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121人

その他 37人

勉強方法
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スコア
122人リスニング

113人

TOEIC に関しての悩みは？

No.35
2012年7月・8月号
神戸市外国語大学

その①TOEIC の基礎知識

その②TOEIC についてのアンケート

■ TOEIC って？
　TOEIC（ ト ー イ ッ ク ） と は Test of English for 
International Communication の略称で、英語による
コミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通
のテストです。TOEIC テストは、世界約 120 ヶ国
で実施されています。TOEIC テストの特徴は、そ
の国独自の文化的背景や言いまわしを知らなければ
解答できないような問題は排除されていますので、

「世界共通の基準」として活用することができます。
　TOEIC テストは和文英訳、英文和訳などの技術
ではなく、身近な内容からビジネスまで幅広くどれだけ英語でコミュニケーションできるかということを測ります。
　また、Listening と Reading という受動的な能力を客観的に測定することにより、Speaking と Writing という能動的な能力まで
も含めた英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価できるように設計されています。
■スコア取得の必要性について
　2010 年 4 月時点で、TOEIC の各テスト（TOEIC テスト、TOEIC SW テスト、TOEIC Bridge）を導入している企業・団体数は
約 2,100 になります。
■約 8 割の企業が TOEIC スコアを採用時の参考に。
　業務で英語を使用している企業のうち、入社希望者が「資格・特技」として提出した TOEIC スコアを参考にする企業は 77.7%（「参
考にしている」「参考にすることがある」の合計）に上ります。
※財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会が 2011 年 1 月に四年制大学・短期大学就職課 1,159 校（大学 761 校、短大 398 校）と、国内上場企業 3,712 社に対して調査

■ TOEIC スコアとコミュニケーション能力レベル

アンケート対象：学生（ランダム）508名　男女比率：男性：121名　女性358名

広報サポーター企画！

TOEIC は自分の英語力を測るだけ
でなく就活などでも使える資格で
す。外大生も多くの人が取得して
いますが、TOEIC をもっと身近に
感じてほしい、もっと高いスコア
を目指す人のために企画しました。

■テスト形式＆構成紹介（マークシート方式 2 時間 200 問 990 点満点）
リスニングセクション（45分間・100問）
会話やナレーションを聞いて設問に解答

リーディングセクション（75分間・100問）
印刷された問題を読んで設問に解答

Part1（10問） 写真描写問題　 Part5（10問） 短文穴埋め問題

Part2（30問） 応答問題 Part6（30問） 長文穴埋め問題

Part3（30問） 会話問題
Part7（48問）
1つの文書：28問
2つの文書：20問

読解問題

Part4（30問） 説明文問題

４年生に聞きました。就職活動に必要？ 
YES・・・70 名　NO・・・31 名

【理由】
・外大生として英語の点はとっておかないといけない
・外大生として英語力が求められているから
・外大生なら 750 は取らないと企業で評価されないと言われたので日本

の企業の TOEIC への信頼は大きいです。
・履歴書に書くところがあるから

苦手なセクションは？（多く回答があった、Part とその理由）
リスニング⇒ Part4
内容を覚えるのがたいへん
メモがとれない

リーディング⇒ Part7
時間が足りない
情報が多く、問われていることが
すぐに見つけられないことが多い

～600点
43人

取得スコアは？ 目標スコアは？

～750点
102 人

～600 点
6人

～990点
51人

～990 点
159 人

～750 点
163 人

～850 点
78人

～850 点
182 人

TOEIC　　 ノート！必勝
外大生からこそ、これを読
んで、TOEICスコアUPを目
指そう！

もっと、TOEICのスコアUP
したいよね！だから効率の
いい勉強方法が知りたいね

よしっ！今度の広報
サポーター企画は
「TOEIC」にしよう！

A
（～860点）

Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができる。 C
（～470点）

日常生活のニーズを充足し、限定された範囲内では業務上のコミュニケー
ションができる。

B
（～730点）

どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を
備えている。

D
（～220点）

通常会話で最低限のコミュニケーションができる。

出典：TOEICⓇ公式サイト

・ 集中力（試験時間が長い）
・ スコアが伸びない
・ 時間が足りない（時間配分）
・ リスニングが聞き取れない
・専攻の勉強との両立が大変



■国関・ICC4 年 /900 点台　■国関・3 年 700 点台　■中国 2 年 /700 点台　■英米 1 年 800 点台　
■広報サポーター田夢乃、知野雅敏

Q. リスニングのコツ・練習法・点数 UP のポイントってなんですか？
　Ａ：　習慣化することや聞き続けることが大切かと思います。イン

ターネットなどで世界中のラジオなどが聞けるので、僕はそれ
をずっと流し続けています。わからなくても聞き流しているこ
とで、聞き取れるようになりました。そのうち無意識に英語で
考えごとができるようになります。英語で夢を
見るようになったら、「自分は英語が話せる！」
と思いますよ（笑）

　Ｂ：　私も、聞き流すことをしていましたが、聞く
だけでは覚えることができなくて・・・。文法
をチェックして、単語も覚えてから聞かないと
全然入ってこないんです。

　Ａ：　そういう場合は、自分の知っている映画とか内容を理解したも
のを英語だけで聞くなどしてみるのもおススメかな。ストーリー
はわかっているから、英語がわからなくてもイメージできるの
で、こんな英語を使うのか、などがわかると思います。だから、
こんな会話になるのではと問題を先見して、ある程度、予想して
みてはどうかな。

