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2011年度卒業生の主な就職先・業種別

2011年度卒業生の主な就職先（学科別）

＜過去 3年間の就職率＞

＜業種別就職状況＞＜ 2011 年度就職状況＞

年度 就職希望者
（人）

就職者
（人）

就職率
（%）

2009 358 345 96.4

2010 368 346 94.0

2011 345 335 97.1

メーカー
72

貿易・商事
62

旅行・サービス
52

建設・運輸・倉庫
48

金融・保険・証券
23

公務員
22

教員
19

情報・通信
18

報道・出版
5

その他
14学科 就職希望者 就職者

就職者の内訳 就職率
（%）民間 公務員 教員

英米 102 102 84 6 12 100

ロシア 28 27 25 1 1 96.4

中国 39 39 35 3 1 100

イスパニア 34 32 32 0 0 94.1

国際関係 77 74 66 8 0 96.1

第 2 部英米 65 61 52 4 5 93.8

合計 345 335 294 22 19 97.1

メーカー
アサヒビール、アシックス、江崎グリコ、エスビー食品、エポック社、沖データ、川崎重工業、キーエンス、倉敷紡績、グ
ンゼ、コベルコ建機、ジェイテクト、スズキ、大正製薬、ニプロ、日本イーライリリー、日本ガイシ、日本電産、パナソニッ
ク、富士電機、マキタ、村田製作所、ＮＴＮ

貿易・商事 国分、シャルレ、住金物産、双日、第一実業、髙島屋、蝶理、トラスコ中山、ニッセン、ニトリ、阪急阪神百貨店、阪和興業、ファー
ストリテイリング、ミスミグループ本社、三菱電機トレーディング、ユナイテッドアローズ、ＪＦＥ商事、ＮＩ帝人商事

金融・保険・証券 イオンクレジットサービス、紀陽銀行、シティバンク銀行、大和証券、日本生命保険、野村證券、みずほフィナンシャルグループ、
三井住友銀行、三井生命保険大阪プラネット営業室、三菱東京 UFJ 銀行、明治安田生命保険、りそな銀行、SMBC 日興証券

建設・運輸・倉庫
アイベックスエアラインズ、上組、近鉄エクスプレス、鴻池運輸、山九、スカイマーク、全日本空輸、大和ハウス工業、
西日本鉄道国際物流事業本部、西日本旅客鉄道、日新、日鐵物流、阪急阪神エクスプレス、北海道国際航空、三井倉庫、
郵船ロジスティクス、Ｋスカイ

報道・出版・
情報・通信

コベルコシステム、さくらケーシーエス、ソフトバンク、ゼンリン、テクノスジャパン、日立ソリューションズ、ワークス
アプリケーションズ

旅行・サービス イーオン、インテリジェンス、エイチ・アイ・エス、関西エアポートエージェンシー、神戸ポートピアホテル、帝国ホテル、
日本公文教育研究会、阪急交通社、三菱電機ビルテクノサービス、ロイヤルホテル、ＪＴＢ西日本

教員・公務員・
その他

大阪府立中学校教員、奈良県立中学校教員、兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員、大阪高等裁判所、神戸税関、
名古屋税関、外務省専門職員、防衛省海上自衛隊、大分県庁、佐賀県庁、東京特別区（足立区）、熊本市役所、神戸市役所、
宇都宮市役所、津市役所、姫路市役所、鳥取県警察、国際交流サービス協会、三重大学

英米
アシックス、スズキ、日本イーライリリー、髙島屋、ＪＦＥ商事、シティバンク銀行、大和証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、近
鉄エクスプレス、スカイマーク、大和ハウス工業、ソフトバンク、帝国ホテル、ＪＴＢ西日本、大阪高等裁判所、神戸税関、
兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員

ロシア 川崎重工業、ジェイテクト、大正製薬、第一実業、トラスコ中山、ニッセン、ニトリ、鴻池運輸、上組、ケイラインロジスティッ
クス、日新、三井倉庫、ＪＴＢ関西、宇都宮市役所、国際交流サービス協会

中国 江崎グリコ、エスビー食品、エポック社、グンゼ、豊田自動織機、富士電機、双日、蝶理、阪急阪神百貨店、日本生命保険、
北海道国際航空、ロイヤルホテル、外務省専門職員、佐賀県庁、津市役所、三重大学

イスパニア 沖データ、三幸製菓、東海理化電機製作所、ドギーマンハヤシ、マキタ、村田製作所、住金物産、ミスミグループ本社、
NI 帝人商事、中国銀行、三井生命保険 大阪プラネット営業室、明治安田生命保険、南海エクスプレス、日鐵物流、イーオン

