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就職活動 
 

中村：どのような就活を行ないましたか？ 

 

糸数：（就活を本格的に始めたのは）３年生の６月からです。最初からメー

カーと商社に絞っていましたね。 

 

大森：留学をしていたので、実際に就活を始めたのは３年生の年明けから

です。２・３月は説明会に追われていました。ＧＷまでに一社は内定

がほしかったんですけど、ダメで・・・。メーカーとか商社とかいろ

いろ受けて、現在の会社に落ち着きました。 

 

土井：就活に必要な情報収集の方法は？ 

 

大森：リクナビやマイナビネットなどかな。でも、使わないものも出てく

るから、いくつかに絞ったほうがいいかも。あとは新聞かな。見出し

や一段落目を読むといいよ。説明会で企業から話を聞くのがいいよね、

やっぱり自分の足を動かすのが大事だよね 

 

糸数：僕は、（リクナビ、マイナビは）メールがたくさんきて面倒だから、

自分でＨＰにアクセスしたりして調べていたな。ほかの学生と情報交

換もあまりしなかった。 

 

中村：エントリーシートや面接など、どのような方法で自分をアピールさ

れたのですか？ 

 

糸数：「こいつは将来何かやってくれそう！」って思わせることかなぁ。（笑） 

 

大森：文章力がなかったから（エントリーシートは）難しかったな～。私

は部活について書いたんだけど、企業は“結果”よりも“（そこに至る

までの）努力の過程”を見るのね、だから、そっちの方をしっかり書

かないといけないよね。 

 

就活に資格などは必要ない？ 
   

土井：やっぱり、就活に資格とかって必要ですか？ 

 

﨑川：僕は資格もってないですね。でも、自分の２０年ぐらいの人生をぶ

つけるつもりです、素直に。 

 

大森：資格欄ゼロでも受かる人はいるし、資格があるにこしたことはない

けど大丈夫だよ！ 

 

後藤：ロシア学科なので、ロシア語検定２級は取りたいと思っていますけ

ど、ロシア語、部活、（エアラインの）スクールなどいろいろやったか

ら、新しく資格をとるつもりはないですね。 

 

土井：職種によっては、英語力（ＴＯＥＩＣ）が必要じゃないですか？ 

 

大森：外大だし、できないと「えっ？」って思われるかもしれないですね。 

 

糸数：（資格が）あるにこしたことはないけどね。 

 

～具体的にＴＯＥＩＣスコアってどのくらいあったら安心？ 

 

﨑川：８００点以上あれば相当安心？ 

 

大森：ウチの会社では、７００点以下だと研修が必要になるから、会社に

よると思うけど、外大だし７００点あればいいんじゃない？ 

 

～エアラインのインターンのときは、英語力はどうだった？ 

 

後藤：申し込み段階では、スコアはまだもっていなかったです。仕事では、

（英語の）コミュニケーション力の方が要りました。 

 

大森：でも、英語を使う仕事なら、スコアを持ってないといけないかもね。

ないとできないこともあると思うし。 

 

インターンシップ 
 

中村：インターンシップはどうでしたか？ 

 

﨑川：僕は全部１ＤＡＹで行ったんですけど、日経、リクナビ、マイナビな

どを使って、名前を知っているところから手当たり次第にエントリーし

て、インターンの申し込みをしていくというような感じです。説明会の

ようなところもあれば、体験させてくれるところもあるし、選考を兼ね

ているところもありますね。（１ＤＡＹの良さは）一日だけどいろんなと

ころをまわれることですね。 

 

後藤：私はホテルとエアラインに行きましたが、エアラインはＨＰから申し

込み、ホテルは学校から申し込みました。エアラインでは主に接客でし

た。ホテルではすべての部署を一日ずつ回り、最終日はプレゼンもしま

した。長期の良さは、その仕事がよくわかることや参加学生の意識の高

さを感じることができること。また、“仲間”としての結束が強くなるこ

とです。両方とも期待以上でした。 

 

～インターンの選び方って、何かありますか？ 

 

﨑川：迷っているならいろんな会社を見てみるのがいいですね、絶対行った方

がいいです。 

 

後藤：やりたいことなら長期で。お金かかりますけど・・・。 

 

～大事なのは諦めないこと～ 

 

土井：就活って大変でしたか？ 

 

糸数：社会について知ることができたのは良かったけど、二度とやりたくな

い・・・。 

 

大森：つらいことばかりではないし、楽しいこともあるよ。大事なのはあき

らめないことで、自分で可能性を失くしちゃいけないしね！ 

 

就活で必要な費用っていくらぐらい？ 
   
大森：（全部で）２０万はかかったね、スーツ、コート、バッグとかも買っ

たし、交通費出してくれないところも多いから・・・。それに東京まで

は毎回、新幹線で行っていたから。 

 