　Ｃ：　僕は、iPod に速めのニュースを入れて、大学の行き帰りに聞
いています。自分の耳を英語の耳にするのがポイントです。

　Ｄ：　私は、洋楽を You Tube を見て、踊りながら聴いて覚えてい
ます。こんなことをいっているんだ、と考えながら覚えていくの
も楽しいです。

Q. リーディングのコツ・練習法・点数 UP のポイントってなんですか？
　Ａ：　僕は、ハリーポッターを日本語で読んだものを英語で読みなお

しています。わからなくてもストーリーを覚えているから、この
部分は、英語だとこうなるんだ、といった感じに慣らしていけば、
わかるようになるのでは。
　リーディング問題では、答えを読まずに問題
だけを読むようにしています。答えを読むとど
うしても迷うし時間もかかるので。

Q. 時間配分ってどうしていますか？また解く順番っ
てありますか ?

　Ｃ：　時間を余らせることを目標にしています。絶
対にわかる問題は、確実に正解させて、間違っているかもという
問題は、最後に一か八かで見直します。

　Ｂ：　私は、終了時間 30 分前だけを覚えておき、その 30 分で調整
しています。
　それから、予習問題の
時に、ここに時間がかかっ
たとか、自分の苦手なと
ころを分析して解く順番
の計画を立てています。

　Ａ：　確実に長文から始めま
す。長文が一番難しく時
間がかかるので、最後に

残すと大変だから。コツという点では、自分の戦略を持つことが
大事だと思います。自分の解き方をマスターさえすれば英語力も
カバーできるので。

 Q.自分の壁って何点ですか。また、乗り越え方があれば教えてください。
　Ａ：　乗り越え方でいえば、TOEIC を受け続ける。ある程度の点数以

上は英語力というよりも TOEIC というテストに慣れることが必
要だと思います。それから問題の形式の法則を見つけることかな。

　Ｃ：　つぎは 900 点ですね。900 点を超えるためには、TOEIC 向け
の戦略を立てなければと思っています。TOEIC
のための練習や英語をすれば壁を越えるので
は。だから TOEIC のテキストをやりこもうか
なと思います。

　Ｂ：　800 点をまず乗り越えたいです。スコアが停滞
している時期も我慢することが大事だと思います。

　Ｄ：　私も 800 点です。勉強を継続的にすること
が大事だと思っています。ずっと聞いたり読んだり、それから試
験が始まるまでのねばりとか。

　Ｃ：　自分はできると思い込むことで点数も上がるので、下がっても
落ち込まないです。モチベーションを上げるために根拠のない自
信を持つ。気の持ちようで、スコアも上がる気がします！努力を
努力と思わなければ続けられますね。

Q. 就活への影響はあると思いますか？
　Ａ：　日本企業は TOEIC が好きだから、どちらかといえば必要だと考え

ています。それに持っていても損はないと思います。
　Ｂ：　採用側の仕事をしている知り合い方の話では、

語学を使えるかどうかを重視するようになって
きているらしい。

　Ａ：　TOEIC 出来たからといって英語が出来るわ
けではないからね。逆に言うと、英語が出来な
くても TOEIC の 900 は取れる。スピーキング
がないから話せなくてもスコアは取れる。
　だけど、企業から TOEIC 何点以上の人歓迎とかのメールはよ
く来ます。今後、この状況が続くかどうかはわからないけど、今
の段階では必要だと思います。

　Ｄ：　私は、社会的に必要とされるならば取得するし、その結果、自分
の英語力を伸ばすことにもつながるのでがんばろうと思います！

Q. これから受ける人へのアドバイスをお願いします！
　Ｂ：　慣れがかなり左右するのでやること。
　Ａ：　自分の可能性を信じること。

＜座談会参加者＞

800 点台へいざ！高得点者からの必勝法
★単語量を増やす（840 点）★苦手なセクションの分析と回答テク
ニック（925 点）★リーディングは高校文法の復習。リスニングは、
留学・podcast・シャドーイング練習が効果的だったと思います。

（850 点以上～）

それぞれの壁からの脱却法！～私の勉強法～
★単語を覚える★過去問を解く★問題を解きながら時間感覚（配分）の
確認★シャドーイングをする★洋書・洋画・洋楽！★英字新聞を読む

取材後記：この企画が多くの外大生に役立ててもらえればうれしいものです。アンケートに協力してくださった先生方をはじめ学
生のみなさん、座談会に参加してくれた 4 人の方、本当にありがとうございました。

 高得点者のメソット必殺技を公開！
今回の取材で、高得点者は日々の生活の中で、英語に慣れ親しむこと
を上手にとり入れていて、時間の有効活用ができていると感じました。
その中でも、アプリを利用するという意見が多くみられたので、高得
点者のおススメアプリを紹介します！

NHK WORLD TV
世界の BS で発信されている NHK WORLD（英語）の番組をリアル
タイムでみられるアプリです。毎朝、カフェオレを手に英語でニュー
スをアップデートするのはいかかですか？

