目的とした公開講座を開講しました。講師は本学教員をはじめ、税理士２

人も加わり、税の仕組みと税制改正のポイント、節税対策に関する基礎知識などについて講義しました。

受講生は近隣の方だけでなく、県外のビジネスパーソンなど多くの方が受講しました。

＜兵庫ブルーサンダーズの方とともに取材を受ける学生たち＞

＜ブルーサンダーズ交流イベント＞ ＜地域の方とKUGE CAFÉの準備＞＜地域の方との意見交換＞

■ 税金講座

■ 大学間連携で、地域の活性化を目指す

講座テーマ
「家族で考える税金問題」　「マイナンバーで変わる暮らしと税金  －未来予想図①（20XX年の税務と会計の変化）－」

「マイナンバーで変わる暮らしと税金  －未来予想図②（20XX年の所得税の確定申告と相続税の申告）－」

「社会制度としての税金問題①  － 格差拡大と税制 －」　「社会制度としての税金問題②  － 家族制度の変化と税制 －」

大学創立50周年を記念し、大学の活性化・地域の活

性化・社会貢献等に繋がる学生の主体的・自主的な

学びを支援することを目的として実施した学生

チャレンジプロジェクトにおいて、田中ゼミは「学際

異文化交流プロジェクト」として兵庫国際交流会館

のレジデントアシスタント等と協力して企画を実施。

餅つき大会や「おふくろの味」の食事会、協力型の

ゲームやスポーツなど、日本人学生と留学生の交流を

深める様々なイベントを開催しました。

連携先：兵庫国際交流会館

＜記者会見の様子（神戸市政記者クラブ）＞

■ KOBEまちの安全・安心アプリ「かもめんnavi」のコンテンツ開発
神戸市中央区には、災害時における区民・在学在勤者への災害情報の提供や帰宅困難者対策といった防災面

の課題があり、これらの課題に対して、スマートフォンを活用した効果的な情報発信コンテンツとして、防災・

情報アプリ「かもめんnavi」が開発されました。このアプリは、都心のイベント情報や施設情報といったタウン

情報も利用者に提供することで、利用者が日常的にアプリを利用し、災害時にもアプリを活用した避難行動

ができるよう、「防災の日常化」を図ったもので、タウン情報の強化を目的に、神戸の街の魅力を発信するスペ

シャルコンテンツ「この店、行っとコウベ」を中央区役所と共同開発しています。

2015年度は、乙仲通りエリアと南京町エリアを対象に、学生達が各店舗に取材・調査を行いました。

三宮駅周辺地域帰宅困難者対策協議会が策定を目指す帰宅困難者対策計画（素案）の対応方針の検証と事業者間や

行政との連携促進と防災アプリ「かもめんnavi」を活用した事業者間の連絡体制、帰宅困難者へ情報提供の検証を目

的に実施された「三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練」に帰宅困難者役として参加しました。

連携先：神戸市中央区役所、乙仲通界隈プロジェクト委員会、南京町商店街振興組合　ほか

（辻）

（辻）

社会の課題を分析し解決策を考える

税金を通してわたしたちの暮らしを考える

●野球独立リーグ・兵庫ブルーサンダーズの試合で、本学経営学部生を含む神戸市の３大学の学生グループ

が考えたイベントを実施しました。学生たちはイベントの企画・運営を通して地域活性化に取り組んでお

り、試合の合間、グランド整備中に、選手にまつわるクイズを出題したり、試合後に選手が見守る中、球速

の計測体験を行うなど、観客を楽しませていました。

連携機関：ベースボール・ファースト・リーグ「兵庫ブルーサンダーズ」

連携先：神戸市、三宮駅周辺地域帰宅困難者対策協議会会員事業者、サンボーホール、1.17KOBEぼうさい委員会　ほか

【関連事業】三宮駅周辺地域帰宅困難者対策訓練

（田中）

（田中）

（大野）

（柳） 連携先：ヴィッセル神戸

・「学生チャレンジプロジェクト」P.64参照

・「学生チャレンジプロジェクト」P.64参照

社会や経済における企業の役割を理解し、地域課題に主体的に取り組み分析・解決できる
人材の育成をめざし、学部の専門性を生かした多彩な取り組みを地域へ発信します。

（2004年開設）
◎在籍学生数2015年10月現在

　経営学科　1,366人経 営 学 部  The Faculty of 
Business Administration
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　経営学科　1,366人経 営 学 部  The Faculty of 
Business Administration
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【英語コース】
教　授　東　　淳一（音声学／外国語教育／メディア・コミュニケーション学）
教　授　野口 ジュディー 津多江
　　　 （専門言語教育（ESP、LSP）／外国語教育（英語）／応用言語学）