後藤：エアラインのインターンが東京だったので、ホテル代など結構かかり

ました。 

 

糸数：男ならネットカフェとかでもいいけどね！（笑）説明会とかもだいた

い毎日あるからね。大阪とかでも毎日だとキツイよね。 

 

中村：交通費とかね・・・（笑）。 

 

大森：就活が長引けば長引くほどかかるからねぇ、今のうちに親に頼んどこ

っ！（笑） 



  

  

  
 

  

全日本空輸株式会社 客室乗務職 内定 英米学科４年 前田 桂子 
 

 私は９月に留学から帰国し、就職活動を始めました。まずはた

くさんの業界や企業を知るために合同企業説明会に足を運びまし

た。また、学内で行われる自己分析セミナーにも参加し、就職活

動の基本部分を知っていきました。そしてこの時期に TOEIC や

秘書技能検定を受けておきました。 

 １２月・１月は業界を絞らずに自分が興味を持った企業の開催

するセミナーに参加していました。会社名や WEB に載っている

内容ではわからない、会社の違った一面を知ることができるので、

時間の許す限り企業ごとのセミナーに参加することをお勧めしま

す。また私は、冬休み中に SPI の勉強を一通り終わらせておきま

した。そして勉強と平行して、ある程度の自己 PR をこの時期に

つくっておき、両親や先輩に目を通してもらいました。 

 ２月はエントリーシートのラッシュです。昼間は企業のセミナ

ーに参加し、夜は１日に１〜２枚のペースで書き上げる毎日です。

諦めずに提出し、無理な場合は優先順位をつけて効率良く提出し

ていました。この時期からは時間単位で記入できる手帳を用意し

て自分のスケジュールを管理することが非常に大切になってきま

す。 

 ３月〜５月は面接の時期です。私は人前で緊張するので、どん

な企業でも面接の練習と考え多く受けていました。面接の時は提

出したエントリーシートを印刷して持参し、直前まで見直しをす

ることが大切です。また面接を受けた後は、聞かれた質問と自分

がどう答えたかをメモし、良い点・悪い点を見直して次の面接に

つなげるようにしました。そして５月の半ばに内定を頂きました。 

 私が内定を頂いた企業の面接は、一番緊張せずに自分を出すこ

との出来たものでした。それは事前にきちんとその企業について

調べておいたことや、何度も質問内容を予想して答え方を考えて

おいたことが自信に繋がったからだと思います。初めは何がした

いのか、どんな企業があるのか等、わからないことばかりですが、

「悩んでいるのなら行動する」べきです。先輩や学校の情報を充

分に収集してその中から自分の必要な物だけを選択し、皆さんが

納得のいく就職活動ができることを心から応援しています。 

 

全体スケジュール 内定先のスケジュール コメント 

2008 年

9 月 

留学から帰国     

10 月 就職活動開始     

11 月 合同企業説明会 

参加 

    

12 月 個別企業説明会 

参加 

  計 90 社エントリー 

2009 年

1 月 

     

2 月 エントリーシート

作成 

  夜は１日、１～２枚の

ペースで ES 作成。昼

間は 1 日、２～３社

の説明会をこなす。 

3 月 各企業面接 ES 提出   

4 月   面接 1 日 2 回面接がある時

も。アルバイトとの両

立が大変だった。ANA

の会場でエアラインフ

ァッションの人たちを

見て不安になるも、自

分らしさを貫く！ 

5 月       

5 月中旬 終了！ 内定！   

 