TOEIC Upgrader
まさに TOEIC のためのアプリ！ラジオ形式なのでと
ても聞きやすいです！初めて受ける人やこつこつと
点数を上げたいかたにおすすめ！

TuneIn Radio
世界中のラジオ放送が聞けるアプリです！英語はもちろんのこと、ロシ
ア語、中国語、イスパニア語ももちろん聞けます！各言語の流行の曲も
聞けるので、リスニング対策にはもってこいです！

iTunesU
中上級、上級向けのアプリです。Harvard や Yale
等名門大学の講義全体を受講できるアプリです。

TED（Technology Entertainment Design）
年１回行われる講演会の内容を動画配信しており、それをいつでもみら
れるアプリです。TED のプレゼンはすごい！ということで NHK でも番
組が組まれているというものがみられます！必見！

  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、効果的に英語学習ができます。

大学からのおす
すめ教材はコレ

！

その③TOEIC 座談会！

その④TOEIC 必勝法！

利用は学内PC
からどうぞ！



京都大学文学部人文学科言語学専修卒業
（文学士 )
京都大学文学研究科行動文化学専攻言語学
専修修了 ( 修士 )
京都大学文学研究科行動文化学専攻言語学
専修博士後期課程研究指導認定退学（博士）

＜研究活動＞
　言語学専攻。専門領域は東アジア・東南アジア大陸部の諸
言語で、中国雲南省で話されるチベット・ビルマ系言語であ
るチノ語の記述言語学的研究を中心に、東南アジア大陸部北
部地域 ( タイ文化圏 ) の諸言語の地域言語学的研究を行って
いる。フィールドワークを手法とする記述言語学・言語類型
論・歴史言語学 ( 比較言語学・言語接触論 ) からこれらの諸
言語にアプローチしている。

　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。
　今回は、総合文化コースの林先生に、研究されているチノ語
や学生時代のお話などをうかがってきました。

VOL.16　林  範彦先生　　広報サポーター企画

教員インタビュー！

Q. 先生が研究されている、チノ語を勉強されるようになった
きっかけは何ですか？　あまり知らない言語なのですが…。

　よく聞かれる質問です（笑）。
　いろいろな言語を身につけたくて、言語学のできる大学
を選びました。そのときに言語学を教えてくださった先生
は、研究するなら消滅危機言語をと考えておられ、僕が漠
然とアジアの言語をと相談したら駄目だといわれました

（笑）。
　たまたま中国に興味を持ち、チノ族は 30 年前に公式に認
められた 55 番目（最後）の少数民族なので先行研究が少な
そうだということと、地理的にも行きやすそう、そして、少
数言語であること、という３つの点が重なったのがチノ族の
チノ語だったというわけです。

Q. チノ語は中国のどのあたりで使われているのですか ?
　中国の南西部です。チベットを東南部寄りに南に下がって
いくと、四川省があって雲南省があってその下にベトナム、
ラオス、ミヤンマーとつながっています。
　雲南省はだいたい日本とおなじくらいの面積で、39 万平
方キロメートルくらいあるのですが、一番南側にシプソン
パンナー州というのがあり、今のタイ王国の人たちと同じ
系統に属するタイ族が住んでいるところがあります。そこ
に 10 くらい少数民族が住んでいて、そのなかにチノ族は
入っています。
　チノ語はラオス、ミヤンマーと国境を接する雲南省のシプソ
ンパンナー州という中国の一番南で話されている言語です。

Q. 先生はどのようにしてチノ語を習得したのですか？
　最近の中国では就学率が 9 割を超えています。チノ族の
若い世代であれば漢語（中国語）が通じるので、まず漢語
を勉強してから調査にいきます。
　最初は言葉が理解できないので、「これはチノ語でなんて
いうのですか」、と漢語で聞きます。頭とか手とか家とかマ
ンゴスチンとか（笑）。それから、それを録音したり、音声
記号を使って表したりする作業をします。チノ語には文字が

ありません。また、世界
の諸言語のほとんどは文
字を持ちません。文字は
二次的にできるもので、
どんな言語もそうですが、
文字がなくても話せます。

Q. もし先生はチノ語に出会ってなかったらどうなっていた
と思いますか？

　うーん。何をしていたでしょうか。教職に興味があったの
と、自分でも教員に向いているかなと思っていたので、英語
の教員免許を取って英語教員になっていたと思います。

Q. 学生時代、先生はどんな学生でしたか？
　フィールドワークの研究会があって、日本各地をまわり、
祭のことや教育事情などを調べていたりしていました。華や
かな学生生活とはほど遠かったですね（笑）。真面目に勉強
をしていたわけでもないですが（大笑）。

Q. アルバイトはしていましたか？
　予備校の下働きや、家庭教師、チラシ配りも、年末には夜
間の郵便局で年賀状を機械で仕分ける仕事もしていました。
郵便局の仕事は、夕方～次の日の朝まで働いたりしていたの
で、体調を崩してしまい、辞めてしまいました（笑）。

