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藤井：どうして野島さんはホテル、

岡本さんは卸売企業を選ばれた

のですか？ 

 

野島：接客業に興味があってアル

バイトでも接客をしているので、今

までの自分の経験が社会でどのく

らい通用するのかを知りたかったのです。 

岡本：物流というよりは、営業に興味がありました。イメー

ジはあったのですが、実際のことは何も知らなくて。 

木村（広サポ）：実際にインターンシップに行かれていかが

でしたか？ 

岡本：営業は商品を売るためのリサーチが大事ですが、

その作業があまり好きではなかったです。でもインターン先

の会社に自分が合っていると感じました。毎朝朝礼で大

きな声で30秒スピーチをするのですが、そういった気合を

大事にする会社の雰囲気は自分

の性格に向いている気がします。 

野島：2週間住み込みだったので

すが、業務が大変でホテル業界

や自分の適性について考えたりす

ることは、正直に言ってできません

でした。でも実際に現場に入るこ

とで、社員の方の働く姿から仕事への姿勢を学ぶことが

できました。 

木村：11月にプレエントリー、12月から説明会が始まりま

した。エントリーシート提出や面接は体力的にもスケ

ジュール的にも限りがあるので十数社しか受けていませ

ん。銀行に決めたのは２、３月頃です。それまではいろん

な業界の説明会に行きました。 

橘：1月中旬まで留学していましたが、10月には留学先

からプレエントリーを始めました。説明会やOB訪問を開

始したのは２月の中旬です。 

木村（広サポ）：どうして内定先の業界に興味をもったの

ですか？ 

小田：マスコミ以外の業界は全て

話を聞きに行って、面白そうだと

思った会社を並べるとメーカーに

偏ってしまったのです。メーカーは

同じ商品を扱って、同じような戦

略で、同じ国を見ている企業が多

い。「何故うちなのか？」と面接で突っ

込まれたときに困らないよう企業について深く調べました。 

橘：商社は仕事内容が似通っているので、どの会社にい

きたいかというよりも、何を、どんな人としたいかが大事

だと思う。僕は業界を選ぶとき、人事の人と自分がどの

くらい合うか、その会社で自

分が働く姿が想像できる

か、ということを大切にしまし

た。個人的な意見ですが、

商社の人は熱く、僕の性格

に合っていると思ったんです。 

藤井：なるほど。逆に銀行って「冷静」な人材を求めてい

る気がしますがそのあたりはいかがでしょうか… 

木村：確かに銀行って「真面目」、「堅い」というイメージが

ありますが、結局は人対人の仕事。クールな人が勝ち残

れるというわけでもないと思いますよ。 

 

木村（広サポ）：就活でしておくべき事はありますか？ 

橘：OB 訪問はぜひしてください。何を聞くべきか難しいで

すが、仕事内容といった簡単な質問から始めるしかない

と思います。ESを添削してもらっていました。添削は厳し

かったですが、学生と社会人の文章力は全然違うので

絶対見てもらった方が良いと思います。 

小田：OB訪問では説明会よりもリアルな話を聞け、選

考でのアドバイスもいただきました。自分のしたいことを伝

えたときに、もっと努力と覚悟が必要とも言われましたが、

メーカーにはその環境があるとも言ってもらえました。 

木村：僕はOB訪問をしていませ

ん。というのも、説明会の他に座談

会が頻繁に開かれていて、人事や

行員の方と話す機会がたくさんあっ

たからです。仕事に対する本音や

給料のことなど何でも聞けました。

少人数の座談会だったので、自分

の自己PRを口頭で添削してもらうことも

できました。 

藤井：よく「自己分析」って聞きますがピンときません。どう

いうことをしたのか教えてください。 

木村：ノートに日常で思いついたこと、

説明会や面接の感想など何でも書き

ました。後から見直すと自分の中で何

かしら繋がるものがある。 

小田：自己分析って結局自分がどん

な人間か知ること。親や友達に自分

の性格について聞き、キーワードを抜

き出して文章にしました。 

橘：ＳＰＩをするのは、早ければ早いほど良いですよ！努

力すれば必ず伸びるので。 

 

藤井：面接やGDで上手く自分をアピールできるか心配で

す。 

木村：良い表現の言葉を慎重に選びました。でも、今の

内定先の時は、誇張したり嘘つくことに疲れてしまってあ

りのままで臨みました。「第一志望ではない」とも正直に

言いました。でもその方が気楽で、今思えば、ありのままの

自分を表現したことを評価してもらえたのかもしれません。 

小田：私も良い表現というのは使いましたね。私は地元

でボランティアをしていますが、組織体制が決まってないの

で、自分で役職をつけて話をしたりしました。 

橘：GDでは考えすぎると黙ってしま

うので、何も考えずにその場が楽しく

なるように、話を振ったり意見を求

めたりしていました。相手に反論す

るときも、「こうゆう風に考えられない

かな」とフォローを必ず入れたり。皆

で受かると思うと楽しいですよね。 

 