パナソニック株式会社 内定 国際関係学科 4 年 清水 辰哉 
 

就職活動を終えてしばらく時間が経ちました。今感じるのは、

就職活動は今までの学生生活の中でかなり特殊な時間だったと

いうことです。短い期間に数え切れない程多くの人たちと出会い、

自分の将来について今までに無いほど真剣に考え、悩みました。

今までの自分を振り返り、一定の方向付けをする就職活動は、や

はり大切な時期です。後輩の皆さんの参考になるように、少しア

ドバイスを残したいと思います。 

私は、「グローバル」、「ものづくり」、「環境」を就職活動の軸

とし、主に自動車、電機、重工業メーカーを志望していました。

しかし、不況の影響を受け軒並み採用減になり、採用中止になる

企業も出てきました。最初は不安でしたが、自分にはどうするこ

とも出来ないと割り切って、残りの企業に全力投球することを決

めました。幸い、メーカーの選考は他業界よりも少し遅めなので、

他業界の選考で経験を積むことが出来ました。 

準備は緻密に、本番は大胆に 

私は、面接が始まる４月までの時期が一番重要だと感じました。

それまでに自己分析と企業研究をいかに徹底的に行うかで、自信

を持って１歩踏み込んだ深みのあるエントリーシート（ES）や

面接を披露出来るかどうかが決まってくると感じました。ここで

大切なのは具体性と簡潔性です。自分がどんな人間か何度も問い

かければ、きっと今の自分自身をつくるきっかけとなった具体的

なエピソードが見えてくると思います。企業研究についても、自

分がその会社に入ってどんな仕事がしたいかキャリアプランを

具体的に（例えば 5W１H を使って）話せるように準備しておけ

ば、面接でも思い切ったアピールが出来ると思います。面倒くさ

いと思わず徹底的に取り組んで、気持ちに余裕をもって本番を迎

えてください。就職活動は自分との闘いです。 

最後になりましたが、後輩の皆さんの就職活動が納得のいくもの

になるよう祈っています。 

 

全体スケジュール 内定先のスケジュール コメント 

2008 年

2 月 

留学から帰国     

2008 年

10 月 

就職活動開始     

2008 年

11 月 

学内セミナーに

参加。合同企業

説明会参加。 

    

2008 年

12 月 

個別企業説明会

参加 

単独セミナー参加   

2009 年

1 月 

    1 日 1 社程度の説明会 

参加 

2 月 ES 作成   1 日２～３社程度の説明

会参加 

3 月 ES 締切 ES 締切 1 週間に４～５社の ES

作成 

4 月 各企業面接 面接 3 回 1 日 3 社程度の面接 

4 月中旬 就職活動終了 内定！   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA 兵庫 国際関係学科３年 山本真実 三井物産ほか（１ＤＡＹ） 国際関係学科３年 﨑川謙一 
  

2009 年 8 月、私は開発途上国への国際協力を行う、JICA 兵

庫で仕事としての国際協力を経験してみたいと思い、10 日間業

務を体験させていただきました。 

私は今夏、１ＤＡＹを中心に商社・メーカー・金融等 10 社の

インターンシップに参加しました。私は正直それまで就職につい

てあまり考えたことがなく、業界や会社についても漠然としたイ

メージしかもっていませんでした。そのため出来るだけたくさん

の会社を訪問して自分の目で見る必要があると考え、夏休み前の

６月中旬頃から就職サイトを通し様々な企業にエントリーして

いきました。 

初日にインターンシップ生 4 人に任された大きな仕事は、開

発教育指導者を対象とした「多文化共生のためのセミナー」に向

けての準備でした。早速、上司に過去のセミナーに関する書類が

入ったファイルから、セミナーに向け何をしなければならないか

を見つけ出し、準備を進めるように言われました。参加者名簿の

管理や部屋の割り振り、配布資料の作成など、ＪＩＣＡ兵庫内外

の人が関わる責任の重い仕事です。多量の仕事をこなしていくた

めには、指示されるのを待つだけではなく、進んで仕事を見つけ

て、4 人で協力しながら取り組む必要がありました。 

結論から言って今夏のインターンシップ体験は、私自身にとっ

て大変有意義なものであったと思います。多くの企業を訪れ、意

識の高い他大学の学生達と話せたこと、社員の方々のお話を聞け

たことは貴重な体験でした。また、法人を取引先としているＢｔ

ｏＢ企業の業務内容など初めて知ることもたくさんありました。

それまで自分が業務内容を知らなかったために興味をもってい

なかっただけで、実際には自分がやりがいを持って働けそうな業

界・企業が世の中にはたくさんある、ということに気付かされた

のは大きな収穫だったと思います。 

私はこのインターンシップを通じて、国際協力とは様々な形が

あるということを発見しました。現地に赴いて自ら国際協力活動

をするだけでなく、例えば海外からの研修員が日本で技術を学べ

るようコーディネートすること、各分野の専門家が開発途上国の

人々に知識を教えることも国際協力です。ＪＩＣＡでさらに国際

協力の仕事に興味を持ち、また周囲と協力しながら仕事を進める

ことの大切さと難しさを知ることができ、貴重な体験をさせてい

ただいたと思います。 

夏休みは自由に使える時間がある時期だと思いますので、皆さ

んも積極的に参加してみてはいかがでしょうか。そして、出来れ

ば就職活動という狭い枠にとらわれずに、「社会で働く」という

こと、そして更には「自分の将来」について考えていくきっかけ

にしてほしいと思います。  

  

  
全体スケジュール 

インターンシップ

スケジュール 
コメント 

2009 年

6 月 

学内インターンシ

ップガイダンス 

参加 

応募→選考   

8 月   インターンシップ

参加 

  