Q. 学生の皆さんへのメッセージをお願いします。
　うちの学生は、人の話を素直に聞いて受け入れる、真面目
な人が多いな、という印象を持っています。これは教える側
からするとすごく楽ですが、逆に言うと恐ろしいことです。
正しくないことも話しているかもしれませんからね。普通、
教科書に載っていることは正しいと思いますが、そこにはあ
たりまえに思われているけれど、真実と異なることが紛れ込
んでいる可能性もあります。今までの常識を打ち破るような
ものが出てくるからこそ、物事が新しく進展するわけですよ
ね。だから常識とか定説っていうのを、まず一度疑う習慣を
つけられてはどうでしょうか。そして時には先生に難しい質
問をしたらいいと思います。教員も大変ですが、それで自ら
も成長することができます。積極的に疑問を持つことができ
るような、そういう気持ちを持つことが大事じゃないかな。

総合文化コース   林 範彦 准教授

左から　知野雅敏・林先生・畑章子・大谷佳代子

チノ語という世界を初めて知る良い機会でした！とても親しみやす
い先生です！
たいへん温かく迎えてくださり、終始笑顔の絶えないインタビュー
でした。
この企画を通して先生の魅力をたくさん発見できました。すべての
先生がそれぞれの魅力があると思うので探していきたいと思いま
す。

 インタビューを終えて 



多くの企業へ足を運び、多くの企業の人
と会う。
ESや面接は数をこなす。
周囲（特にインターネット）の情報に惑わ
されない。
悩みは相談し、客観的に自分を見つめる。

　皆さんが考えているより、企業
の方は「礼節や常識があるか」「コ
ミュニケーションがとれるか」等
基本的な事を見ています。いわゆ
る就活本等のマニュアルにとらわ
れ過ぎず、素直に自分の良さを出
してください。

就活で大事な四か条
1.

2.
3.

4.

社会人、頑張ってます！　OB・OGからの報告

VOL.09　安井 沙耶花

みずほフィナンシャルグループ
みずほ銀行　法人営業

業界研究・企業研究をしよう！
　企業への志望動機を語る上で絶対必要な｢業界研究｣「企業研究」。一通りやって
おかないと、本番の面接時に話す内容が無くなり大変な目に遭います。今回は、就活
本番前の今からできる業界・企業研究の方法についていくつかの例を紹介します。

①就職情報サイト、企業のHPをチェックする！
　業界・企業研究の第一歩です。興味のある企業の基本情報(売上高、資本金、従
業員数、主力商品、事業内容、事業拠点など)をチェックし、同業他社との違いを
押さえるようにしましょう。

②新聞・経済誌等を読む！
　新聞のトップ記事や経済面などでは、企業や業界が最近どのような事業に取
り組んでいるか、またどのような問題・課題に対処しているかがリアルタイム
で見られます。また、経済誌でも「○○業界特集」などしばしば特定の業界が取
り上げられている事があるので、自分の志望業界の記事を見かけた時は必ず
チェックしましょう。ちなみにキャリアサポートセンターでは日経新聞のデー
タベース「日経テレコン21」や日経ビジネス等の各種経済誌が利用できます。

③インターンシップに参加する！
　いわゆる短期間の職業体験です。「何となく参加する」のではなく、しっかり
した目標を持ち事前研究を行ってから実習に参加すると、得るものがより大き
くなることでしょう。

④実際の商品・サービスなどに触れてみる！
　食品メーカー志望なら実際の商品をスーパーで買ってみる、銀行志望なら実
際に窓口で口座を作ってみるなど、志望企業が手掛けているものに直に触れる
のも立派な企業研究のひとつです。文面だけでは分からない、新しい発見があ
るかもしれません。

　これらの収集した情報は自分で「業界研究・企業研究ノート」を作成し、記録
しておくと就活本番を迎えた時に役立ちます。
　夏休みを有意義に使い、就職活動への備えをしておきましょう！