藤井：就活にかかる費用っていくらぐらいですか？ 

木村：僕はスーツ類で5万円ほど。大阪は定期範囲内

なので交通費はあまりかかりませんでした。 

小田：面接の合間の飲食費が意外に高かったのでお茶

を持ち歩いたりして経費削減していました。 

 

木村（広サポ）：持っていて役に立った資格などはありま

すか？ 

木村：TOEICの点数かな。面接後にTOEICやWEBテス

トを受けさせる企業もあるので、選考の途中だと負担に

なる。銀行には関係ありませんが、簿記や通関士の資

格も持っています。 

橘：あるに越したことはないけど、そればかりをアピールす

るのはもったいないとおもいます。 

 

藤井・木村（広サポ）：最後にこれから就活を始める方た

ちにメッセージをお願いします。 

木村：就活ってこうだ、というレールを敷くと辛いと思うの

で、自分が好きなようにやって楽しんだらいいと思います。

分からない事があれば周りに相談を。 

小田：きつい事が続いても必ずいい事がある、と信じて就

活をしていました。1回でも面接に通ったら素直に喜ん

で、自信を持てばいいと思う。さりげないことにも喜べるよ

う敏感であってほしい。 

橘：周りと比べず、自分の決めた道をしっかり進むこと。

落ちたときも、縁がなかったんだなと思って切り替えまし

た。あと就活一筋だとしんどくなってしまうので、気分転換

も大切だと思います。 
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全日本空輸株式会社 特定地上職(カスタマーフロント職) 第2部英米学科４年 白川 亜美 

株式会社JTB西日本 営業職 英米学科4年 井上 亮 

私が就職活動で学んだことは、諦めないことの大切さ

です。 

漠然とANAがいいと思っていた私でしたが、５月の説

明会で絶対にANAの特定地上職(カスタマーフロント職)