国際関係
アサヒビール、ニプロ、日本ガイシ、パナソニック、ＮＴＮ、ファーストリテイリング、野村證券、みずほフィナンシャル
グループ、三井住友銀行、りそな銀行、全日本空輸、西日本旅客鉄道、ゼンリン、関西エアポートエージェンシー、防衛省
海上自衛隊、大分県庁、熊本市役所、神戸市役所

第２部英米
大和工業、ＴＯＡ、阪和興業、ＳＭＢＣ日興証券、アイベックスエアラインズ、スカイマーク、全日本空輸、西日本鉄道国
際物流事業本部、日新、Ｋスカイ、インテリジェンス、日本公文教育研究会、東京特別区（足立区）、姫路市役所、鳥取県警、
奈良県立中学校教員

　依然厳しいとされている新卒採用環境の中、2011 年度も本学の就職率は堅調
な結果となりました。学業や課外活動などに真剣に取り組むとともに、就職に対
する「自分の基軸」を確立して就職活動に臨めるよう準備してください。
 （キャリアサポートセンター）



社会人、頑張ってます！　OB・OGからの報告

VOL.08　白石 亮太（ロシア学科　2008年卒業）
三井物産株式会社
エネルギー第一本部 石炭・原子燃料部　電力営業室

電話のかけ方
　就職活動で避けて通れない「電話」。普段はメールなどで連絡を取り合う事が多い
ので、「電話が苦手…」という人も多いハズ。しかし、ポイントを押さえておけば大丈
夫です。今回は、好感の持たれる電話のかけ方について考えましょう。

①企業のシステムを理解する！
　パンフレット等に載っている電話番号は、ほとんどが企業の代表番号です。目的
の部署が不明な時は、最初に出た方に要件を伝え、担当の方に繋がったら必ず再度
「学校名」「氏名」「要件」を話しましょう。

②要件を整理してからかける！
　電話は要領よく、内容をきちんと伝えましょう。電話をする前に、要件を箇条書き
にしたメモを手元に置いておけば、焦らずに落ち着いて話せます。もちろんメモに
沿って話が進むとは限りませんので、事前に家族や友人と練習しておくと良いで
しょう。

③時間帯をチェックする！
　企業への電話は勤務時間内で、先方が忙しくない時間帯を選んでかけるようにし
ましょう。勤務時間は9時～17時30分が一般的です。
【避けるべき時間帯】（緊急の用件がある場合は除く）
始業直前・就業間近 / 昼休み（11時30分～13時30分） / 月曜日の午前中・金曜日の
午後 / 月末・月初

以上の事に気をつけ、好感の持てる電話のかけ方をマスターしましょう。

キャリアサポートセンターから  就職活動の心得

2012年5月以降の就職関連行事
月日 行事名 対象

6月13日（水）

6月20日（水）

6月27日（水）
7月4日（水）
7月18日（水）

適職診断結果＆自己分析セミナー
第２回マスコミ対策セミナー（放送・広告編）
第２回就職基本ガイダンス
第３回マスコミ対策セミナー（新聞・出版編）
筆記試験対策セミナー
エアラインセミナー
第３回就職基本ガイダンス

３年生
全学年
３年生
全学年
３年生
全学年
３年生

　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！

8:30 出社

前日は深夜まで接待で若干 寝不足...。
しかし今日はプレゼン・交渉を控えているため、朝から気持ちを切り替え
て、いつもより早めに出社（始業時間は9:15）。

9:00 To do整理

今日のTo doを整理。
「まずはプレゼン・交渉の準備をして、それから報告をして、来週の面談ア
ポイントメントを取り付けて...」頭の中でパズルを動かす。「あっ、ヤバ
イ!! あの資料は明日中に完成させないと！」

9:30 プレゼン・交渉 準備

今日のプレゼン説明内容を再度確認。社外客先に対するプレゼンでは妥
協は一切したくないので、頭の中で何度もシミュレーションを繰り返す。
資料も直前まで何度も訂正を繰り返す。

12:00 昼食

同じ室（課）の先輩、後輩でランチ。ランチタイムは貴重なオン&オフの情
報交換の場。後輩の仕事での頑張りをうれしく思うとともに、身が引き締
まる思いとなる。

13:30 打ち合わせ

午後のプレゼンにあわせて来日しているメルボルン支店スタッフと内容
の最終擦り合わせ。過去の経緯、当社の目指す方向性、想定問答を綿密に
協議。

15:00 プレゼン・交渉

プレゼン開始。まずは自分から震災後の日本の電力事情、原発を取り巻く
環境、全量買取制度の概要と問題点等を説明。その後、契約交渉に突入。入
社4年目といえども会社を代表しての発言となるため、言葉を選びながら、
慎重に交渉を進める。交渉時に心掛けているのは「頭は冷静に、心は熱く。」