キャリアサポートセンターから  就職活動の心得 2012年度就職支援行事予定表＜後期＞ 
月　日 行事名称 内　　容 対象

学年 開催時間
9月26日（水）

10月3日（水）

10月10日（水）

10月31日（水）

11月21日（水）

11月28日（水）

12月3日（月）～1月25日（金）

12月5日（水）

12月19日（水）

1月9日（水）

1月23日（水）

1月30日（水）

2月6日（水）

2月13日（水）

2月20日（水）

在外公館派遣員制度説明会

第４回就職基本ガイダンス

私学教員採用ガイダンス

第５回就職基本ガイダンス

英文履歴書作成講座

第６回就職基本ガイダンス

企業採用説明会

公務員採用試験説明会

英語面接基本講座

第７回就職基本ガイダンス

外務省専門職員業務説明会

英語面接ロールプレイ1回目

第８回就職基本ガイダンス

英語面接ロールプレイ2回目

英語面接ロールプレイ3回目

英語面接ロールプレイ4回目

GD＆模擬面接講座1回目

GD＆模擬面接講座2回目

GD＆模擬面接講座3回目

全学年

３年生

全学年

３年生

３年生

３年生

３年生

全学年

３年生

３年生

全学年

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

12:45～14:15

12:45～14:15

14:30～16:00

12:45～14:15

15:00～16:30

12:45～14:15

9:20～17:30

12:45～16:45

15:00～16:30

12:45～15:15

15:30～16:30

15:00～17:00

12:45～14:15

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

10:00～17:30

10:00～17:30

10:00～17:30

海外の日本大使館等への派遣員制度紹介

自己分析の振り返り

私立教員を目指すために。公立と私立の違いは。

企業研究はここをチェック

オープンガイダンス

エントリーシートの基本

企業の人事担当による採用説明

人事院、神戸市、入国管理局他

オープンガイダンス

実践で学ぶ、ノンバーバルコミュニケーションスキルアップ講座

外務事務官として在外公館に従事

予約制

本格的な就活に向けて。面接対策も

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

　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！

8:00 出社

机上整理や一日の行動計画立案等、一日の良い
スタートダッシュを切れるようにします。

8:40 始業

支店全体や各課で朝礼があります。

10:00～12:00 外訪

取引先へ訪問。

12:00 昼食

基本的に支店の食堂で食べます。

13:00～16:00 外訪

午前に次いで午後も外訪。時間の許す限り、多くのお客さまのところへお伺いするよう
にしています。最近の状況や何か困っていることがないかヒアリングします。

16:30～17:00 勉強会or会議

銀行員は営業能力だけでなく様々な専門知識も必要です。勉強会では専門部署の方や上
司から多くの事を学べる良い機会です。

17:00～17:30 案件相談

上司に案件の相談。銀行の営業職は個人プレーに見えますが、上司や他部署の力は不可
欠です。みずほグループ全体でお客さまの役に立てるソリューションを提供します。

17:30～19:30 事務処理

営業担当ですが、銀行には多くの事務が存在します。

19:30～19:40 日誌作成

日誌で一日を振り返ります。無駄な時間がなかったか等反省し、翌日の行動計画につな
げます。

19:45 退行

20:00～ 業後

早帰りの日や金曜日は同期や先輩と飲みに行きます！

ある日のスケジュールある日のスケジュール★現在の業務 
　現在入行3年目となり、法人営業として中堅・中小企業約
90社の取引先を担当させて頂いています。取引先の業種は
さまざまであり、個々の企業の経営課題やニーズを経営者の
方々と共有し、企業の成長のお役に立てるよう融資だけでな
く外国為替等さまざまなソリューションを提案しています。

★社会人になって感じたこと
　社会人若手の間は、礼儀正しさ、素直さ、元気の良さ、以上
3点が最も重要であると思います。社内外を問わず良好な人
間関係を築く力が必要であり、学生の間からアルバイトや部
活動で鍛えておいたほうがよいと思います。

★大学生活を振り返って
　私の大学生活は1年間のアメリカ留学と塾でのアルバイ
トの2つが大半を占めます。大学、アルバイト、留学で出会っ
た人々とのつながりは現在も大切にしており、みんなの近況
を聞くと私も頑張ろうと、いい刺激なったりもします。

★就職活動時の印象に残った出来事
　当行のセミナーで、「企業の役に立つと言っていますが、貸
せない企業には債権回収もするんですよね？」と生意気な質
問をした私に対して、真剣に色々と答えてくれた行員の方が
おり、この会社でなら頑張れるかもしれないと感じました。

★後輩へのエール
　就職氷河期といわれ、さまざまな不安があると思います。
しかし、周囲に惑わされたり比較したりせず、自分自身を見
つめて前向きに取り組んでください。何でも積極的に取り組
んで、後悔のない就職活動にしてください。

＊注意　上記予定は変更することもあります。また追加セミナーも予想されますので掲示に注意しましょう。
　　　　詳細は、直前に掲示するポスター、GAIDAI PASSで確認してください。

（国際関係学科　2010年卒業）



多くの企業へ足を運び、多くの企業の人
と会う。
ESや面接は数をこなす。
周囲（特にインターネット）の情報に惑わ
されない。
悩みは相談し、客観的に自分を見つめる。

　皆さんが考えているより、企業
の方は「礼節や常識があるか」「コ
ミュニケーションがとれるか」等
基本的な事を見ています。いわゆ
る就活本等のマニュアルにとらわ
れ過ぎず、素直に自分の良さを出
してください。

就活で大事な四か条
1.

2.
3.

4.

社会人、頑張ってます！　OB・OGからの報告

VOL.09　安井 沙耶花

みずほフィナンシャルグループ
みずほ銀行　法人営業

業界研究・企業研究をしよう！
　企業への志望動機を語る上で絶対必要な｢業界研究｣「企業研究」。一通りやって
おかないと、本番の面接時に話す内容が無くなり大変な目に遭います。今回は、就活
本番前の今からできる業界・企業研究の方法についていくつかの例を紹介します。

①就職情報サイト、企業のHPをチェックする！
　業界・企業研究の第一歩です。興味のある企業の基本情報(売上高、資本金、従
業員数、主力商品、事業内容、事業拠点など)をチェックし、同業他社との違いを
押さえるようにしましょう。

②新聞・経済誌等を読む！
　新聞のトップ記事や経済面などでは、企業や業界が最近どのような事業に取
り組んでいるか、またどのような問題・課題に対処しているかがリアルタイム
で見られます。また、経済誌でも「○○業界特集」などしばしば特定の業界が取
り上げられている事があるので、自分の志望業界の記事を見かけた時は必ず
チェックしましょう。ちなみにキャリアサポートセンターでは日経新聞のデー
タベース「日経テレコン21」や日経ビジネス等の各種経済誌が利用できます。