に就きたいと強く思いました。しかし、不安に思うこと

が多くありました。 

まずは高い倍率です。希望が薄いことは知っていまし

た。次に、自分のスタートが遅いことです。この時私は

エアライン対策がほとんどできていませんでした。３つ

目は、グランドスタッフは接客業なのに、私には接客経

験がないことです。しかし今思うと、不安に思う必要は

なかったように思います。 

まず、エアライン対策はそれから始め、短期間でも多

くを学ぶことができました。特にANAについて次々と新

たなことを知っていくのはとても楽しかったです。接客

経験がないことに関しては、面接で「接客経験がないの

は意外ですね。とても感じがいいので接客をしているの

かと思いました。」と逆に褒めていただき、そんな前向

きな捉え方もあることを知りました。倍率だけはどうに

もなりませんでしたが、自分はどうしてANAが好きなの

か、そしてANAに自分はどのように力になれるのかを精

一杯考え、思いついたことはどんどん書き続け、こうし

て気付いた自分の気持ちや考えを伝え続けた結果、内々

定をいただくことができました。 

皆さんも、どんなに倍率が高くても、スタートが遅れ

たとしても、コンプレックスだと思うことがあったとし

ても、諦めずに挑戦し続けてください。 

私は11月から就活をはじめ、何がしたいのかもわから

ないままにだらだらとしたスタートを切ってしまいまし

た。なんだかんだで決まるだろうと、たくさんの説明会

に参加するでもなく、そしてなんとなく志望業界をメー

カーに絞ってしまい、ESで落ち続けました。さすがにま

ずいと思い、まず始めたことが内定者や社会人の先輩、

就活を進めている友人たちに話を聞くことでした。そう

することでいかに自分がそれまで独りよがりの就活をし

ているかに気付くことができました。いろんな人と話す

というのは情報収集にもなりますし、なによりモチベー

ションのアップ、また前を向いて頑張ろうという気にな

れます。そんななかで旅行業界というそれまで全く見て

もいなかった業界の方々とも出会うことができました。

私自身就活中に何人の方にお世話になったかわかりませ

ん。しかしその恩返しとしてこれから自分の頑張ってい

く姿を見せ、今度は頼られる側になりたいと考えていま

す。 

これから就活に取り組む皆さんも、もし壁にあたれ

ば、家族でも友人でも先輩でも身近な人の話を聞いた

り、話を聞いてもらったりということを積極的に行って

みてはと思います。そうすることでまた新たな自分の可

能性も見えてくるかもしれません。 

就活は社会人になるための準備期間なので、みなさん

も自分と向き合い、色々な可能性を見つけて頂きたいと

思います。 

  全体スケジュール 内定先の コメント 

2010年 

11・12月   

 エントリー  

 合同説明会  

 参加開始 

   メーカーのみ志望 

2011年 

1・2月 
 学内セミナー 

 エントリーシート作成 
  

 内定者や１年目の 

 先輩からよく話を聞く 

3・4月 
 面接 

  エントリー増やす 
  

 他の業界も 

 見始める 

5月 
 面接  

 個社説明会 

 ES提出締切    

 （第２ターム） 

 面接が増え、 

 慣れてくる 

6月  面接 
 1・2・3次選考 

  内々定 
  

10月    内定式   

  全体スケジュール 
内定先の 

スケジュール 
コメント 

2010年 

11・12 

 学内のセミナーや  

 説明会に参加  

 リクナビLIVE    

 学内の説明会に 

 参加 

 様々な企業の 

 説明会に 

 参加しました 

2011年  

1・2月 

 エントリーシート提出      

 説明会参加 
  

 エントリーシートに    

 忙しかったです 

3・4月  様々な企業の面接  １～４次選考 
 4月は週2、3で    

 面接を受けてました 

5・6月 
 エアラインを中心に       

 面接 
 ES提出締切    
 （第２ターム） 

 ５月後半から 

 週１で東京でした 

7月  面接  内々定   
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ホテルプラザ神戸 

中国学科3年 阿川 るい 

 

 実のところ、私は就職先としてホテル業界を視野に入

れていたわけではないのですが、自分が社会に出たとき

にどういった役割を果たせるのかを知りたくて、いわば

「自分探し」のために約２週間のホテルプラザ神戸での

インターンシップに参加しました。実習内容は、初日に

ホテル側から「ホテルプラザ神戸のガーデンバーベ

キューをメジャーにするには」という課題が与えられ、

実習期間でその課題の解決策を考えるにあたっての情

報・資料集めを自分の足で各部署を回って行い、最終日

にチームごとにそれぞれの解決策を広告費、利益率、集

客率等も出して発表するというものでした。 

 この実習で学んだことは、「チームで働くことの難し

さ」でした。初対面の方々とできるだけ早く良い雰囲気

を作って良いチームワークを組むというのは簡単そうで

意外と難しく、さらにその中で自分の力を発揮し、ア

ピールすることは相当の技量が必要だと感じました。こ

れは就職活動中やホテル内だけで生かされるものではな

く今後社会に出てどのような会社に入っても必要とされ

るもので、この時期にそれについて深く考え、重要さを

実感できたことにおいてこのインターンシップは本当に

良い経験になったと思います。 

 約２週間という短い期間ではありましたが、このイン

ターンシップで学んだことを多いに就職活動に活かして

いきたいと思っています。 

 

JICA兵庫 

 （独立行政法人国際協力機関兵庫国際センター） 

 国際関係学科3年 岩 夏実 

 

 私は、この夏、JICA兵庫のインターンシップに参加さ

せていただきました。主な業務は多文化共生のための国

際理解教育・開発教育セミナーの準備・運営補助です。

また、JICA事業の説明を受け、海外研修員の研究報告発

表会や閉講式に同席させていただくなど貴重な体験をし

た、実り多き２週間でした。 

 JICAといえば、青年海外協力隊の印象が強く、「現地

型」や「専門家」のイメージがありました。しかし、実

際のJICAはエキスパート（専門家）ではなく、ジェネラ

リストとして、【日本の技術者】と【途上国】との間を

橋渡しする存在だと体感しました。 

 とくに、刺激的だったのは、国際防災研修センターの存

在です。もともと、知識がなかった分、国際協力を“防

災”の視点から見ることは、新鮮で興味深いものでし

た。日本は先進国で唯一の自然災害多発国であり、当た

り前に防災文化が生活に根付き、災害基本法の歴史も長

い。そのため、日本の技術が防災途上国に果たす役割は

大きいと考えます。今後は「開発 + 防災」が求められる

時代ではないでしょうか。 

 インターンシップを通して、これからの日本の可能性

を垣間見た気がします。また、熱意あるJICA職員の方々

と働かせていただき、「この人達と働きたいと思えるか

どうか」という自分なりの軸を将来に向けて見つけるこ

とができました。この経験を今後の就職活動に活かして

いきたいと思います。 

 