16:30 プレゼン・交渉　振り返り

プレゼン・交渉終了。内容を社内関係者とレビュー。
100% 満足できる結果ではなかったものの、入念な準備の甲斐もあり、一
定の成果は残せた。今回の反省を次回に活かすことを心に誓う。

17:00 メールチェック

席を外していた間のメールを見直す。
仕事がどのような方向に進んでいるのか全体感を把握するために、自分
とは無関係な業務のメールも必ず一読することは意識。
また、後輩の業務に対して気付いたことがあれば積極的に指導を行うこ
とも意識（終業時間は17:30）。

18:00 会食

サプライヤーとの会食。日中の厳しい表情も緩み、ざっくばらんに話をす
る。解決しなければならない課題はまだまだ残っているものの、お互いに
とって不可欠なパートナーであることを再確認。
また、食事のメニューを英訳することも仕事のひとつ。
最近覚えたお洒落な単語はcrystal shrimp（白エビ）。

「この学生と一緒に働きたい」と思えるか。これが面接で見られ
る点。会話のキャッチボールが出来ているか、人の目を見て話せ
るか、という点が見られる。
興味の有無や業界に関わらず、可能な限り多くの説明会に参加す
る。長い会社生活、一緒に働く人たちの雰囲気が自分に合うかを
見ることは重要。
自分一人で悩まず、可能な限り友人や親に相談する。
筆記試験は解けば解くほど点が取れる。ESは書けば書くほど洗
練される。

就活で大事な四か条

ある日のスケジュールある日のスケジュール

1.

2.

3.
4.

★現在の業務 
　入社以来、一貫して電力会社向けの発電用石炭をオーストラリアやカ
ナダより輸入する業務を担当しています。
　新再生可能エネルギーである木質バイオマスのマーケティング業務
や、中国・ベトナムのサプライヤーとともに日本及び韓国市場を開拓する
という業務に取り組んでいます。
　また、2012年6月より研修員としてオーストラリアや東南アジア、イン
ドへ赴任。会社ではサッカー部にも所属し活動をしています。

★社会人になって感じたこと
　個人に任される裁量が大きい会社であるため、仕事をうまく進めるた
めには自分を中心にして社内外、国籍を問わず、いかに多くの関係者を巻
き込むかが大事になります。そして、巻き込まれる人の数は自分の熱意や
信頼感によって決まります。

★大学生活を振り返って
　商社で働く中で言語のみならず、その国の文化や人間性を十分に把握
しておく必要性を強く感じました。大学時代に複数の国に長期海外留学
を行う等して、そのような感度を磨いておけばよかったなと感じること
が多々あります。

★就職活動時の印象に残った出来事
　最終面接で役員より「入社後数年間は他人に勝つことより、自分の
100％を常に出すことを意識してください」と言われました。入社後、こ
の言葉の意味がよくわかりました。
　個人が常に全力を出し、意識せずとも切磋琢磨する環境があります。

★後輩へのエール
　就活中の多様な経験をもとに「こういう人になりたい」「こういう仕事
でこんな夢を追いかけたい」とさまざまなことを感じること、そこから将
来の自分の姿を描いていくことが大事だと思います。
　“就活を楽しむ気持ち”を忘れずに!!
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る。解決しなければならない課題はまだまだ残っているものの、お互いに
とって不可欠なパートナーであることを再確認。
また、食事のメニューを英訳することも仕事のひとつ。
最近覚えたお洒落な単語はcrystal shrimp（白エビ）。

「この学生と一緒に働きたい」と思えるか。これが面接で見られ
る点。会話のキャッチボールが出来ているか、人の目を見て話せ
るか、という点が見られる。
興味の有無や業界に関わらず、可能な限り多くの説明会に参加す
る。長い会社生活、一緒に働く人たちの雰囲気が自分に合うかを
見ることは重要。
自分一人で悩まず、可能な限り友人や親に相談する。
筆記試験は解けば解くほど点が取れる。ESは書けば書くほど洗
練される。

就活で大事な四か条

ある日のスケジュールある日のスケジュール

1.

2.

3.
4.

★現在の業務 
　入社以来、一貫して電力会社向けの発電用石炭をオーストラリアやカ
ナダより輸入する業務を担当しています。
　新再生可能エネルギーである木質バイオマスのマーケティング業務
や、中国・ベトナムのサプライヤーとともに日本及び韓国市場を開拓する
という業務に取り組んでいます。
　また、2012年6月より研修員としてオーストラリアや東南アジア、イン
ドへ赴任。会社ではサッカー部にも所属し活動をしています。

★社会人になって感じたこと
　個人に任される裁量が大きい会社であるため、仕事をうまく進めるた
めには自分を中心にして社内外、国籍を問わず、いかに多くの関係者を巻
き込むかが大事になります。そして、巻き込まれる人の数は自分の熱意や
信頼感によって決まります。