10 月 エントリ―開始   PC 画面を長時間見て

疲れる 

11 月 合同・個別企業 

説明会参加 
  企業説明会が増える 

12 月     計 100 社エントリー

済み 

2010 年

1 月 

    ES 多数提出予定！ 

  
全体スケジュール

インターンシップ

スケジュール 
コメント 

2009 年

6 月 

学内インターンシ

ップガイダンス 

参加 

    

7 月 
 エントリー及び 

参加 

  

8 月 
    意識の高い他大学の学生

に刺激を受ける 

９月    

10 月 

リクナビ等就職サ

イトよりエントリ

ー開始 

  自己分析を開始 

11 月 
合同・個別企業 

説明会参加 

  メールの確認に四苦八苦

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 月 

 

 

  計 100 社エントリー済

み。大学・バイト・就活

の両立に苦しむ。筆記対

策を年内にするつもり。

 

 

 
 
 
 
 面談の予約はカウンターで。 

予約は早めにとった方が Better だそうです。  
 

「日経テレコン２１」なども閲覧でき、

過去の新聞掲載記事も調べられるので大変

便利です。

就職についての相談やエントリーシートの

書き方など、わかり易く説明してくれます！

 
 
 
 

 
 

 

キャリアサポートセンタースタッフと記念撮影 

 

●「みなさんフレンドリーで、質問にもすぐに答えていただいて就活で困った時にはとても頼りになる存在だ

なという印象を抱き、これからたくさんお世話になりたいと思いました！」 

●「次は 3年生になるのでいろいろ相談にのってもらおうと思います！」 

 
就職活動に参考になる本が揃っていて、一

部の本については貸出もおこなっています！ 

日経新聞もあり、テーブルがあるので、

ゆっくり読むことができちゃいます。 



  

  

募 集  

★卒業・修了・成績証明書の事前申し込み  

★英米学科・第２部英米学科 転部試験  

卒業・修了予定者で、卒業・修了・成績証明書の交付を

卒業式当日に希望する学生は、学生支援・教育グループに

て下記日程に申請してください。 

 

 要項を配布しています。 

出 願 日：２月２３日（火）・２４日（水） 

試験日程：３月１０日（水） ※この期間に申込をいただかないと卒業式当日に証明書が渡せない場合

がありますので注意してください。やむを得ない場合は、卒業式当日は

証明書の受付のみ行いますが、発行はできませんのでご了承ください。 

合格発表：３月２１日（日） 

転部手続：３月２５日（木）予定 

 日 程：２月２６日（金） 

★科目等履修生、司書課程、学校図書館司書教諭課

程、教職課程の募集要項の配布 

時間は後日ポータルサイト等でお知らせします。 

  ３月１日（月）・３日（水） ９：００～２０：００ 

     ２日（火）       ９：００～１７：００ 

２月１日（月）から要項を配布します。 手数料：証明書１通につき３００円 

出 願 日：３月１日（月）・２日（火） ※２月２６日（金）は在校生の証明書発行は行いませんので注意してく

ださい。 試験日程：３月１０日（水） 

合格発表：３月２１日（日） 2009 年度の卒業・修了・成績証明書については、３月２５日

（木）より即日発行できます。 手  続：３月２５日（木）予定 

【問合せ先】学生支援・教育グループ 入試広報班   【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班   

℡ 078-794-8134 ℡ 078-794-8131 

  

学部・2 部 交付・申し込み  

配布・履修（新学期）  

★卒業・進級予定者の発表及び成績通知書の交付  

★講義概要（シラバス）・時間割表の配布  

下記の期間に卒業・進級予定者を発表します。（通算 3

回以上の進級できなかった学生に対しては、別途その旨本

人宛に通知します。） 

 

講義概要（シラバス）・時間割表は、4 月から外大ポー

タルサイト（GAIDAI PASS）で閲覧できるようになりま

す。それに伴い講義概要（シラバス）・時間割表の印刷物

配布は、廃止しますのでご了承ください。 

 あわせて、成績通知書を交付しますので、必ず受け取っ

てください。（学生証持参のこと） 

※本人以外の代理受領は本人の押印のある委任状が必要

です。 

 

★英米学科（学部・第 2 部）専攻語学Ⅲ・Ⅳの予備

登録  

卒業予定者の場合 3 年生・4 年生の専攻語学Ⅲ及びⅣについては、下記の

日程で事前に予備登録を行います。履修希望者が、定員を

超えたクラスについては、当日抽選を行いますので、必ず

出席してください。 

日  程：2 月 26 日（金） 

※時間・場所については、ポータルサイト等で後日掲示し

ます。 

 日  程：４月２日（金）予定  

進級予定者の場合 登録方法・時間・場所は、ポータルサイト等で掲示します。 

日  程：3 月 9 日（火） ※４年生で専攻語学Ⅲを１科目でも履修登録必要な学生は、Ⅲ・

Ⅳ両方に出席してください。 ※時間・場所については、ポータルサイト等で後日掲示し

ます。  【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班   

℡078-794-8133   ポータルサイトの利用マニュアルは、外大ホームページ

（在学生の方→ニュース＆トピックス一覧で確認してく

ださい。） 

 