年・月 活動の準備状況 
インターンシップ 

応募・参加状況 
コメント 

2011年 

6月 

学内インターンシップ 

ガイダンス参加 

インターンシップ 

応募・選考通過 
 

9月 
就職サイト 

エントリー開始 

ホテルプラザ神戸でのインター

ンシップに約２週間参加 

インターンシップ参加

により、自分の希望

職種を発見する 

10月  
C社 長期インターンシップ参

加（参加中） 

並行して留学準備

開始 

年・月 活動の準備状況 
インターンシップ 

応募・参加状況 
コメント 

6月 
インターンシップ 

ガイダンス 

インターンシップ 

ES作成・提出 
  

7月   
受け入れ決定 

事前レポート提出 
後期からの休学を決意 

8月   実習・事後レポート提出   

10月     休学 

11月     
国際ワークキャンプ参加

予定 

2011年12月以降の就職関連行事 

2011年12月7日（水） 公務員採用説明会① 全学年 

  英語面接基本講座 全学年 

14日（水） 公務員採用説明会② 全学年 

21日（水） 外務省専門職員業務説明会 全学年 

  専門商社研究会 3年生 

  英語面接ロールプレイ① 3年生 

8日（木）～22日（木） 企業採用説明会（12月分） 3年生 

2012年1月18日（水） 第5回就職基本ガイダンス 3年生 

  内定者体験報告会④ 3年生 

  英語面接ロールプレイ② 3年生 

25日（水） 英語面接ロールプレイ③ 3年生 

12日（木）～24日（火） 企業採用説明会（1月分） 3年生 

2月1日（水） 英語面接ロールプレイ④ 3年生 

  GD & 面接講座① 3年生 

8日（水） GD & 面接講座② 3年生 

13日（月） GD & 面接講座③ 3年生 

※上記日程は変更・追加などの可能性があります。詳細は掲示や

GAIDAI  PASSなどで確認してください。 
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現在、就職活動中の人もまだの人も、自分のやりたいことや、社会人になってからのイメージがなかなかつかめず、

とまどってしまうことも少なくないはずです。 

そこで卒業された先輩方にお話を伺い、近況報告と大学時代を振り返ってもらいます。 

みなさんのキャリアプランニングの参考にしてください！ 

■現在の状況  

 

 入社4年目です。入社以来、

海外からの窓口となる部署で、

受発注業務（海外から受注→商

品手配→物流手配→代金入金確

認）を行っています。グループ

内で各自担当地域を持ち、現在

私は中国天津とトルコを担当し

ています。外国に関わる事が好

きな方の多い部署なので、先輩

と海外旅行に行ったり、歓送迎

会では送別者の担当国の料理を

食べに行ったりと公私共に会社

の方と過ごすことも多いです。

勿論、大学時代の友達ともよく

会っています。  

 

■社会人になって感じたこと 

 

 時間の大切さです。有限だか

らこそ自由時間を全力で楽しむ

ようになりました。また今の自

分が明日の自分を作るのだと感

じます。誰と過ごすか、時間を

どう使うかの積み重ねが１週

間・１年後の自分を作るのだと

思います。 

 

■就職活動時、印象に残った 

      出来事            

 

 直感も大切！強く希望する企

業でも訪問してみると人柄が合

わないと感じることが有りまし

た。今後一緒に過ごしたい人、

素直に心を開けそうな人が多い

会社を選ぶと社会人生活を楽し

めるのではないかと思います。 

 

 

 

■大学生活を振り返って 

 

 一生付き合いたい友達、ス

ポーツ、外国語等好きなものが

沢山できました。今では大学時

代の友達との食事や旅行が仕事

のモチベーションになっていま

す。何気なく過ごすお昼休み等

が掛け替えのない時間だったと

思います。 

 

 

■後輩へのエール 

 

 今の生活を思いっきり楽しん

でください！大学時代は24時

間全てを自由に使える貴重な期

間だと思います。就活、部活、

バイト等は自分自身を知るよい

ツールだと思うので、それらを

通して好きなものを沢山見つけ

てください。 

本格的な就活開始 
 

2013年3月卒業予定者の本格的な就活開始は、就職支援サイトのグランドオープンが12月1日となったため、昨年までの10月1

日オープンに比べ2カ月スタートが遅れております。 

しかし、企業の採用スケジュールは今の4年生と同様であると予想されますので、結局、準備期間が短縮されることになります。 

そのために、今準備しなければならないことは、筆記試験対策とともにエントリーシートを早く自分のものとして作り上げること

でしょう。 

エントリーシート作成に関して具体的には、まず『自己ＰＲ』と『学生時代に頑張ったこと』を作り上げ、その後志望別の『志望

動機』を作りましょう。  

3年生の皆さまにとって初めての経験でしょうから、エントリーシート作成の相談をキャリアサポートセンターで行っておりま

す。相談は原則予約制ですが、気軽にセンターへお越しください。 

 