★大学生活を振り返って
　商社で働く中で言語のみならず、その国の文化や人間性を十分に把握
しておく必要性を強く感じました。大学時代に複数の国に長期海外留学
を行う等して、そのような感度を磨いておけばよかったなと感じること
が多々あります。

★就職活動時の印象に残った出来事
　最終面接で役員より「入社後数年間は他人に勝つことより、自分の
100％を常に出すことを意識してください」と言われました。入社後、こ
の言葉の意味がよくわかりました。
　個人が常に全力を出し、意識せずとも切磋琢磨する環境があります。

★後輩へのエール
　就活中の多様な経験をもとに「こういう人になりたい」「こういう仕事
でこんな夢を追いかけたい」とさまざまなことを感じること、そこから将
来の自分の姿を描いていくことが大事だと思います。
　“就活を楽しむ気持ち”を忘れずに!!

私の留学体験リポート
　毎年、多数の外大生が在学期間中に留学を経験しています。これから留学を考えて
いる人の参考になるよう、留学を終えた学生に報告をしてもらいました。

古井　悠太 　イス
パニア学科 　４年

 

留学先 ：ニューサウ
スウェールズ大学

（オーストラリア）
 

専攻：Accountin
g and Finance 

留学期間 ：2011年
2月～ 11月 

どうしてその国・都市を選びましたか？

　語学目的ではなくFinanceを勉強したかったのですが、今後

発展していくアジアとコネクションが強い英語圏ということで

オーストラリアを選びました。その中でも、世界中からの多くの

留学生がバランス良く集まっているシドニーに決めました。

一番辛かったことは？

　最初は友人もできず、勉強にもついていけな

かったので、辛かったです。

　予習は週に200ページにものぼり、加えて20枚

のレポートなど大量の課題があり大変でした。し

かし、同じように山のようなテキストに埋もれる

寮の友人がいたからこそなんとか乗り越えること

ができましたし、一緒に困難に向き合うことで彼

らとの絆を深めることができました。

これから留学する学生たちへメッセージ

　留学で得られるものは語学だけでも、学部で学ぶ専門分野だけでもありません。厳しい環境に周囲の学生と一緒に身を置

いて切磋琢磨する中で、世界への深い視野や一生涯続く各国の友人を手に入れることができるのだと思います。この2つこ

そ留学なしには手に入れることができなかったもので、今後社会で働いていく自分に必要なものだったと感じます。

人によって留学の目的も違うと思うので、周りに流されて何となく留学するのではなく、自分が本当に得たいものをよく見

つめ直して、留学を考えてみてください。その上で私と同じように学部留学に挑戦してくれたらうれしいです。

就職活動に役立ったことは？

　将来やりたいことを見つけるため、そしてそれを達成する

ために必要なステップ（私の場合はFinanceの勉強）であれ

ば、留学は就職活動に役立つと思います。もちろん語学、バイ

タリティ、視野の広さなどは武器になると思います。私の具体

例としては、留学中に他国からの留学生を通して直接リアル

タイムの世界情勢を知ることができたので、国際化していく

市場で今後日系企業がどう対応していくべきかを面接で述べ

ることができ、これがとても評価されたと思います。

本学では、英語圏への学部留学に必要となるTOEFL iBT/IELTSの受
験対策として以下の事業を行っています。

1．対策講座　夏季休暇中に実施します。参加申込は先着順ですので、
募集要項をよく確認の上お申し込みください。なんと無料です！

2．団体受験　派遣留学の申込時期に合わせて、10月に本学での団体
受験を予定しています。

3．受験料補助　TOEFL iBT / IELTSの受験者には、本学から補助金
として5,000円が支給されます。（ただし複数回受験しても、申請は
1人1回のみ可能です。）補助金申請書は国際交流センター事務室の
ラックに設置していますので、ご自由にお取りください。

　ぜひご活用ください！

国際交流センターを活用しよう！
TOEFL iBT / IELTS 受験対策

2012年5月以降の留学関連行事

日　時 内　容 場　所
6月5日 （火）
12時～12時45分

第１回　留学経験者が語る！
「２年生からの派遣留学～魅力とメリット～」

国際交流センター
C3space

6月13日（水）
13時～15時

留学説明会
～派遣留学および休学留学～
（ロシア・中国・イスパニア学科対象）

503教室

6月13日（水）
16時～17時

英国留学相談（要予約）

6月15日（金） モスクワ大学短期派遣留学
2012年度夏季申込締切

国際交流センター
C3space

Australia

Kobe City University of Fore
ign

 S
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神戸市外国語大学外国語学部英米学卒業　
（文学士）
米ニューメキシコ大学大学院言語学部修士
課程修了（言語学修士）
神戸市外国語大学大学院外国語学研究科英
語学専攻）修士課程修了（文学修士）