【中国語コース】
教　授　大濱　慶子（日中翻訳／比較教育学／ジェンダー研究） 
教　授　胡　　士雲（中国語学） 
准教授　森平　崇文（中国メディア研究、演劇学）

准教授　中西のりこ（英語音声学）
准教授　仁科　恭徳
　　　  （応用言語学／コーパス言語学／辞書学／翻訳学／色彩コミュニケーション）
准教授　森下　美和（心理言語学、英語教育学）

【日本語コース】
教　授　小矢野哲夫（日本語学（現代日本語文法）） 
准教授　栗原　由加（言語学） 
講　師　香月　裕介（日本語教育） 
講　師　高橋　博美（教育方法学／ファシリテーション／日本近代文学）

2016年5月現在

（2015年開設）
◎在籍学生数2015年10月現在

グローバル・コミュニケーション学科　124人グローバル・コミュニケーション学部

多文化交流を通じて学ぶ

＜全員で「ヤンガー」を踊る＞

11月12日、大阪ＹＷＣＡが運営する「堺健老クラブ」で日本語を学ぶ中国帰国者の方々とスタッフ計

35人がポートアイランドキャンパスを訪れ、グローバル・コミュニケーション学部の教員、学生と交

流しました。学生たちは、プロジェクトチームを作って企画、準備、進行まで担当しました。当日は、

まず、学生による日本語、中国語の歌の歓迎で始まり、その後、各テーブルに分かれ、折り紙、射的、

ヨーヨー釣りを楽しみながら、中国語、日本語を交えて歓談しました。最後は、帰国者の方々がカラ

フルな布を腰に巻き、羽がついた扇子を持って輪になって踊る「ヤンガー」を披露。学生も輪に入

り、全員で楽しく踊り交流を深めました。

■ 堺健老クラブとの交流会

＜神戸学院大学のブースにて大濱教授と司会者＞

＜アジアの遊びブースを担当する学生＞

10月10日と11日に大阪城公園脇の難波宮跡で開催された「中秋明月祭 大阪2015」にグローバル・コミュニケーション

学部がブースを設け、本学部の教員と学生が協力して大学と学部の広報活動を行い、来場者の方々と交流しました。

これは日本と中国の伝統行事である中秋の名月を、日本人及び日本在住の中国人が共に祝い交流することを目的に

開催されたイベントで、グローバル・コミュニケーション学部の胡士雲教授が実行委員長を務めました。参加した学生

も、中国の文化を目の当たりにし、また日本に暮らす中国人と触れ合う機会を得て、大きな刺激を受けました。

■「中秋明月祭  大阪2015」への出店

連携先：「中秋明月祭  大阪2015」実行委員会、西日本新華僑華人聯合会

神戸市中央区に住む外国人コミュニティの方々が中心となって行っている「多文化交流フェス

ティバル」に、本学部の学生が、運営をサポートするボランティアとして参加しました。フェス

ティバルでは、各国の食べ物や音楽、踊りなどが披露され、学生たちは屋台やステージの進行

を手伝いました。当日は天気に恵まれ、1500人近い来場者でにぎわいました。普段は海外に目

が行きがちな学生も、身近に外国にルーツを持つ方々が住んでおり、多様なコミュニティが存

在しているということを肌で実感しました。また、実行委員会の準備会議にも参加させてもら

い、このような地域交流イベントを企画・実施するために必要なステップを学びました。

■　「第9回多文化交流フェスティバル」の
    運営ボランティア

連携先：多文化交流フェスティバル実行委員会、神戸市中央区まちづくり推進課

（栗原）

（栗原）

日本文化も含め異文化交流の拠点を目指して開催。子ども約30名、大人約20名の参加があり、

折り紙体験や書道体験といった日本文化の体験や、英語で歌を歌ったり、異文化○×クイズを

通して海外の文化にも触れる機会としてプログラムを実施しました。

■ 地域住民との交流プロジェクト
「世界の窓  神戸学院」

＜開幕式で挨拶する岡田学長＞

11月21日から23日にかけて、ポートアイランドキャンパスで、第7回「アジア太平洋地域国際

中国語教育学会」が開催されました。この学会はアジア太平洋地域の中国語教員が各地の

教育状況を報告し、交流を深める目的で開催されたもので、グローバル・コミュニケーショ

ン学部の胡士雲教授が会長を務めています。学会にはアジア太平洋の各地から170名以上