時間 行動内容 コメント 

8:20 出社 
メールチェック。顧客と時差があるため、前日退社

後に来たメールが溜まっています。 

8:30 ミーティング 

1回/週、15分程度のミーティングをして、同グルー

プ内で情報共有をしたり、困っていることを相談し

たりします。 

9:00 
受注を受けて 

商品手配 

海外から来たオーダーを顧客の希望納期に間に

あう様、製造～輸出通関～船積～現地の港着

のスケジュールを考えます。それに沿って自社の工

11:15 船積手配 

納期に合わせて顧客の国の指定港までの輸送を

考えます。利用する船、運びたい貨物を決めて、

船の予約をします。 

12:00 ランチ♪ 

同年代の同僚や、同じ職場の方と一緒に食べて

います。オフィス街に職場があるので、会社の周り

で評判のランチ店に食べに行ったりもします。 

13:00 
商品保証書の 

手配、発送 

出荷する商品が規定の品質を満たしていることを

保証する書類を発送します。100-200件/週ほど

有るので、商品が顧客に届くまでに発送します。 

14:00 
部内 業務改善 

ミーティング 

部全体で決めたテーマに沿って、各個人がテーマ

を持って取り組みます。私は物流費削減の為の

船会社との折衝を担当しています。 

15:00 問い合わせ対応 
顧客から、輸送スケジュール、商品品質などの問

合せがあるので対応しています。 

17:00 終業 
一日に行った業務の内容を整理し、次の日にや

るべきことを書き出すようにしています。 

18:00 退社 
退社後はテニスをしたり、友達とご飯を食べに行っ

ています。 

VOL .5 （中国学科 2008年卒業） 
  関西ペイント株式会社   

国際本部 

（海外より受注→商品手配→国際物流手配→入金確認 ）  
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挨拶[発声]と 

お辞儀[動作]は

分けた方がいい 

笑顔を常に忘れない！ 

失礼します。 

 

生協のココが気になる!！ 
 

生協では外大生にとりわけ必要と

されるTOEIC・TOEFLなどの英語

力検定はもちろんのこと、その他各

種資格試験の受付をしています。 

生協組合員の方はこれらを生協の

お店で割引価格で申し込むことがで

きるので、継続的に受験してレベル

アップを図りながらモチベーション

を高めていきましょう！ 

就職活動にも絶対有利に働くは

ず！？ 

ぜひ賢く活用してみてく

ださい（＾ｖ＾） 

3月11日に起こった未曾有の東日本大震災。 
広報サポーターには、阪神・淡路大震災の経験者もおり、震災を風化

させたくないという思いから、外大生たちが行っているさまざまな活動を紹
介し発信していければと考えています。 

 

「3.11を忘れないプロジェクト」 ―被災地支援ボランティアの報告冊子制作― 

ボランティアコーナー 学生スタッフ 

 

 この夏、東日本大震災の被災地支援ボランティアのために、40名近い外大生が東北へ向かいまし

た。神戸に戻った彼らが異口同音に語ってくれたのは、「被災地の方々のことを忘れないことが大事」

ということです。それでは、「被災地の方々を忘れない」って、どういうことなんだろう…また、それを具体

的なアクションにするには、どうしたらいいんだろう…？ 

 そうして、思いついたのがこの冊子です。被災地へ赴き直接被災

者の方々と接することで初めてわかったことが彼らにはたくさんありまし

た。それを、多くの外大生がこの冊子を通して知ることで、被災地支

援をより身近なこととしてとり組んでほしいと思い制作しました。 

 

 11～12月中、食堂のテーブルに置いていますから、読んでみてくだ

さいね☆ 
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VOL．12 法経商専任講師 中嶋 圭介 先生 

広報サポーター企画「教員インタビュー」！ 

授業中には見ることのできない先生の素顔に迫っていきます。 

Ｑ：在学中の頃の外大と今の外大は違いますか？ 

 大学の景色はほとんど変わってないですが、「今の日本の学生は内向

き」と言われている中で多くの外大生が休みなどを利用して留学してい

ますね。このことはうれしい驚きでした。 

 

Ｑ：なぜ海外の大学院に行ったのですか？ 

 国際機関で働きたかったので、英語で業務ができるレベルと専門知識

が必要だと思ったからです。 

 

Ｑ：どういった大学院だったのですか？ 

 私の行った大学院は、行政職員を育てる職業大学院でした。基礎を実

務に生かすトレーニングがあり、2年目から学生は自分の目標に向けて

インターンシップに臨む、といった環境でした。 

 

Ｑ：なぜ研究所に行こうと考えたのですか？ 

 問題の根本を解決したいと思ったか

らです。文化や歴史の違うグループが

共存している地域の中でも争いの起き

やすいところは決まっている。その原

因は経済格差なんです。そのことに気

づいたからですね。 

研究所には偶然入れたんですが(笑)。 

 

Ｑ：偶然とはどういうことですか？ 

 私の友人が先にインターンで研究所に行っていたことです（笑）。 

 そこで私もインターンに採用されたのですが、当時のブッシュ大統領

の人事の関係もあって、研究所で仕えていた私の上司が昇進することに

なったんです。その時に私を採用してほしいと頼んだところ、研究所に

入れることになりました（笑）。 

 