　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。
　三島先生は、おもに英米・国際関係学科や ICC の授業を担当して
おり、NHK で同時通訳者として活躍された経歴の持ち主。
　「クールで優しい先生」「授業の質が高い」と学生の中でも評判の
三島先生にインタビューをしました。

VOL.15　三島篤志先生　　広報サポーター企画

教員インタビュー！

Q. 三島先生が、通訳者を目指されたきっかけを教えてください。
　ある日テレビで CNN を見ていた時、ふと日本語通訳に切り替
えると、早口の英語がきれいに内容的にも過不足なく見事に訳さ
れているのを見て感動したことですね。通訳には以前から関心が
あり、もともと国際ニュースを見るのも好きでしたが、二つを合
わせたような仕事があると知ったのはそのときが初めてでした。

Q.30 代で通訳者を目指したということですが、大変だったことは？
　働きながら通訳学校に通いチャンスを狙っていましたが、知り
合いもコネもない中で、通訳の仕事を探すのは難しいことでした。
そんな時、某ケーブルＴＶ局の番組で同時通訳ができるニュース
キャスターの募集がありオーディションでチャンスを得ました。
CNN で放送されたその日の大きなニュースを取り上げる番組で、
仕事は日本語でのアナウンス業務が中心でしたが、緊急ニュース
が入ってきたときは通訳するよう求められました。印象に残るエ
ピソードといえば、ある国のミサイル打ち上げ時に、緊急速報を
生放送で同時通訳したことです。ＴＶでの同時通訳は初体験だっ
たので、結構大変でした（苦笑）

Q. ニュースキャスターをご経験されて得たことを教えてください。
　報道の現場に少しでも携われたことで、ＴＶのニュース番組が
どんな風に作られるのかをいい意味でも悪い意味でも身を持って
知ることができたことです。これはのちにニュース通訳者として
実際に仕事を始めたときにも役立ちました。一方で番組で働く通
訳者の作業場に顔を出したりして、通訳業界での人脈作りにも励
み、そのうちに民放や NHK でも通訳するようになりました。こ
の世界に入るきっかけとなった同時通訳者の方に収録現場でお会
いすることができたときは感慨深かったです。

Q. 通訳者としてご活躍されていた三島先生が、外大の先生にな
られた理由を教えてください。

　通訳の仕事を始める前は、英語の教員として高校や大学で教え
ていました。ですから、通訳の仕事を経て、また教える仕事に戻っ
たということになります。外大で働くようになったのは、母校で
ある外大で教えたいという気持ちもありましたが、通訳の業界で
も大変有名な船山先生がいらっしゃると知り、英米学科の教員募
集に応募したのが直接のきっかけです。

Q. 三島先生の学生時代について教えてください。
　学生時代は、バトミントン部、Shakespeare Drama Company

（今でいう語劇）に所属していました。それからアルバイトは、スー
パーや塾講師、それからダイニングバーのバーテンダーもしたこ
とがあります。

Q. 留学されていた時のことを教えてください。
　大学４年生の時に留学したのが初めての海外渡航でした。日本
では先生の講義を一方的に聴くスタイルが普通だったので、発言

を求められることの多い
アメリカ式の授業に慣れ
るのは大変でした。留学
中は一年しかないという
意識もあって、できるだ
け日本語を使わずに済む
よう努力しました。日本
人に見えなければ他の日
本人留学生も寄って来ないと思い髭ものばしていました。尋常
じゃないぐらいの髭です（笑）。そのおかげか（？）、さまざまな
国の友人ができました。

Q. これから留学をする外大生にアドバイスをお願いします。
　留学は、さまざまな国の人たちと接することができる機会です。
日本人同士で集まるのではなく、積極的に現地学生との交流の機
会を持ってみてください。いろんな国籍の人が集まったグループ
の中でなら、日本人留学生も英語を使わないわけにはいきません
からね。うまく環境を作って、いろんな国の人との出会いを大切
にして欲しいと思います。ただ、私のように日本人留学生を避け
過ぎるのも考え物ですね（笑）。

Q.You had part-time jobs, classes, club, Gogeki and studied 
in the US when you were a Gaidai student, it sounds 
really busy for us. But do you have some regret that you 
think you should have done when you were student and 
something to recommend us to do right now.

　 （バイト、授業、部活、語劇に留学ととても忙しい学生生活を
おくっておられたようですが、なにかこれやっとけばよかっ
たということや先生の経験から、これはやっておくべきだ！
というようなことがあったら教えてください）

  I have only been to the US and I should have traveled to 
other countries, especially non-English speaking countries 
like China and Korea. We should know more about our 
Asian neighbors. Learning their languages certainly helps.  
We need to learn at least one Asian language as part of 
the Asian family.
  East Asia is very different from Europe in terms of cultural 
backgrounds. I believe we should experience both when 
we are young. If I could go back to my university days, I 
would want to go to India and Middle East.