③インターンシップに参加する！
　いわゆる短期間の職業体験です。「何となく参加する」のではなく、しっかり
した目標を持ち事前研究を行ってから実習に参加すると、得るものがより大き
くなることでしょう。

④実際の商品・サービスなどに触れてみる！
　食品メーカー志望なら実際の商品をスーパーで買ってみる、銀行志望なら実
際に窓口で口座を作ってみるなど、志望企業が手掛けているものに直に触れる
のも立派な企業研究のひとつです。文面だけでは分からない、新しい発見があ
るかもしれません。

　これらの収集した情報は自分で「業界研究・企業研究ノート」を作成し、記録
しておくと就活本番を迎えた時に役立ちます。
　夏休みを有意義に使い、就職活動への備えをしておきましょう！

キャリアサポートセンターから  就職活動の心得 2012年度就職支援行事予定表＜後期＞ 
月　日 行事名称 内　　容 対象

学年 開催時間
9月26日（水）

10月3日（水）

10月10日（水）

10月31日（水）

11月21日（水）

11月28日（水）

12月3日（月）～1月25日（金）

12月5日（水）

12月19日（水）

1月9日（水）

1月23日（水）

1月30日（水）

2月6日（水）

2月13日（水）

2月20日（水）

在外公館派遣員制度説明会

第４回就職基本ガイダンス

私学教員採用ガイダンス

第５回就職基本ガイダンス

英文履歴書作成講座

第６回就職基本ガイダンス

企業採用説明会

公務員採用試験説明会

英語面接基本講座

第７回就職基本ガイダンス

外務省専門職員業務説明会

英語面接ロールプレイ1回目

第８回就職基本ガイダンス

英語面接ロールプレイ2回目

英語面接ロールプレイ3回目

英語面接ロールプレイ4回目

GD＆模擬面接講座1回目

GD＆模擬面接講座2回目

GD＆模擬面接講座3回目

全学年

３年生

全学年

３年生

３年生

３年生

３年生

全学年

３年生

３年生

全学年

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

３年生

12:45～14:15

12:45～14:15

14:30～16:00

12:45～14:15

15:00～16:30

12:45～14:15

9:20～17:30

12:45～16:45

15:00～16:30

12:45～15:15

15:30～16:30

15:00～17:00

12:45～14:15

15:00～17:00

15:00～17:00

15:00～17:00

10:00～17:30

10:00～17:30

10:00～17:30

海外の日本大使館等への派遣員制度紹介

自己分析の振り返り

私立教員を目指すために。公立と私立の違いは。

企業研究はここをチェック

オープンガイダンス

エントリーシートの基本

企業の人事担当による採用説明

人事院、神戸市、入国管理局他

オープンガイダンス

実践で学ぶ、ノンバーバルコミュニケーションスキルアップ講座

外務事務官として在外公館に従事

予約制

本格的な就活に向けて。面接対策も

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

予約制

　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！

8:00 出社

机上整理や一日の行動計画立案等、一日の良い
スタートダッシュを切れるようにします。

8:40 始業

支店全体や各課で朝礼があります。

10:00～12:00 外訪

取引先へ訪問。

12:00 昼食

基本的に支店の食堂で食べます。

13:00～16:00 外訪

午前に次いで午後も外訪。時間の許す限り、多くのお客さまのところへお伺いするよう
にしています。最近の状況や何か困っていることがないかヒアリングします。

16:30～17:00 勉強会or会議

銀行員は営業能力だけでなく様々な専門知識も必要です。勉強会では専門部署の方や上
司から多くの事を学べる良い機会です。

17:00～17:30 案件相談

上司に案件の相談。銀行の営業職は個人プレーに見えますが、上司や他部署の力は不可
欠です。みずほグループ全体でお客さまの役に立てるソリューションを提供します。

17:30～19:30 事務処理

営業担当ですが、銀行には多くの事務が存在します。

19:30～19:40 日誌作成

日誌で一日を振り返ります。無駄な時間がなかったか等反省し、翌日の行動計画につな
げます。

19:45 退行

20:00～ 業後

早帰りの日や金曜日は同期や先輩と飲みに行きます！

ある日のスケジュールある日のスケジュール★現在の業務 
　現在入行3年目となり、法人営業として中堅・中小企業約
90社の取引先を担当させて頂いています。取引先の業種は
さまざまであり、個々の企業の経営課題やニーズを経営者の
方々と共有し、企業の成長のお役に立てるよう融資だけでな
く外国為替等さまざまなソリューションを提案しています。

★社会人になって感じたこと
　社会人若手の間は、礼儀正しさ、素直さ、元気の良さ、以上
3点が最も重要であると思います。社内外を問わず良好な人
間関係を築く力が必要であり、学生の間からアルバイトや部
活動で鍛えておいたほうがよいと思います。

★大学生活を振り返って
　私の大学生活は1年間のアメリカ留学と塾でのアルバイ
トの2つが大半を占めます。大学、アルバイト、留学で出会っ
た人々とのつながりは現在も大切にしており、みんなの近況
を聞くと私も頑張ろうと、いい刺激なったりもします。