Ｑ：アメリカのキャリアの積み方は日本とは違いますか？ 

 アメリカでは、どんな経験を身につけるのかは自分の責任で、どのよ

うな次のステップを踏むのかも自分の責任。とにかくもう最後まで自分

の責任です。私がいたワシントンでは世界中から優秀な人たちが集まる

ので、その意識は顕著ですね。 

 

Ｑ：具体的な例はありますか？ 

 ワシントンでは「何を忘れても名刺を忘れるな」といわれます。遊び

にいったときでも友人が誘ってきた初対面の人と名刺交換をするからで

す。話していて関心のある分野だ、ましてや将来のステップに繋がる人

だとわかったら、早いタイミングで「今度ランチしませんか？」とメー

ルを送りますね。 

  

Ｑ：アメリカでは次のステップを重要視しているということですか？ 

 優秀な人は仕事をバンバン変えて、２年から３年ごとにキャリアが上

がっていきます。自分の責任や意思でどんどんつきすすんでいける自由

度、システムは素晴らしいけど、そういう環境やプレッシャーに耐えられ

なかったら一生苦しい（＞＿＜） 

 

Ｑ：先生の専門である「地球高齢化」の政策研究とは何ですか？ 

 いまや地球規模で進行する人口高齢化が財政、経済、国際関係に呈する

諸課題について経済学の手法を使って分析し、その政策的解決手段を提案

していくことです。「中嶋ゼミ」のテーマでもあります。ご関心のある方

は、私の個人ウェブにいろいろ掲載していますのでご覧ください。 

www.nakashima.net 

 

～ 外大生へのメッセージ ～ 

 社会に出る前に学ぶうえでお勧めの分野は経済学と統計学です。なぜなら、

グローバル化の原動力となっているのは経済活動だからです。経済学から目

をそらすと世の中の変化に置いていかれてしまう。また、世界の舞台で発想

すら違う相手とビジネスをするためには統計学に裏付けられた説得力ある議

論をする必要がある。 

 もう一つ言うと、国際的な仕事環境では、国内以上に激しい競争がありま

すが、同時に協力関係作りも重要になります。外大生には、そうした場に

チャレンジしてほしいですし、そのポテンシャルは十分にあると思います。

そのためにもキャンパスにいる4年間でギアをあげて力をつけていき、 

それに耐えうるような人材になってほしいです。 

―編集後記― 

残り少ない大学生活を、私もギアを上げて送っていきたいと思い

ます！  

中嶋先生の国際ビジネスコミュニケーションの授業を前期履修し

たのですが、どのような意図で授業構成をしていたのかが、今回の

インタビューでわかりました。社会に求められる人材育成に、熱い

思いを抱いていらっしゃるようで、もっと早く知っておけば良かっ

たと思いました。 

自分の大学生活を改めて見直そうという気になりました。今回話

を聞くことができ大変よかったです。 

中嶋 圭介 
神戸市外国語大学英米学科卒業 

シラキュース大学行政大学院修了 

  修士（国際関係学） 

リコー経済社会研究所：東京 

 社会構造研究部 

  主任研究員（非常勤） 

戦略国際問題研究所(CSIS)： 

    ワシントンDC 

 地球高齢化研究部 非常勤研究員 
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★コース説明会の開催について 
 ３年進級時に選択するコース説明会を行います。必ず出席し