（私はアメリカに留学しましたが、英語圏の国だけじゃなく多言語
圏の国にもいけばよかったと思います。また、日本はアジアの一
員だから、アジアのファミリーとしてほかのアジア圏の言葉を一
つでも学ぶこともいいかと思います。東アジアは、ヨーロッパと
は全く違う文化を持っています。だから若いうちにその両方を経
験していくことも大切ではないでしょうか。もし学生時代にもど
れるとしたら、インドとかアジア圏の国や中東に行きたいですね。）

英米学科　三島　篤志 准教授

左から中島みゆき・三島先生・豊田夢乃

今回のインタビューで、授業を通してだけではわからなかった三島先生の
おもしろさ、かっこよさが見えてきました！外大の先輩、人生の先輩であ
る先生からもーっといろんなことを聞きたいです！� （豊田　夢乃）

一年生のときから大ファンの三島先生とじっくりお話ができてとても感激
でした!質問ひとつひとつに快く答えてくださり、親近感のもてるお話が
多々あったりと、本当に充実したインタビューでした。�（中島　みゆき）

 インタビューを終えて 



情報施設の使い方
　大学内にいくつかある情報関連施設。使いこなせていますか？
今回は、図書館と学生コンピューター室から「意外と知られていない」施設の使い方をご紹介します。

図書館

学生コンピュータ室

・蔵書約41万冊。半数近くは外国語の本です。
・視聴覚ブースでは海外放送も視聴できます
　（BBC,CNN,CCTV, 大富など）。
・学内 LANパソコンは 44台。意外にあります。
・蔵書検索はけっこう便利。貸出中の本の予約や
返却期限の延長もできます。

・外大に資料がなくてもあきらめないで。他の図
書館から取り寄せができます（一部有料）。

おすすめは…
・ALC　Net Academy2
　オンラインで英語を学習するシステム。音声速度変換機能によ
る速聴力養成や速読力向上、TOEIC 受験対策にも対応しており、
それぞれのペースに合わせ効果的に英語学習に取り組むことがで
きます。
　ネットワークに接続した全てのパソコンでご利用いただけます。

　図書館は紙の資料だけではありません。オンラインで利用できる辞書・事典や論文・新聞なども多数揃えています。現
在利用できる資料の数は、電子ブックを含めると約180タイトル。信頼性の高い情報を手軽に入手できるデータベースは、
レポートや卒業論文、就職活動などの情報収集の際に頼もしい味方になるはずです。

おすすめデータベースは…
・CiNii（サイニィ） Articles
国内の論文を探すならこれ。一部の論文は、本文が読めます。　
・日経テレコン21
日経四紙や企業・人事情報の検索。業界・企業研究にも使えます。　　
・Library PressDisplay
92カ国・48言語の新聞が当日に現地と同じ紙面で読めます。

　多くのデータベースは学内LANに接続したパソコンから利用できますが*、
一部は図書館内限定です。また、館内では、データベース専用のパソコンとプリ
ンタ、用紙を提供しています。データベースの利用は図書館内がおすすめです。

*学術情報センター（図書館）のウェブサイトにアクセスしてください。各データベース
へのリンクがあります。

　学内には学生会館２階や図書館、国際交流センターなど自由に使えるパソコンが複数箇所用意されて
おり、なかでも学生コンピュータ室のパソコンには便利なソフトウェアや情報サービスが数多く用意さ
れています。「コンピュータを便利に使おう」と題した初年次教育の中でも紹介していますが、新しいソ
フトや情報サービスを充実させている学生コンピュータ室をぜひ活用してください。使い方を忘れてし
まった？そんな時のために便利なユーザーズガイドも用意していますよ！

・PC台数　24台
・インストールされているソフト
（Microsoft Office2007, Adobe Photoshop Elements10 他）
・スキャナ・プリンタ

混み合う時間帯・時期　課題・卒論等の時期は、午後に利用者が
集中します。午前中や18～19時は比較的使いやすい時間帯です。

　4月から図書館が少しリニューアルしたのは
ご存じですか？閲覧室に入ってすぐのところに、
英語とスペイン語の多読コーナーができました。
レベル別に分かれた読みものを多数揃えていま
す。さまざまなジャンルの本を楽しみながら、
語学力を伸ばしてみませんか？

イチオシ！ 「多読コーナー」

ALC NetAcademy2 に用意された「ランキング」機能は、TOEIC
の学習を進める学生たちと競い合い、毎日の成績を記録していく機
能です。ひとりで勉強を続けるのはつらいもの。たくさんのライバ
ルたちと競い合ってモチベーションを高めるすぐれた機能です。
ALC NetAcademy2 を利用するならぜひランキングにも参加しま
しょう！