★履修登録 
  

★成績通知書の交付（修士・博士課程） 日  程：４月上旬にポータプルサイト等で掲示します。  

 【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班  

℡ 078-794-8133 日  程：２月２５日（木）より交付します。 

場  所：研究所事務室  
  
  



 

 

奨学金・その他補助事業 

 
 
★日本学生支援機構 適格認定奨学金継続願の手続き 
 

 奨学金継続願の書類をまだ取りに来ていない方は、至急

学生支援カウンターまで取りに来てください。 

来年度も奨学金の継続を希望する場合は、下記期限内に

インターネットで継続願を提出しないと、奨学金は廃止さ

れます。（http://ttt.ikusys.jasso.go.jp） 

・対象学生：第一種・第二種奨学金を貸与されている学生。 

ただし、次の者を除く。 

①最終学年の学生 ②現在、休止または停止の学生 

・入力期限：２月３日（水） 

＊期限までに提出（入力）できない場合は、至急学生支援

班まで連絡してください。 

 

★2009年度 TOEFL iBT及びIELTSの受験料補助 
（学部生対象） 

 

国際交流センターでは、以下のとおり受験料の補助を行

なっています。対象者は必ず期日までにお申込みください。 

 

国際交流センター 

 

通常通り     ９：００～１７：００ 

 

研究所 

 

通常通り     ９：００～１７：００ 

 

キャリアサポートセンター 

 

通常通り     ９：００～１９：３０ 

 

学生コンピューター室 

 

月曜日～金曜日 ９：００～１６：３０ 

 

図書館 

 

月曜日～金曜日  ９：００～１６：３０ 

閉館日：日曜日・祝日および 2 月１３日（土）以降の土曜日 

2 月 1８日（木）・２５日（木）・3 月 4 日（木）・１２日（金）・

１９日（金）・２４日（水）～３１日（水）・４月５日（月） １．補助対象者：学部生であって、2009年4月1日以降

にTOEFL-iBT又はIELTSを受験した学生。  
２．補助金額：５，０００円/人 

 
３．補助金の申請手順： 

 
国際交流センターにて配布している申請書類に記入の

上、必要書類と共に提出してください。 図書館  

 ４．申込期日： ３月１０日（水） 
 ※申請は１人１回のみとします。 

※補助は予算の範囲内においてのみ行い、先着順にて随時支給し

ます。なお、予算の範囲内で補助金の交付を行うので、申込期

日が早目に打ち切られることがあります。早期の受験・早期の

申請をお願いします。 

★春期特別貸出の実施 
 下記のとおり春期休業前に長期貸出を行います。 

 

長期貸出期間：２月１日（月）～３月２３日（火） 
 ※院生については３月１８日（木）～２３日（火）までの貸出分

は４週間後の返却日になります。  
 春期休暇期間の施設開閉時間 
返 却 日：４月１４日（水）  
貸 出 冊 数：１・２年生は上限が通常の５冊から７冊に

なります。その他につきましては通常どお

りです。 

春期休暇期間中（２月１０日（水）～４月６日（火））

は施設開閉時間が違いますので注意してください。一部の

施設を除き、土曜日・日曜日・祝祭日は休みです。 
※ただし卒業予定者は上記の期間中でも返却日は通常どおり（学

生 2 週間、院生 4 週間）です。  

学生支援・教育グループカウンター 最終返却期限は３月１０日（水）になります。 

  

★今春卒業予定者の最終返却期限 月・水・金曜日  ９：００～２０：００ 
今春卒業予定の方に貸し出した資料の最終返却期限は

３月１０日（水）です。 
※１７時以降に窓口に来る場合は、できるだけ用件を１７時までに電話

等で伝えた上で来てください。 
 

火・木曜日   ９：００～１７：００ ★卒業後の図書館の利用 
 卒業後も図書館を利用することができます。利用する際

は 4 月以降に図書館カウンタ－に申し出てください。資料

の閲覧と複写ができます。 

学生会館 

 

住所を証明するものがあれば貸出も可能です。 月・水・金曜日  ９：００～１９：３０ 
 火・木曜日   ９：００～１６：３０ 
【問合せ先】学術情報センター ℡ 078-794-815３ 