★就職活動時の印象に残った出来事
　当行のセミナーで、「企業の役に立つと言っていますが、貸
せない企業には債権回収もするんですよね？」と生意気な質
問をした私に対して、真剣に色々と答えてくれた行員の方が
おり、この会社でなら頑張れるかもしれないと感じました。

★後輩へのエール
　就職氷河期といわれ、さまざまな不安があると思います。
しかし、周囲に惑わされたり比較したりせず、自分自身を見
つめて前向きに取り組んでください。何でも積極的に取り組
んで、後悔のない就職活動にしてください。

＊注意　上記予定は変更することもあります。また追加セミナーも予想されますので掲示に注意しましょう。
　　　　詳細は、直前に掲示するポスター、GAIDAI PASSで確認してください。

（国際関係学科　2010年卒業）

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。

金　利先 　英米学科 　３年生 
留学先 ：イースタン・ワシントン大学
留学期間 ：2011年 9月～ 2012年 3月

２年生で留学しようと思った理由は？
　私は留学から帰ってきてからの生活
に重点を置いていました。将来の夢が
漠然としていたので、一足先に留学に
行くことで、そこで得たものを生かして
帰国後に大学で学びながら、ゆっくり将
来について考えたかったからです。

２年生での留学のメリットは？
　早めに留学する分、留学で吸収でき
ることが多く、焦りがあまりないのでよ
り自由に学べ、行動することができま
す。留学で得た知識や経験を、帰国後の
生活で生かせる時間があり、大学生活に
刺激が与えられ充実した時間を過ごせ
ます。さらに、余裕を持ちながら就職活
動をスタートできます。

留学中に心がけていたことは？
　何にでも積極的にチャレンジするこ
と、とにかく楽しむこと、を重視してい
ました。また出会いを大切にしました。
文化との出会いそして人との出会い。と
にかくいろんな人と出会って、少しでも
その人たちとお話しして将来について
考えたりしました。

留学を考えているみなさんにメッセージ
　留学を決断するまでには、動機や色々なことで時間がかかった
り、不安になったりすることもありますが、私は留学することを強
く勧めます。得ることは人によって違うとは思いますが、何かを得
ることは間違いないです。無理をすることはないけれど、今できる
ことを今してほしいですし、見えていなかった世界が見えてくるは
ずです。ぜひ多くの人に留学の素晴らしさを知ってほしいです。行
く前の不安が、帰国する頃には自信になっているはずです！

　「長期留学の前に一度海外生活を経験してみたい」「長期は難し
いけど短期なら留学できる」という方のために5つの短期留学制度
を設けています。今回は秋から募集を開始する春休みを利用した
短期派遣留学をご紹介します！※全て全学科・全学年対象、単位認定あり

1．アメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学
　（オーストリア・ウィーン）
　4週間　滞在：ホームステイ　費用：約40～50万円
2．セゴビア春季短期派遣留学（スペイン・セゴビア）
　3週間　滞在：ホームステイ or 寮　費用：約40～50万円
3．モスクワ大学春季短期派遣留学
　（ロシア・モスクワ＋サンクトぺテルブルグ）
　4週間　滞在：寮、ホテル　費用：約40～50万円

　10月～11月に各プログラムの説明会を開催しますので、ぜひご
参加ください。日程や詳細は国際交流センターの掲示板やHPでお
知らせします。

　2012年6月、ポーランド共和国クラクフにあるポーランド最古の大
学、Jagiellonian University(ヤギェロン大学)ポーランド学部と交流
協定を締結しました。本協定により、本学からの留学生は寮費の一部が
免除されます。協定を締結したポーランド学部には、留学生用の語学学
校がセメスター単位で運営されている長期留学用とサマーコースなど
の短期プログラムを運営している短期留学用の2校が併設されてお
り、毎年世界各国から多くの留学生が集まっています。授業は、英語に

よる講義とレベルに応じた
ポーランド語のレッスンが中
心です。また、クラクフの旧市
街全体がユネスコの世界遺
産に登録されています。国際
交流センターにパンフレット
を置いていますので、関心の
ある方はぜひご覧ください。

国際交流センターを活用しよう！
～短期派遣留学制度～

Jagiellonian University
（ポーランド）と交流協定を締結しました

USA & Chile

Kobe City University of Fore
ign
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谷口 里沙 　イスパニア学科 　4年生 
留学先 ：チリ大学
留学期間 ：2011年 3月～ 2012年 2月

チリを選んだ理由は？
　留学の目的として将来につなげられ
る経験をしたかったので、日本人渡航
者が少なく治安がよくて、サケ、ワイ
ン、鉱物など日本と貿易を多く持って
いることからチリへいきました。

留学してどんな再発見や変化がありましたか？
　自分に対しての意識が変わりました。
日本では人と比べるなど他人を気にし
たり、世間体を気にして新たなことにた
めらいを感じていましたが、重要なこと
は自分がどのように感じ、満足できるか
ということに気付き、自分を成長させる
ことに努めました。

もっと準備してから行けばよかったと思うことは？
　一般的な日本文化・政治・現状に関す
る知識。他には、日本ではあまり重要視
されていない事柄が国外では当たり前
の様に取り上げられていることが多く、
話についていけないことがありました。