てください。※2011年度に入学した学生（国際関係学科をのぞ

く）１年生対象。 

学部生： 1月18日（水）12時45分～14時 505教室 

第２部英米学科：1月18日（水）17時20分～17時45分 

場 所 ： 502教室 

★授業料減免申請の受付について 
 2012年度前期分（４月～９月）授業料について、下記のとお

り減免申請を受け付けます。詳細は12月中旬頃に掲示。 

１．対象者 

(1)生活保護法による生活扶助を受けている者。 

(2)奨学金の支給・貸与を受けても、なお授業料の支払いに

困難をきたしている者。かつ、学業成績において、別に定め

る減免基準を満たしている者。  

※ただし、単位修得不足による留年者は除く。 

2．申請書交付期間：2012年１月10日（火）～27日（金） 

3．申請書受付締切日：１月27日（金） 

4．面接 

 締切翌週に学生支援班において、家計状況などについて面接

を行います。申請書提出時に都合の良い日時を予約してくださ

い。 

 欠席者は選考の対象になりませんので、注意してください。 

 
★日本学生支援機構奨学金について 
１．奨学金返還誓約書の提出について 

 2012年３月で貸与終了となる学生（主に４年生/卒業予定者）

で、まだ返還誓約書（借用証書）を取りに来ていない学生は、至

急学生支援班まで来てください。 

 返還誓約書（借用証書）の提出期限は、下記のとおりです。 

  返還誓約書提出期限：12月16日（金） 締切厳守！ 

２．「奨学金継続願」の手続きについて 

 現在奨学金の貸与を受けている全学生は学生支援班で本人の

書類を受け取り、インターネットhttp://www.ikusys.jasso.go.jpで

継続願を提出してください。1年に１回この継続願を提出しない

場合は、来年度の奨学金は廃止されます。 

対象学生：第一種・第二種奨学金の貸与を受けている全学生。

（来年度休学予定の学生も含む）ただし、次の者を除く。 

 ①最高学年の学生  

 ②現在、休止または停止の学生 
 書類配布および入力期限については、12月下旬に掲示します。 

 ※期限までに提出が難しい場合、学生支援班まで連絡してください。 

【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班     

      ℡ 078-794-8131 

東日本大震災の被災者への「元気メール」の翻訳 

 絵手紙で被災者を元気づける「元気メール」と呼ばれるボラン

ティア活動の一環として、東日本大震災の被災者の方々に、米国の

子供たちから届いた励ましの手紙の翻訳作業を行い、本学のボラン

ティアサークル「神外大☆NICE」が国際交流基金日米センターよ

り感謝状を頂きました。また、この活動は６月３日（金）の産経新

聞にも掲載されました。 
 

 

 

★2011年度 TOEIC IPテスト実施スケジュール 
2011年12月14日（水） 

 （受付）10月31日（月）～11月25日（金） 

2012年1月11日（水） 

 （受付）11月28日（月）～12月22日（木） 

★学部・第２部転部試験について 
 詳細についてはGAIDAI PASSで配信中です。 

     （12月14日申し込み締め切り） 

★後期試験について 
 2月6日（月）～2月10日（金）に後期試験を行います。 

     （2月13日（月）は試験予備日） 

詳細は、本部棟前の掲示板に１月中旬に掲示（公表）します。 
※期間外に試験を行う科目もあるので、掲示に注意してください。 

 

★追試験について 
 正当な事由により後期試験を受けることができない学生で、

追試験を希望する場合は、追試験願書（用紙はカリキュラム班

で交付）と事由証明書をカリキュラム班へ提出してください。 

★介護等体験の申込みについて 
 中学校一種免許取得希望者は、「介護等体験」（合計７日

間）が必要です。2012年度に「介護等体験」を希望する学生

は、学生支援・教育グループカウンターにて申込みをしてくだ

さい。 

１．社会福祉施設５日間（体験日の希望が出せます） 

２．特別支援学校２日間（体験日の希望は出せません） 
※来年度、科目等履修生として介護等体験を考えている学生は、今回必

ず申し込みをしてください。また、４月に行われる「介護等体験事前指

導」は必ず出席してください。 

書類配布：11月21日（月）～12月2日（金） 

申込日：12月12日（月）・13日（火） 

※両日とも14時～19時30分まで 

 
★教育職員免許状申請手続きについて 
 今年度教育職員免許状の一括申請を希望する学生（院生含

む）は、「教育職員免許状授与申請説明会」に必ず出席してく

ださい。 

説明会日時：12月9日（金）12時15分～12時45分 

場 所：308教室 

【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班 

（教職担当）℡ 078-794-8126 

★2012年度博士課程年次報告論文の提出について 
(1)提出期限 ：2012年1月17日（火）17時まで 

(2)提出場所 ：研究所事務室 

(3)提出部数等：年次報告論文３部 

(4)提出方法： 

 ① A４サイズ 

 ② 論文題目・氏名・学籍番号・指導教員名を表紙に記載 

     （フラットファイルの表紙は不要） 

 ③ 内容等については指導教員の指示に従ってください。 

【問合せ先】研究所グループ ℡ 078-794-8161 

 

 授 業 

 授業料・奨学金 

 検 定 

 試 験 

 申し込み・手続き 

 大学院 

 課外活動報告 
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～センター試験準備及び試験当日に伴う休講について～ 
 

1月13日（金）はセンター試験準備のため、休講となります。 

 また、1月13日（金）・14日（土）・１5日（日）の３日間

は、準備・試験のため、学内全施設使用できません。 

ご協力をお願いします。 

年末年始の12月29日（木）から1月3日（火）までは、事務

の取扱いおよび施設の利用は出来ません。 

 

学生支援・教育グループカウンター 
補講・集中講義期間（12月16日（金）～28日（水）） 

冬季休業中（12月29日（木）～1月4日（水））の事務取扱い等につ

いて 

 学生支援・教育グループの窓口時間 

 ・12月16日（金）～27日（火）授業期間通り 

 ・12月28日（水）９時～20時 

 ・1月4日（水）9時～17時 

  