が参加しました。学生たちがこのような大規模の国際的学会を経験することは大変意義の

あることですし、学会を通じて得られた新しい情報は今後の本学における中国語教育にも

大きな影響を与えるでしょう。

■ アジア太平洋地域
　国際中国語教育学会の開催

連携先：アジア太平洋地域国際中国語教育学会、関西漢語教師交流協会

（森下）

連携機関：近畿中・高・大英語教育連絡協議会、兵庫県高等学校教育研究会英語部会
　　　　  兵庫県中学校教育研究会英語部会

＜D号館1階に設置した受付の様子＞

関西英語教育学会（第20回）研究大会を、6月13日・14日の2日間にわたり、ポートアイランドキャ

ンパスD号館にて本学との共催により開催し、2日間で約160名の方が参加しました。一般公募

による研究発表・事例報告のみならず、ワークショップ・特別講演・セミナー・シンポジウムな

ど、バラエティに富む充実した内容でした。同学会は、他の英語教育関連の学会と比較して、発

表者・ 参加者ともに中学・高校教員の割合が大きく、本学をアピールする良い機会となりまし

た。また、グローバル・コミュニケーション学部の学生3名が、受付その他の業務を担当し、プロ

グラムのスムーズな進行に貢献しました。

■ 2015年度関西英語教育学会（第20回）
　研究大会の開催

11月28日にポートアイランドキャンパスD号館で開催されたJACET関西支部秋季大会・英語教育セミナーにおいて、会場準備・受付・誘導などのスタッフとして8名、研究発

表・実践報告・セミナーなどのオーディエンスとして6名の1年次生が参加しました。単に指示を待つのではなく自分から率先して仕事を見つける会場スタッフ、セミナー講

師に質問をぶつけるオーディエンス学生の様子から、日ごろのアクティブ・ラーニングの成果が感じられました。

■ 大学英語教育学会（JACET）関西支部秋季大会・英語教育セミナー参加

連携機関：大学英語教育学会（JACET）関西支部

12月2日にポートアイランドキャンパスD号館で開催された第48回近畿中・高・大英

語教育連絡協議会で、学部長の野口ジュディー津多江教授がModeling the 21st 

Century Language User（21世紀モデルの言語ユーザーモデルの提案）というタイ

トルで講演を行いました。また、中高大のそれぞれの校種を代表しての模擬授業も

行われ、英語コースの東淳一教授が大学の部を代表し、英語コース選抜メンバーに

対して英語で授業を行いました。模擬授業はコンテンツマネジメントシステムの

Moodleも併用して行われ、授業後の研究討議では中学・高等学校の先生方もまじ

えて授業方法に関して活発な意見交換が行われました。

■ 第48回近畿中・高・大英語教育連絡協議会

異文化間でのコミュニケーション能力を実践的に鍛え、新しい価値を生み出す人材の育成をめざし、
学部の専門性を生かした多彩な取り組みを地域に発信します。

The Faculty of Global Communication

（胡）

（胡）

（野口・東）

（香月）

・「学生チャレンジプロジェクト」P.64参照

（中西）

連携先：堺健老クラブ、大阪ＹＷＣＡ
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【英語コース】
教　授　東　　淳一（音声学／外国語教育／メディア・コミュニケーション学）
教　授　野口 ジュディー 津多江
　　　 （専門言語教育（ESP、LSP）／外国語教育（英語）／応用言語学）

【中国語コース】
教　授　大濱　慶子（日中翻訳／比較教育学／ジェンダー研究） 
教　授　胡　　士雲（中国語学） 
准教授　森平　崇文（中国メディア研究、演劇学）

准教授　中西のりこ（英語音声学）
准教授　仁科　恭徳
　　　  （応用言語学／コーパス言語学／辞書学／翻訳学／色彩コミュニケーション）
准教授　森下　美和（心理言語学、英語教育学）

【日本語コース】
教　授　小矢野哲夫（日本語学（現代日本語文法）） 
准教授　栗原　由加（言語学） 
講　師　香月　裕介（日本語教育） 
講　師　高橋　博美（教育方法学／ファシリテーション／日本近代文学）