イチオシ！ 「ALC NetAcademy2 ランキング機能」

　ウイルスチェック・USBの使用について
外部記憶装置（USBメモリ等）は接続時に必ずウイルスチェックを
行い、安全を確かめてから使用してください。

ユーザーズガイド



国際関係学科

花村　優さん
国際関係学科

垣谷薫子さん
国際関係学科

石井ライサマリーウェルガスさ
ん

国際的な人になりたい！

中国学科
荒木理那さん

中国学科
麻田美香子さん

中国学科
丸山礼紗子さん

彼に会いに行く♡

イスパニア学科
小西一樹さん

イスパニア学科
豊田隆乃介さん

イスパニア学科
福田拓生さん

コスプレしたいです。
常に筋肉痛です。

語劇がしたくて外大を選んだので、今年は語劇に燃えたいです。

大学に入って環境が変わり不
安な

こともあるけど、クラブも勉
強も

楽しんでいきたいです。
英語とスペイン語を勉強して

いる

ので、外国の人と普通に会話
が

できるようになりたいです。

語劇でスペイン語ペラペラになってスペインでサッカーを見る！

ロシア学科

橋本みずきさん
ロシア学科

藤本歩未さん

ショスタコーヴィッチの
オペレッタの舞台の地を
訪れてみたい！！

外国語も法律や商学も学んで

生かせるようになりたいです
。

英米学科

丹羽美晴さん

英米学科

小田成葉さん
英米学科
後藤慶志郎さん

昨年の8月から受験勉強で20kg ぐらい体重が増えてしまったんですよ。　　

第２部英米学科
葛目正輝さん

吹奏楽大好き！音楽大好き！no music no life!!　

日本語プログラム

Cody F. Quinn さん

日本のことをもっと知りたい
！

広報サポーター企画　新入生インタビュー！
　今号の広報サポーター企画は「外大生写真」。今回のテーマは「新入生インタビュー！」です。
４月に入学してそろそろ大学生活も落ち着いてきた新入生のみなさんに、外大での目標や将来の夢などを聞かせてもらいました。
語学の勉強からダイエットまで、目標はみんな違うけれど元気と笑顔はさすが外大の新入生ですね！

生協のココが気になる !!

7団体からのお知らせ
　学生７団体ってご存知ですか？学部自治会、体育会、文化総部、語劇祭実行委員会、学園祭実行委員会、第2部自治会、
第2部サークル連合です。各団体では、学生生活がより充実したものになるよう、各クラブからのとりまとめや、
イベント企画・運営などをおこなっています。今回は「学園祭実行委員会」と「体育会」からのお知らせです。

　6月9～ 24日に、神戸研究学園都市の５大学１高専１専門学校（神戸芸術工科大学、兵庫県立大学、流通科学大学、神
戸市立工業高等専門学校、神戸市立看護大学、神戸市外国語大学、トヨタ神戸自動車大学校）で神戸研究学園都市交流戦
が開催されます。各学校の体育会系クラブが流通科学大学や神戸市外国語大学等を会場にさまざまな試合を繰り広げます。
　また、今年も大学や地域の方々との交流をさらに深めることを目的としたレクリエーション種目の参加者を募集しています。

みんなでドッジビーを楽しみましょう！ 豪華賞品アリ！～参加者募集中！～
　6月24日（日）12時（受付11時30分）から流通科学大学の体育館（予定）でドッジビー
（ドッジボールのボールを柔らかいフリスビーにしたもの）大会を開催！大人から子供ま
で一緒に楽しめるスポーツです。優勝したグループは豪華賞品をGETできます！
　みなさん一緒にスポーツをしていい汗を流しませんか？

　申込用紙は各大学と学園都市にあるユニティで申し込むことができますのでぜひ参加
して楽しんでください！また、参加される方は体育館シューズを持ってきてください。
　皆様のご参加お待ちしております。

　前回に引き続き、学園祭実行委員会「祭」です。
　４月 21日の新歓フェスタ、おかげさまで無事、成功に終わりま
した！祭にはめずらしく（笑）、晴天ということもありとても気持
ちよくイベントができました。一年生からも「興味をもてた」「部
活のことを知ることができてよかった」という意見をいただきま
した。また、ステージ出演者からも「楽しかった」「秋の外大祭も参加したい」といった
声をいただけて本当によかったです。
　初めての試みであったため、改善点や反省が多々ありますが、10月末の外大祭に向け
て一層努力していきますので各団体・サークル、そして全外大生の皆さま、どうぞよろし
くお願いいたします。
　参加してくださった皆さま、本当にありがとうございました！