学生会館 
12月16日（金）～28日（水）8時30分～20時 

（ただし、会議室等の施設の利用は、19時30分まで  

  12月28日（水）の体育施設を含む施設の利用は、12時まで） 

1月4日（水）9時～17時 

（ただし、体育施設を含む施設の利用は、16時30分まで） 

 

図書館 
★休館日 日曜・祝日、12月24日（土） 

  年末年始 12月29日（木）～1月4日（水） 

★冬季特別貸出の実施について 

 下記のとおり長期貸出を行います。 

 貸出期間 2011年12月5日（月）～12月28日（水） 

 返却日  2012年1月12日（木） 

※院生は12月15日（木）以降の返却日は4週間後になります。 

貸出冊数 1・2年生、科目等履修生、および卒業生は上限が通常

の5冊から7冊になります。 

★後期試験に伴う開館時間の延長 

 後期試験に伴い、以下のとおり開館時間を延長します。 

 実施期間：2012年1月16日（月）～2月10日（金）  

      （閉館日・土曜日を除く） 

 開館時間：9時～21時30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■12月24日（土） 
◇11:30～13:30 中国語劇団 
熱線電話 
熱線電話ー“ホットライン”は、現代中国に現れた、電話参加という新し

いラジオのカタチ。“イケてる”男女のDJがリスナーのお悩みに、スマー

トな解決法を提案します！今回のテーマは「オカネと愛情」!? 

◇14:30～16:30 英米語劇団 
The Odd Couple –female version-おかしな二人(女性版) 
夫と離婚し一人で暮らしていた、ずぼらでだらしないオリーヴ。突然離婚

を言い渡されたフローレンスに同情して同居を申し出たものの、彼女は几

帳面で極度の掃除好きだった。当然二人はうまくいくはずもなく… 

◇17:30～19:30 ロシア語劇団 
運命の皮肉 
ソ連時代のある大晦日。主人公は、友人たちと年末恒例の飲み会へ。酔っ

ぱらって帰宅し、目覚めたのは自分の家と同じ住所、同じ部屋、同じ家

具…なのに目の前には全く知らない女性!? 

ロシアでは年末に必ず放映される超人気作品です。ちょっぴり大人のラブ

コメディーをお楽しみに!! 

 
■12月25日（日） 
◇11:30～13:30 イスパニア語劇団 
Prohibido suicidarse en Primavera(春に自殺はおことわり) 
舞台はとある療養所、通称「自殺クラブ」。入院するのは奇妙な患者ばか

り。ある日やってきた孤独な少女、新聞記者のカップル、自殺を試みる青

年、落ち目のオペラ歌手…そこで織り成される激動のドラマ！愛とは？そ

して幸せとは何なのか？ 

◇14:30～16:30 2部英米語劇団 
Cash On Delivery 
「Cash On Delivery」=「着払い」ではありません。むしろ現金をいただ

きます。そう、お金が送られてくるのです。一体誰が? 何のために?そし

て主人公エリック・スワンのとった行動とは一体!? 突っ込みどころ満載の

コメディ、乞うご期待!  

◇18:00～ 

閉会式(授賞式含む) 
 

行事予定 

11月28日(月)～12月5日(月) 
大学院博士課程・修士課程入学

資格審査申請受付 

12月15日(木) 授業の振替(金曜の授業) 

12月16日(金)～28日(水) 補講・集中講義 

12月24日(土)・25日(日) 語劇祭 

12月29日(木)～1月4日(水) 冬季休業 

1月13日(金) センター試験準備のため休講 

1月14日(土)・15日(日) センター試験 

1月31日(火) 授業の振替(月曜の授業) 

2月6日(月)～10日(金) 後期試験 

発行：公立大学法人神戸市外国語大学 
〒651-2187 神戸市西区学園東町9丁目１ 

TEL(078)794-8106 

ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/ 

携帯サイト  http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/ 

 

外大祭報告！ 
 

10月29日（土）・30日（日）の2日間での開催された、外大

祭。今年は30日に雨天となりましたが、たくさんの方にお越しい

ただきました。ステージではさまざまイベントが行われ、各模擬

店からは、にぎやかな呼び込みとお腹いっぱいになっても、おも

わず買ってしまう、食欲をそそるような、いいにおいが秋の風に

のって来場者に届けられていました。 

冬期開閉時間及び冬期休業について  第62回語劇祭 

2011年12月24日（土）・25日（日） 

神戸アートビレッジセンター 

開場：10：30 開会式：11：00 

★GAIDAI NEWSに関するご意見・ご質問は経営企画グループ広報班まで 

e-mail：announce@office.kobe.-cufs.ac.jp 

次号（32号）は2012年1月下旬発行予定です。 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/
http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm
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