2016年5月現在

（2015年開設）
◎在籍学生数2015年10月現在

グローバル・コミュニケーション学科　124人グローバル・コミュニケーション学部

多文化交流を通じて学ぶ

＜全員で「ヤンガー」を踊る＞

11月12日、大阪ＹＷＣＡが運営する「堺健老クラブ」で日本語を学ぶ中国帰国者の方々とスタッフ計

35人がポートアイランドキャンパスを訪れ、グローバル・コミュニケーション学部の教員、学生と交

流しました。学生たちは、プロジェクトチームを作って企画、準備、進行まで担当しました。当日は、

まず、学生による日本語、中国語の歌の歓迎で始まり、その後、各テーブルに分かれ、折り紙、射的、

ヨーヨー釣りを楽しみながら、中国語、日本語を交えて歓談しました。最後は、帰国者の方々がカラ

フルな布を腰に巻き、羽がついた扇子を持って輪になって踊る「ヤンガー」を披露。学生も輪に入

り、全員で楽しく踊り交流を深めました。

■ 堺健老クラブとの交流会

＜神戸学院大学のブースにて大濱教授と司会者＞

＜アジアの遊びブースを担当する学生＞

10月10日と11日に大阪城公園脇の難波宮跡で開催された「中秋明月祭 大阪2015」にグローバル・コミュニケーション

学部がブースを設け、本学部の教員と学生が協力して大学と学部の広報活動を行い、来場者の方々と交流しました。

これは日本と中国の伝統行事である中秋の名月を、日本人及び日本在住の中国人が共に祝い交流することを目的に

開催されたイベントで、グローバル・コミュニケーション学部の胡士雲教授が実行委員長を務めました。参加した学生

も、中国の文化を目の当たりにし、また日本に暮らす中国人と触れ合う機会を得て、大きな刺激を受けました。

■「中秋明月祭  大阪2015」への出店

連携先：「中秋明月祭  大阪2015」実行委員会、西日本新華僑華人聯合会

神戸市中央区に住む外国人コミュニティの方々が中心となって行っている「多文化交流フェス

ティバル」に、本学部の学生が、運営をサポートするボランティアとして参加しました。フェス

ティバルでは、各国の食べ物や音楽、踊りなどが披露され、学生たちは屋台やステージの進行

を手伝いました。当日は天気に恵まれ、1500人近い来場者でにぎわいました。普段は海外に目

が行きがちな学生も、身近に外国にルーツを持つ方々が住んでおり、多様なコミュニティが存

在しているということを肌で実感しました。また、実行委員会の準備会議にも参加させてもら

い、このような地域交流イベントを企画・実施するために必要なステップを学びました。

■　「第9回多文化交流フェスティバル」の
    運営ボランティア

連携先：多文化交流フェスティバル実行委員会、神戸市中央区まちづくり推進課

（栗原）

（栗原）

日本文化も含め異文化交流の拠点を目指して開催。子ども約30名、大人約20名の参加があり、

折り紙体験や書道体験といった日本文化の体験や、英語で歌を歌ったり、異文化○×クイズを

通して海外の文化にも触れる機会としてプログラムを実施しました。

■ 地域住民との交流プロジェクト
「世界の窓  神戸学院」

＜開幕式で挨拶する岡田学長＞

11月21日から23日にかけて、ポートアイランドキャンパスで、第7回「アジア太平洋地域国際

中国語教育学会」が開催されました。この学会はアジア太平洋地域の中国語教員が各地の

教育状況を報告し、交流を深める目的で開催されたもので、グローバル・コミュニケーショ

ン学部の胡士雲教授が会長を務めています。学会にはアジア太平洋の各地から170名以上

が参加しました。学生たちがこのような大規模の国際的学会を経験することは大変意義の

あることですし、学会を通じて得られた新しい情報は今後の本学における中国語教育にも

大きな影響を与えるでしょう。

■ アジア太平洋地域
　国際中国語教育学会の開催

連携先：アジア太平洋地域国際中国語教育学会、関西漢語教師交流協会

（森下）

連携機関：近畿中・高・大英語教育連絡協議会、兵庫県高等学校教育研究会英語部会
　　　　  兵庫県中学校教育研究会英語部会

＜D号館1階に設置した受付の様子＞

関西英語教育学会（第20回）研究大会を、6月13日・14日の2日間にわたり、ポートアイランドキャ

ンパスD号館にて本学との共催により開催し、2日間で約160名の方が参加しました。一般公募

による研究発表・事例報告のみならず、ワークショップ・特別講演・セミナー・シンポジウムな

ど、バラエティに富む充実した内容でした。同学会は、他の英語教育関連の学会と比較して、発

表者・ 参加者ともに中学・高校教員の割合が大きく、本学をアピールする良い機会となりまし

た。また、グローバル・コミュニケーション学部の学生3名が、受付その他の業務を担当し、プロ

グラムのスムーズな進行に貢献しました。

■ 2015年度関西英語教育学会（第20回）
　研究大会の開催

11月28日にポートアイランドキャンパスD号館で開催されたJACET関西支部秋季大会・英語教育セミナーにおいて、会場準備・受付・誘導などのスタッフとして8名、研究発

表・実践報告・セミナーなどのオーディエンスとして6名の1年次生が参加しました。単に指示を待つのではなく自分から率先して仕事を見つける会場スタッフ、セミナー講

師に質問をぶつけるオーディエンス学生の様子から、日ごろのアクティブ・ラーニングの成果が感じられました。

■ 大学英語教育学会（JACET）関西支部秋季大会・英語教育セミナー参加

連携機関：大学英語教育学会（JACET）関西支部

12月2日にポートアイランドキャンパスD号館で開催された第48回近畿中・高・大英

語教育連絡協議会で、学部長の野口ジュディー津多江教授がModeling the 21st 

Century Language User（21世紀モデルの言語ユーザーモデルの提案）というタイ

トルで講演を行いました。また、中高大のそれぞれの校種を代表しての模擬授業も

行われ、英語コースの東淳一教授が大学の部を代表し、英語コース選抜メンバーに

対して英語で授業を行いました。模擬授業はコンテンツマネジメントシステムの

Moodleも併用して行われ、授業後の研究討議では中学・高等学校の先生方もまじ

えて授業方法に関して活発な意見交換が行われました。

■ 第48回近畿中・高・大英語教育連絡協議会

異文化間でのコミュニケーション能力を実践的に鍛え、新しい価値を生み出す人材の育成をめざし、
学部の専門性を生かした多彩な取り組みを地域に発信します。

The Faculty of Global Communication

（胡）

（胡）

（野口・東）

（香月）

・「学生チャレンジプロジェクト」P.64参照

（中西）

連携先：堺健老クラブ、大阪ＹＷＣＡ
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「感謝と友情」をテーマに、阪神・淡路大震災からの復興で、「手を差し伸べていただいた国内外の人々や地域への