　こんにちは！だんだん暑くなってきましたね…そうこうするうちにすぐ夏休み！
ということで、今回は生協で海外に行くための準備について聞いてきました。
★航空券について
　航空券は、基本的に往復での購入です。有効期限があるので注意してください。また、帰りの日時・経路が変更できる場合もあるので、事前
に確認してみてください。
★ビザについて
　ビザの取得は目的地によって対応が違うので、目的地の学校に確認しましょう。発給方法も各国によって違うので、事前に大使館のホームペー
ジや電話などで確認しておきましょう。また、発効までに時間がかかるので余裕を持って準備を！
　短期の場合、国によってはビザが必要ない場合もありますが、その場合でもアメリカはESTA、オーストラリアはETASという電子渡航の申
請が必要です。
　みなさん !!しっかり準備して、楽しく安全な海外渡航を！

学園祭実行委員会
～新歓いらっ祭～大

成功！

体育会
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お知らせ
　授業関係

★前期試験
　前期試験期間 7 月 31 日（火）～ 8 月 6 日（月）
　試験日程発表 7 月上旬
　前期成績発表 9 月19 日（水）～ 20 日（木）（時間場所未定）
　成績問合せ期間　9 月 19 日（水）～ 24 日（月）（土日除く）
　
　詳細は、7 月上旬に本部棟前掲示板に掲示します。期間外
に試験を行う科目もありますので、各担当教員の指示および
掲示に注意してください。
★補講期間
　８月７日（火）～ 16 日（木）までが補講期間になります。
補講実施については、７月中旬に本部棟前掲示板に掲示します。
★ 2012 年度　前期卒業
　2012 年度前期（９月末）卒業を希望される方は、学生支援・
教育グループ教務入試広報班に申し出てください。
申し出期限：６月 20 日（水）
　卒業時期調書の提出が必要です。（学生支援・教育グルー
プ教務入試広報班にあります）
卒業論文提出期限：７月 6 日（金）21 時
　指導教員の了承をとり、学生支援・教育グループ教務入試
広報班に提出してください。
★成績通算措置の申請
　2012 年度後期から留学予定の学生で成績通算措置を希望
する方は、申請書類を学生支援・教育グループ教務入試広報
班まで提出してください。　提出期限：6 月 29 日（金）

　授業料

★授業料減免申請の受付について
　2012 年度後期分（10 月～３月分）授業料について、次
のとおり減免申請を受付ます。
1. 対象者

①生活保護法による生活扶助を受けている学生
②奨学金の給貸与を受けてもなお授業料の支払いに困難

をきたしている学生。かつ、学業成績において所定の
減免基準を満たしている学生　※ただし、成績による留
年者は除く

2. 申請書交付期間：６月４日（月）～ 22 日（金）
3. 申請受付締切日：６月 22 日（金）17 時
4. 面接
※７月初めに学生支援班において家計状況等についての面接

を行います。日程については申請書交付時にお知らせしま
す。欠席者は減免不許可となるので注意してください。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班　　
Tel. 078-794-8131

　奨学金

日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会
　６月に奨学生として新規採用された学生は、下記の日程で
返還誓約書説明会を開催しますので、振込を確認のうえ、必
ず出席してください。当日は奨学生証と返還誓約書を配布し
ます。
　なお、返還誓約書を期日までに提出がない場合は、すでに

振り込まれた奨学金を返戻し、採用取り消しとなります。
日時：７月４日（水）　501 教室

（1）13 時～ 14 時　（2）16 時～ 17 時

　大学院

★2012 年度修士課程　9月修了の手続き
1. 修士論文等題目届

提出期限：7 月 4 日（水）17 時 30 分まで
2. 修士論文等
　（1）提出期限：7 月 4 日（水）17 時 30 分まで
　（2）提出部数：正本２部および日本語による論文要旨 4 部
3. 注意事項
　（1）提出場所は、いずれも研究所事務室
　（2）題目届の用紙は研究所事務室で配布します。
　（3） 土・日・祝日は受付不可。
　（4）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　Tel. 078-794-8238

　TOEIC 公開テスト

第172回　７月 22 日（日）
　申込期間：５月１日（火）～６月６日（水）
　結果発送予定日：8 月 21 日（火）
第 173回　９月 23 日（日）
　申込期間：７月２日（月）～８月８日（水）
　結果発送予定日：10 月 23 日（火）
第 174回　10 月 21 日（日）
　申込期間：８月１日（水）～９月５日（水）
　結果発送予定日：11 月 20 日（火）
第 175回　11 月 18 日（日）
　申込期間：９月３日（月）～ 10 月４日（木）
　結果発送予定日：12 月 18 日（火）
◎学内での申込は、上記一般申込期間より〆切が 5日間早
いのでご注意ください！

＜行事予定＞
日　時 行　事

6 月 9 日（土）～
6 月 24 日（日）

学園都市交流戦

７月 4 日（水） 日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会

７月上旬（予定） スポーツ大会

★ 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

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/

※５月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に５月 30 日（水）
に開催しました。