土・日曜日・祝日 ９：００～１７：３０ 
 

※土･日曜日・祝日の利用については、事前に使用許可を受けた場合に限

ります。また、使用願い届は利用日の１週間前までに提出してください。 

http://ttt.ikusys.jasso.go.jp/


 

 

  

■薬物乱用の防止 ■悪質商法、カルト集団などの勧誘に注意！ 

最近、大学生が大麻など薬物の使用・所持で逮捕される

報道が相次いでいます。２０歳代を中心とする若年層への

拡大が特に顕著となっており、本学の皆さんの身近にも起

こり得る可能性があります。 

 キャッチセールス、マルチ商法、架空請求などの経済犯

罪や、カルト集団など学生を狙う勧誘が溢れています。 

カルト集団では、最初はスポーツや文化などのサークル

活動を装って巧みに近づき、知らないうちにマインドコン

トロールされ脱会を難しくします。安易にアンケートなど

で名前や住所を教えないようにするとともに、怪しいと感

じた場合はきっぱりと断る勇気を持ってください。 

大麻など禁止薬物の所持、使用、販売などの行為は重大

な犯罪であり、絶対に行ってはなりません。特に、海外で

は所持だけでも死刑などの厳罰を科す国もあり、海外に行

くことの多い本学の皆さんにも、知らないうちに運び屋に

されるなど、犯罪行為に巻き込まれ、一生を台無しにする

危険もあります。 

また、学内でそのような行為を見かけたり、遭遇した場

合は学生支援班まで連絡してください。 

 

なお、最近、子どもと連絡が取れないので安否確認を

してほしいと保護者の方から連絡をいただきます。幸い

大事には至っておりませんが、定期的に連絡をするなど

して、保護者の方に心配をかけないよう心掛けてくださ

い。 

好奇心で手を出さないようまた、このようなことになら

ないよう、くれぐれも良識ある行動を取るよう留意してく

ださい。 

【参考】 

 ・薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ 

http://www.dapc.or.jp/data/index.htm  

  

■海外渡航届の提出 

休学せずに、海外に渡航する場合は期間を問わず全て海外渡航届を提出する必要があります。長期休業などを利用して

海外に短期留学や旅行する場合は、必ず提出してください。「海外渡航届」は、学生支援班、国際交流センター、ボラン

ティアコーナーにあります。 

また、外務省のホームページ等で渡航先の情報を収集し、万全を期した上で出発するようにしてください。 

 

 

 

 

☆第１回兵庫県中国文化交流会中国語スピーチコンテスト 

１０月１２日、神戸東洋医療学院、神戸学院大学共催の第１回兵庫県中国文化交流会中国語スピーチコンテストが行なわれました。

中国学科３年生の西村英希さんが最優秀賞を受賞されました。 

 

☆弓道昇段審査 

１１月１５日、兵庫県立弓道場において全日本弓道連盟主催の昇段審査が行なわれ、弓道部藤坂真史さんは、大学生が取得できる最

高段位である四段を認許されました。なお、春の昇段審査においては鈴木香織さんが四段を認許されています。 

 

☆第２３回全日本学生中国語弁論大会 

１１月２８日、京都外国語大学において京都外国語大学、上海教育国際交流会主催の第２３回全日

本学生中国語弁論大会が行なわれました。中国学科３年生の島村茂和さんが京都外国語大学総長賞を

受賞し、また中国学科３年生の橘雅親さんが中華人民共和国駐大阪総領事館教育室賞を受賞しました。 

 

☆第４回中国語スピーチコンテスト 

１２月５日、立命館大学において立命館孔子学院主催の第４回中国語スピーチコンテストが行なわれました。中国学科３年生の西村

英希さんが最優秀賞を受賞しました。 

 

☆第３回学生通訳コンテスト 

１２月５日、名古屋外国語大学において名古屋外国語大学主催の第３回学生通訳コンテストが行なわれました。英米学科４年生の大

西亮平さんが準優勝しました。 



   
Ｑ５ヨーロッパ文化だけではなく日本文化にも詳しいのです

か？ 
 

  
学生時代に日本文化の授業をとる必要があって、その授業で歌舞伎の

半券を提出しなくてはいけなかったので見に行ったのですが、これが思

いのほか面白くって、それから大好きになりましたね。学生時代って思

わぬところに面白い出会いがあるんですよね。 

VOL．４ 総合文化コース 山之内克子 教授 VOL．４ 総合文化コース 山之内克子 教授 

広報サポーター企画・第１弾！！「教員インタビュー」。 広報サポーター企画・第１弾！！「教員インタビュー」。 

授業中には見ることのできない先生方の素顔に迫っていきま

す。 

授業中には見ることのできない先生方の素顔に迫っていきま

す。  
さて、第４回目は総合文化コース 山之内克子教授です。 さて、第４回目は総合文化コース 山之内克子教授です。 Ｑ６ヨーロッパのおススメ映画＆スポットを教えてください！ 
  