感謝の気持ち」を表明する大会として2011年からスタートした「神戸マラソン」。第1回大会から継続的に、ボラン

ティアスタッフとして多くの学生が参加するほか、神戸マラソン実行委員会との共催イベント「神戸マラソンレディ

スランニングクリニックin神戸学院大学」や、理学療法学科・スポーツマネジメントユニットとの連携事業「神戸マラ

ソンランニングカレッジ」を開催するほか、ラジオ関西 神戸マラソン応援番組でのパーソナリティー、大会スポン

サーの六甲バター(株)と栄養学部とのマラソンレシピブックの製作等、本学スポーツコーディネーターを中心に

様々な取組みを展開するなど、大学をあげて神戸マラソンを応援しました。

節目の年でもある、第5回大会（2015年）は「『ありがとう』を、つぎの一歩へ。」をテーマに開催。本学からは、ボランティアスタッフとして、大会前々日のランナー受付

（神戸マラソンEXPO）から大会当日までの3日間、のべ631名の学生が、通訳、ランナー受付そして、救護、給水、応援イベント等の活動に参加。大会を通して、“ボラン

ティア・マインド”と“ホスピタリティ・マインド”を学びました。

・「オープンキャンパスの活性化および薬学部の紹介」／薬学部「科学部」
科学実験の実演や講演などを通じて、学生がオープンキャンパスに積極的に参加し、受験生に薬学部の学びの魅力をよりよく知って
もらうとともに、大学の活性化を図ることを目的に実施しました。

・「薬学生が作る食用生薬の健康茶」／薬学部「枸杞仁」
食用生薬を用いた健康茶を学生の手で開発し、オープンキャンパスや大学祭などのイベントで配布する。さらに企業と連携し神戸学
院オリジナル商品として販売することも視野に入れて活動しました。

・「ちびっこBOUSAIトライアスロン」／現代社会学部 社会防災学科「SEAGULL RESCUE」
防災教育の新しいやり方として、心肺蘇生術やロープ結索術、怪我の手当、119番の通報手順などトライアスロン形式で子ども達に楽
しくレクチャーすることで、防災教育の一環として有事の際に自ら考えて行動出来る人材の育成を目的に実施しました。

・「学際異文化交流プロジェクト」→「経営学部」 P.14参照

・「地域住民との交流プロジェクト」→「グローバルコミュニケーション学部」 P.23参照

・「VISSEL≪KOBE≫GAKUIN UNIVERSITY ANNIVERSARY PROJECT」→「経営学部」 P.14参照

＜神戸マラソンランニングクリニック＞

＜給水ボランティアを務める学生たち＞＜ラジオ関西 神戸マラソン応援番組への出演＞＜神戸マラソンランニングカレッジ＞

神戸マラソン

【主な協力団体（学内）】
社会リハビリテーション学科、栄養学部、薬学部、社会防災学科、防災・社会貢献ユニット
スポーツマネージメントユニット、経営学部、グローバルコミュニケーション学部、ボランティア活動支援室
学生放送局、ギター部、Jazz player’s club、アコースティックノーツ、軽音学部　ほか