「取材後記」 

 山之内先生の話を聞いているだけで、ウィーンなど綺麗なヨーロ

ッパの町並みが想像できて、とても楽しかったです！ 

取材担当：広報サポーター 

  

  

  

  

  

 

『山之内 克子（やまのうち よしこ）』 

・総合文化コース 教授 

・愛媛県 出身 

・「知的美人」という言葉がピッタリの山之内

教授。クラシックなどの音楽が大好きで中

学生の頃はバロック音楽を録音し自ら編集

をして楽しんでいたとか・・・。   

  

Q１どのようなきっかけでドイツ語や西洋史を勉強し始めたの

ですか？ 

Q１どのようなきっかけでドイツ語や西洋史を勉強し始めたの

ですか？ 

小学校高学年の時に、両親の都合で２年間ドイツにいたことがきっか

けで、西洋史や音楽にも興味をもつようになりました。 
小学校高学年の時に、両親の都合で２年間ドイツにいたことがきっか

けで、西洋史や音楽にも興味をもつようになりました。 

  

Ｑ２学生時代にオーストリアへ留学されていたそうですが、オー

ストリア文化について教えて下さい。 

Ｑ２学生時代にオーストリアへ留学されていたそうですが、オー

ストリア文化について教えて下さい。 

 オーストリア人の話すドイツ語はオーストリア方言で、ドイツ人が話

す標準的なドイツ語とは違います。 

オーストリアに留学した時、ゼミの先生のドイツ語がまったく聞き取れ

なかったことを覚えています。そして逆にオーストリアに留学した後に

ドイツに行くと、ドイツ人の友達に訛ったねと言われてしまい･･･。（笑） 

後は、ドイツでは人間のメンタリティも北と南で大きく気質が違いま

すね。北の人は有能で細かく、とても仕事が出来ますが、必要な事以外

はさっと済ませる四角四面的な印象を受ける人が多いですが、南の人は

南方のイメージ通りにおおらかな人が多いという印象を受けました。割

と時間もルーズで、無駄話もたくさんするし、一度顔を見たら声をかけ

てくる人も増えてくる・・・という風に南北だけでもこんなに違うんで

すよね、同じ国なのですが、お国柄が違うというか（笑） 

 

Ｑ３ドイツ語は英語とよく似ていると聞きますが本当ですか？ 

そうですね。でも似ているからこそ難しいってところもありますね。

特に外大生は英語が得意な分、英語的なミスをしやすいから、最近では

英語との違いを強調してわかりやすい授業を心がけています。 

映画は「善き人のためのソナタ」「グッバイ・レーニン」ですね。今ド

イツ映画がホットなのでおススメです。 

おススメスポットとしては、オーストリアのザルツブルクです。谷あ

いにある大理石でできた家が立ち並ぶ白い町がとても素敵で世界文化遺

産にも登録されています。毎週末教会でコンサートが開かれていて、と

ても素敵な町なのでぜひ行ってみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７教員になっていなければ、ほかにどのような仕事に就いてい

たと思いますか？ 

 大学に勤めていなかったら？そうですね・・・デパートのバイヤーか

な。理由は、海外から自分が仕入れてきたものが人々に受け入れられる

と嬉しいじゃないですか（笑） 

結局、今の仕事をやっている動機と同じなのかもしれません。自分か

ら発信した内容を受け入れて喜んでもらう。そういった事が好きなのか

もしれません。 

 
外大はきめ細やかな指導が行えるので、語学を学ぶにはとても

よい環境だと思いますね。 

 
Q８外大の良いところはどこだと思いますか？  

 学生のみなさんは、真面目な子が多く、エレベーターで会っても皆さ

ん必ず挨拶してくれ、このような学生が集まっている所は他の大学には

あまり無いと思いますね。  

 大学の規模としては小さな方ですが、小規模だからこそ、学生一人一

人に目を配る事ができ、授業中でつまっている子のケアがしやすかった

りと、きめ細やかな指導が行えるので、語学を学ぶにはとてもよい環境

だと思いますね。 

  
Q４西洋史を楽しく持続的に勉強できるコツってありますか？ Ｑ９ 外大生にメッセージをお願いします。 

小さいですが、スクールカラーも確立していて、授業の内容も濃密な

ところです。外大のような大学は他にあまり無いと思うので皆さんの力

でよりよい大学にしていってくださいね。 

私は、高校で習ったような年号の暗記や、ナポレオンや偉大な人物が

何をしたということよりも、その人物たちに仕えていた人々や庶民がど

のような風に暮らしていたかということに興味があります。歴史という

のは「その時代の人々が日常の生きた記録」だと思うのです。だから歴

史上のある短い期間の中におきた出来事について自分で調べてみたり、

本を読んだりすれば面白い発見があって楽しいんじゃないかな？私自身

も自分の専門である歴史についての授業では、研究者としての活動内容

の一部を紹介することで、学生が「世界史でこんなの習わなかった！」

って驚いてくれる授業を目標にしています。 

 