連携先：神戸マラソン実行委員会

＜ボランティア・ワールドカフェの様子＞

東日本大震災の発災から4年が経過し、復興の状況も大きく変化しているなか、阪神・淡路大震災から20年を迎

えた神戸で、西日本で初企画として、東北の今を伝える「『新しい東北』ミーティングin神戸（復興庁）」が5月30日デ

ザイン・クリエイティブセンター・神戸（KIITO）で開催されました。23団体が参加したパネル展示では、本学の災害

支援活動や、社会防災学科、社会貢献ユニットによる啓発活動の紹介パネルを展示し多くの来場者に取組みを見

ていただきました。　また、学生ボランティア促進事業としと、甚大な災害を経験した東北と関西双方の経験を共

有し、被災地に寄り添いながら復興を後押しするために、次の世代を担う大学生を対象に、ボランティア・ワールド

カフェ「東北と関西の架け橋」を実施。本学から27名の学生が参加し、社会防災学科、防災社会貢献ユニットの学

生5人がワークショップリーダーを務め、「自分達ができること」「何をしたらいいか」について議論しました。

「新しい東北」
ミーティングin神戸

復興庁との連携

連携先：復興庁、「新しい東北」官民連携推進会議 ほか

災害時の「食」について考えるきっかけづくりとして2015年度より大丸梅田店と連携し「ローリングストック法」

を伝える取組みを、防災女子（防災・社会貢献ユニット生、社会防災学科生）と栄養学部生が、栄養学部・伊藤

智助教指導のもと実施しています。2015年度は、「防災の日（9/1）」と「防災とボランティアの日（1/17）」を中心

に、大丸梅田店の地下食料品フロアで「『ローリングストック』で味わう・備える！おいしい常食フェア」を開催。

「ローリングストック活用術レシピの紹介の他、災害時の栄養を考え、どのような食品をストックしておくとよ

いか等のアドバイスPOPを作成し、特別な備蓄品を長く置いておくのではなく、普段使う保存の利く食品を活

用しながら備える方法を提案しました。

大丸梅田店との取組み
「おいしい常備食フェア」

連携先：株式会社 大丸松坂屋百貨店

復興庁では、被災地で事業展開されている多様な主体による取組について、情報の共有・交換を進めるため、

経済界、大学、NPO等が設立発起人となり「『新しい東北』官民連携推進協議会」を設立。 現在、被災地では、行

政機関のみならず、幅広い担い手（企業、大学、NPO等）においても、復興に向けた様々な取組が進められてお

り、今後、これらの取組をより一層進め、東北の持続的な活力に結び付けていくためには、幅広い担い手が、

互いの取組に関する情報を共有し、連携できる体制づくりが重要です。本学では、2015年に会員として参加

し、さまざまな取組みを実施しています。

「新しい東北」官民連絡推進協議会

大学生と地元優良企業との就職マッチングを目指して、神戸新聞と兵庫県中小企業団体中央会などが取り組む

「Mラボ」事業は、地域創生にも大きな意義をもっています。その中核となる、「課題解決ラボ」は、学部の専門性

とチームワークを活かして企業の課題に取り組むことで企業と大学生が直接出会いお互いを知ることができる

事業です。今回企業の課題を、企画開発、生産、流通、販売など一連の流れから多角的にとらえ、企業研究を進

めることを目的に、経済学部の井上善博ゼミと経営学部の辻幸恵ゼミが参加しました。主食専門商社の株式会

社ヒョウベイと、アパレル会社の株式会社バリュープランニングの課題について、学生たちが実際に企業に赴き、

経営者から直接課題を聞き、調査研究を行い、課題解決に挑戦しました。

課題解決ラボ ―企業の課題を共に考える―

連携先：神戸新聞地域総研、株式会社ヒョウベイ、株式会社バリュープランニングほか

大学創立50周年を記念し、大学の活性化・地域の活性化・社会貢献等につながる学生の主体的・自主的な学びを支援することを目的として2015年度より「学生チャレンジ

プロジェクト」を実施しています。2015年は、21点のアイデアが寄せられ、書類選考・プレゼンテーション審査の結果、6点のプロジェクトが採択されました。

学生チャレンジプロジェクト

経営学部経済学部

ボランティア活動支援室

防災・社会貢献ユニット社会防災学科

防災・社会貢献ユニット

栄養学部

社会防災学科

震災復興の最終目標は「まちのにぎわい」を取り戻すことです。インフラや住宅等（ハード）の復旧が進みつつある中、「まちの賑わい」を取り戻すた

めは、「人々の活動（ソフト）」の復興が必要となります。被災地では、人口減少や高齢化、産業の空洞化といった、日本全国の「地域」が抱える課題が特に顕著です。併せて、震災

復興に取り組む地域に特有の課題もあります。復興庁では、各地域において、各々の課題を解決し、自律的で持続的な地域社会を目指す取組を「新しい東北」と呼び、被災地自

治体、民間企業、大学、ＮＰＯなどの多様な主体が、まちの賑わいを取り戻すために、これまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組んでおり、復興庁として、多様な

主体間での情報共有の場を提供するなど、様々な支援等を実施しています。

「新しい東北」とは？

【その他の取り組み】◉「東北しるもんフェスタin神戸」▶「社会防災学科」P.22参照

【関連事業】
◉「マラソンレシピブック」▶「栄養学部」P.31参照

ランニングを通じた神戸市中央区の魅力発信や地域資源の発掘・活性化への取り組みを目的としたプロジェ

クトに、本学スポーツコーディネーターと学生が実行委員会のメンバーとして参加しています。2015年度もこ

の事業の一環として、区の歴史・文化・食の魅力を再発見するランニング大会「KOBEトレジャーランナー」を開

催。ストレッチ教室の開催や大会運営スタッフとして協力しました。また、「お気軽RUNRUNゆ～MAP」の改訂

にあたり、スポーツマネジメントユニット生がMAPに掲載しているストレッチ豆知識の作成に協力しました。
＜大会で実施したストレッチ教室＞

ランニングによる地域活性化プロジェクト

連携先：神戸市中央区・神戸市公民連携推進室（PPP）、アシックスジャパン株式会社、神戸市立中央体育館、ランスタ神戸 連携先：復興庁

その他の連携 －全学的な取り組み－
地域のスポーツ振興

企業との連携
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「感謝と友情」をテーマに、阪神・淡路大震災からの復興で、「手を差し伸べていただいた国内外の人々や地域への

感謝の気持ち」を表明する大会として2011年からスタートした「神戸マラソン」。第1回大会から継続的に、ボラン

ティアスタッフとして多くの学生が参加するほか、神戸マラソン実行委員会との共催イベント「神戸マラソンレディ

スランニングクリニックin神戸学院大学」や、理学療法学科・スポーツマネジメントユニットとの連携事業「神戸マラ

ソンランニングカレッジ」を開催するほか、ラジオ関西 神戸マラソン応援番組でのパーソナリティー、大会スポン

サーの六甲バター(株)と栄養学部とのマラソンレシピブックの製作等、本学スポーツコーディネーターを中心に

様々な取組みを展開するなど、大学をあげて神戸マラソンを応援しました。

節目の年でもある、第5回大会（2015年）は「『ありがとう』を、つぎの一歩へ。」をテーマに開催。本学からは、ボランティアスタッフとして、大会前々日のランナー受付

（神戸マラソンEXPO）から大会当日までの3日間、のべ631名の学生が、通訳、ランナー受付そして、救護、給水、応援イベント等の活動に参加。大会を通して、“ボラン

ティア・マインド”と“ホスピタリティ・マインド”を学びました。

・「オープンキャンパスの活性化および薬学部の紹介」／薬学部「科学部」
科学実験の実演や講演などを通じて、学生がオープンキャンパスに積極的に参加し、受験生に薬学部の学びの魅力をよりよく知って
もらうとともに、大学の活性化を図ることを目的に実施しました。

・「薬学生が作る食用生薬の健康茶」／薬学部「枸杞仁」
食用生薬を用いた健康茶を学生の手で開発し、オープンキャンパスや大学祭などのイベントで配布する。さらに企業と連携し神戸学
院オリジナル商品として販売することも視野に入れて活動しました。

・「ちびっこBOUSAIトライアスロン」／現代社会学部 社会防災学科「SEAGULL RESCUE」
防災教育の新しいやり方として、心肺蘇生術やロープ結索術、怪我の手当、119番の通報手順などトライアスロン形式で子ども達に楽
しくレクチャーすることで、防災教育の一環として有事の際に自ら考えて行動出来る人材の育成を目的に実施しました。

・「学際異文化交流プロジェクト」→「経営学部」 P.14参照

・「地域住民との交流プロジェクト」→「グローバルコミュニケーション学部」 P.23参照

・「VISSEL≪KOBE≫GAKUIN UNIVERSITY ANNIVERSARY PROJECT」→「経営学部」 P.14参照

＜神戸マラソンランニングクリニック＞

＜給水ボランティアを務める学生たち＞＜ラジオ関西 神戸マラソン応援番組への出演＞＜神戸マラソンランニングカレッジ＞

神戸マラソン

【主な協力団体（学内）】
社会リハビリテーション学科、栄養学部、薬学部、社会防災学科、防災・社会貢献ユニット
スポーツマネージメントユニット、経営学部、グローバルコミュニケーション学部、ボランティア活動支援室
学生放送局、ギター部、Jazz player’s club、アコースティックノーツ、軽音学部　ほか