 

 

 

 

  

 自分のなじんできた分野と一緒に学ぶと良いですね。例えば外

国語が得意なら、外国語を通して歴史を見ていけると、楽しく勉

強出来ると思いますよ。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ◆ 行事予定 ◆ 
 

  

月  日 予  定 

2 月 

２月２日（火）～2 月８日（月） 後期試験 

２月１１日（木・祝日） 
修士課程・2 次入学試験・博士課程入

学試験 

２月１５日（月）～１９日（金） 編入学試験願書受付 

２月１８日（木）～２５日（木） 

13 時まで 
一般入試（前期日程）追試験申請期間

２月１８日（木） 
修士課程 2 次入学試験・博士課程入

学試験合格発表 

２月２２日（月）～２６日（金） 
外国人研究生 2 次・研究生・研修員

願書受付 

２月２３日（火）・２４日（水） 転部試験願書受付 

２月２５日（木） 一般入試（前期日程）入学試験 

2 月２６日（金） 卒業予定者発表日 

2 月 26 日(金)～3 月３日（水） 成績照会（４年生） 

２月２８日（日） 英語教育学専攻入学試験 

3 月 

３月４日（木） 
一般入試（前期日程） 入学追試験

英語教育学専攻合格発表 

３月５日（金）～１２日（金） 

13 時まで 
一般入試（後期日程）追試験申請期間

◆卒業式・修了式 
・日 程：３月２４日（水）１０：００～（受付開始９：３０） 

・場 所：大ホール 

※学位記、卒業証明書等は卒業式終了後に指定の教室でお渡し

します。教室は当日の式会場と学舎に掲示しますので確認してく

ださい。保護者の方は、第２学舎で中継をご覧いただくこ

とになります。 

 

◆卒業記念パーティー 
神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「２００９年度 

卒業記念パーティー」を下記のとおり開催いたします。卒業する

学部生・院生の参加をお待ちしております。保護者の方々もぜひ

ご参加ください。 

・日 程：３月２４日（水）１３：３０（受付開始１３：００） 

・場 所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 

      神戸市垂水区東舞子町１８－１１  

℡ ０７８－７０６－３７１１ 

・交通機関：大学より舞子ビラ神戸までの送迎バスを予定 

（JR 神戸線「舞子駅」、山陽電鉄「舞子公園駅」より徒歩７分「舞

子駅」より「舞子ビラ神戸」シャトルバス有り） 

送迎については卒業式当日、説明及び会場に掲示します。 

・参 加 費：卒業生及び保護者の方は無料 

 
３月８日（月） 一般入試（前期日程）合格発表 

３月９日（火） 進級予定者発表日 

３月９日（火）・１０日（水） 成績照会（１～３年生） 

３月１０日（水） 
編入学試験、転部試験、科目等履修生

試験 

３月１２日（金） 一般入試（後期日程）入学試験 

３月１３日（土） 
外国人研究生 2 次・研究生・研修員

選抜試験 

３月１４日（日）・１５日（月） 
一般入試（前期日程）、修士・博士課

程入学手続き 

３月１８日（木） 
外国人研究生 2 次・研究生・研修員

合格発表 

３月１９日（金） 一般入試（後期日程）追試験 

 

 
 

一般入試に伴う施設利用について 

２月２４日（水）・３月３日（水）・１１日（木）・１８

日（木）については入試準備のため、学舎・第２学舎は立

ち入り禁止となります。 

２月２５日（木）・３月４日（木）・１０日（水）・１２

日（金）・１９日（金）については入試のため、全施設利

用ができませんので注意してください。 

受験生のみなさんが試験に集中できるよう、ご協力をお

願いします。 

 
一般入試（後期日程）合格発表 

３月２１日（日） 編入学試験、転部試験、科目等履修生

等試験 合格発表 
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３月２４日（水） 卒業式 

３月２５日（木） 転部試験、科目等履修生試験 手続き

３月２６日（金） 

一般入試（後期日程）・編入学試験・

外国人研究生・研究生・研修員 入学

手続き 

4 月 

４月５日（月） 入学式・オリエンテーション 

４月６日（火） オリエンテーション 

４月７日（水） 授業開始 
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