連携先：神戸マラソン実行委員会

＜ボランティア・ワールドカフェの様子＞

東日本大震災の発災から4年が経過し、復興の状況も大きく変化しているなか、阪神・淡路大震災から20年を迎

えた神戸で、西日本で初企画として、東北の今を伝える「『新しい東北』ミーティングin神戸（復興庁）」が5月30日デ

ザイン・クリエイティブセンター・神戸（KIITO）で開催されました。23団体が参加したパネル展示では、本学の災害

支援活動や、社会防災学科、社会貢献ユニットによる啓発活動の紹介パネルを展示し多くの来場者に取組みを見

ていただきました。　また、学生ボランティア促進事業としと、甚大な災害を経験した東北と関西双方の経験を共

有し、被災地に寄り添いながら復興を後押しするために、次の世代を担う大学生を対象に、ボランティア・ワールド

カフェ「東北と関西の架け橋」を実施。本学から27名の学生が参加し、社会防災学科、防災社会貢献ユニットの学

生5人がワークショップリーダーを務め、「自分達ができること」「何をしたらいいか」について議論しました。

「新しい東北」
ミーティングin神戸

復興庁との連携

連携先：復興庁、「新しい東北」官民連携推進会議 ほか

災害時の「食」について考えるきっかけづくりとして2015年度より大丸梅田店と連携し「ローリングストック法」

を伝える取組みを、防災女子（防災・社会貢献ユニット生、社会防災学科生）と栄養学部生が、栄養学部・伊藤

智助教指導のもと実施しています。2015年度は、「防災の日（9/1）」と「防災とボランティアの日（1/17）」を中心

に、大丸梅田店の地下食料品フロアで「『ローリングストック』で味わう・備える！おいしい常食フェア」を開催。

「ローリングストック活用術レシピの紹介の他、災害時の栄養を考え、どのような食品をストックしておくとよ

いか等のアドバイスPOPを作成し、特別な備蓄品を長く置いておくのではなく、普段使う保存の利く食品を活

用しながら備える方法を提案しました。

大丸梅田店との取組み
「おいしい常備食フェア」

連携先：株式会社 大丸松坂屋百貨店

復興庁では、被災地で事業展開されている多様な主体による取組について、情報の共有・交換を進めるため、

経済界、大学、NPO等が設立発起人となり「『新しい東北』官民連携推進協議会」を設立。 現在、被災地では、行

政機関のみならず、幅広い担い手（企業、大学、NPO等）においても、復興に向けた様々な取組が進められてお

り、今後、これらの取組をより一層進め、東北の持続的な活力に結び付けていくためには、幅広い担い手が、

互いの取組に関する情報を共有し、連携できる体制づくりが重要です。本学では、2015年に会員として参加

し、さまざまな取組みを実施しています。

「新しい東北」官民連絡推進協議会

大学生と地元優良企業との就職マッチングを目指して、神戸新聞と兵庫県中小企業団体中央会などが取り組む

「Mラボ」事業は、地域創生にも大きな意義をもっています。その中核となる、「課題解決ラボ」は、学部の専門性

とチームワークを活かして企業の課題に取り組むことで企業と大学生が直接出会いお互いを知ることができる

事業です。今回企業の課題を、企画開発、生産、流通、販売など一連の流れから多角的にとらえ、企業研究を進

めることを目的に、経済学部の井上善博ゼミと経営学部の辻幸恵ゼミが参加しました。主食専門商社の株式会

社ヒョウベイと、アパレル会社の株式会社バリュープランニングの課題について、学生たちが実際に企業に赴き、

経営者から直接課題を聞き、調査研究を行い、課題解決に挑戦しました。

課題解決ラボ ―企業の課題を共に考える―

連携先：神戸新聞地域総研、株式会社ヒョウベイ、株式会社バリュープランニングほか

大学創立50周年を記念し、大学の活性化・地域の活性化・社会貢献等につながる学生の主体的・自主的な学びを支援することを目的として2015年度より「学生チャレンジ

プロジェクト」を実施しています。2015年は、21点のアイデアが寄せられ、書類選考・プレゼンテーション審査の結果、6点のプロジェクトが採択されました。

学生チャレンジプロジェクト

経営学部経済学部

ボランティア活動支援室

防災・社会貢献ユニット社会防災学科

防災・社会貢献ユニット

栄養学部

社会防災学科

震災復興の最終目標は「まちのにぎわい」を取り戻すことです。インフラや住宅等（ハード）の復旧が進みつつある中、「まちの賑わい」を取り戻すた

めは、「人々の活動（ソフト）」の復興が必要となります。被災地では、人口減少や高齢化、産業の空洞化といった、日本全国の「地域」が抱える課題が特に顕著です。併せて、震災

復興に取り組む地域に特有の課題もあります。復興庁では、各地域において、各々の課題を解決し、自律的で持続的な地域社会を目指す取組を「新しい東北」と呼び、被災地自

治体、民間企業、大学、ＮＰＯなどの多様な主体が、まちの賑わいを取り戻すために、これまでの手法や発想にとらわれない新しい挑戦に取り組んでおり、復興庁として、多様な

主体間での情報共有の場を提供するなど、様々な支援等を実施しています。

「新しい東北」とは？

【その他の取り組み】◉「東北しるもんフェスタin神戸」▶「社会防災学科」P.22参照

【関連事業】
◉「マラソンレシピブック」▶「栄養学部」P.31参照

ランニングを通じた神戸市中央区の魅力発信や地域資源の発掘・活性化への取り組みを目的としたプロジェ

クトに、本学スポーツコーディネーターと学生が実行委員会のメンバーとして参加しています。2015年度もこ

の事業の一環として、区の歴史・文化・食の魅力を再発見するランニング大会「KOBEトレジャーランナー」を開

催。ストレッチ教室の開催や大会運営スタッフとして協力しました。また、「お気軽RUNRUNゆ～MAP」の改訂

にあたり、スポーツマネジメントユニット生がMAPに掲載しているストレッチ豆知識の作成に協力しました。
＜大会で実施したストレッチ教室＞

ランニングによる地域活性化プロジェクト

連携先：神戸市中央区・神戸市公民連携推進室（PPP）、アシックスジャパン株式会社、神戸市立中央体育館、ランスタ神戸 連携先：復興庁