留学を考えているみなさんにメッセージ
　私は留学をすることで、スペイン語の上達だけでなく、今まで不
満に感じていた自分の人間性にも影響を与えることができまし
た。留学した際には、何か問題が起きても「日本だったらこんなこ
とないのに」と文句を言わず、それがその国の文化なのだと受け入
れることで、さらに自分を向上させるものが見つかると思います。
苦しい状況でも見方を変えればチャンスはいくらでもあります。
まずは留学を「楽しむ」ことに専念してください。



夏季休暇にむけて、さまざまなことに注意をしましょう。
■海外渡航届 
　長期休暇等を利用して短期間海外に行く場合は、

「海外渡航届」を提出してください。学生の安否確認
や、海外に渡航している状況を把握するために利用
します。
　また、外務省がホームページ等で公表している「国・
地域別情報」（危険情報、スポット情報、安全対策基
礎データ）を参照するなど、日々、世界及び地域の情
勢についての情報を収集してください。「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。

■住所等の届出について
　緊急連絡が必要な場合に連絡が取れないケースがあ
りますので、住所・携帯番号等に変更があった場合は
必ず届け出てください。
　・入学時に住所が決まってなく、届け出をしていな

い場合
　・保証人や実家の住所等が変更になった場合
　・休学などで、住所・電話が変更になっている場合
　・携帯番号を変更した場合

■バイク・自動車・自転車通学者の注意
　毎年何件か交通事故の報告を受けています。日頃か
ら交通ルールの遵守を心掛けていると思いますが、交
通事故は自分だけでは防ぎきれないこともありますの
で、運転には十分気をつけてください。
　また、飲酒運転についても「飲んだら、乗らない」と、
強い意志を持ってください。運転する可能性のある人
には、絶対にお酒を飲ませないでください。バイク（自
動二輪車・原動機付自転車）・自動車での通学には届
け出が必要です。毎年必ず届け出の申請を行ってくだ
さい。

■薬物乱用の防止
　最近、合法ハーブと称して、精神的症状を引き起こ
す薬物の問題が報じられています。本学のみなさんの
身近にも起こり得る可能性があります。
　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。
・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

■未成年者の飲酒厳禁及び急性アルコール中毒等に注意
　近年、大学生の飲酒による死亡事故が多く発生して
います。クラブ・サークルやクラス会等で、アルコー
ルが出される機会もあるかと思いますが、飲酒に当
たっては、法令を遵守し、未成年者の飲酒や他学生に
飲酒を強要するような事がないようにしてください。
また、イッキ飲み等の危険な飲酒は急性アルコール中
毒を引き起こし、最悪の場合死亡に至るケースもあり
ます。十分に注意してください。

■ソーシャルメディアの利用について
　ソーシャルメディアの利用にあたっては、下記の点
を踏まえ、日頃から注意を心がけてください。
1. 本学の学生としての責任を自覚し、良識ある発言・

投稿を心がけること。
（1）ネット上のコミュニケーションは、他の人か

らも見られていることを認識し、特定の個人・
団体への誹謗中傷、差別的な内容、猥褻な内
容などの発言・投稿は行わない。また、伝聞
や推測に基づく不確かな情報は発言・投稿し
ない。

（2） 情報を発信する際は、著作権や肖像権などの
法令等を遵守するとともに、プライバシーや
個人情報に関わる内容が含まれていないか十
分注意する。

（3）発言・投稿内容を削除しても、インターネッ
ト上では完全に削除できないことがあるため、
注意して発言・投稿を行う。

2. 安全に利用するため、情報セキュリティに配慮す
ること。

（1）利用する際には、ルールに応じて適切なプラ
イバシー設定を行う。自身のプロフィール情
報を出すときは十分に注意して、個人を特定
できる情報はできるだけ非公開にする。

（2）SNS のログイン時に利用するパスワードは、
他人に知られないように十分注意して管理す
る。また、英数字や記号などを交ぜた長い文
字列にするように工夫して作成する。

（3）身元不明な送信者からのメッセージ内に含ま
れるリンクは、安易にクリックしない。

※ GAIDAI PASS にも掲載しています。



夏季休暇中の施設開閉室時間

7 団体からのお知らせ

＜学生支援・教育グループ窓口時間＞ 
月・水・金曜：9 時～ 19 時（8 月 17 日（金）・20
日（月）・22 日（水）は、9 時～ 17 時まで）
火・木曜：9 時～ 17 時

（注意）17 時以降に窓口に来られる場合は、できるだ
け用件を 17 時までに連絡の上で来てください。

＜学生相談室＞
夏季休業期間中は、水曜日のみです。時間帯は、11
時～ 16 時 45 分までの 6 枠となります。

＜学生会館＞
月・水・金曜：9 時～ 19 時 30 分

（8 月 17 日（金）・20 日（月）・22 日（水）は、9 時
～ 16 時 30 分）
火・木曜：9 時～ 16 時 30 分
なお集中講義・補講期間（8 月 7 日（火）～ 8 月 16
日（木）、9 月 10 日（月）～ 9 月 20 日（木））は 9
時～ 20 時

（注意）土・日曜、祝日の利用については、特に事由が
あり事前に使用許可を受けた場合に限ります。また、
使用願いは、利用日の1週間前までに提出してください。

＜キャリアサポートセンター・国際交流センター＞
8 月 17 日（金）～ 9 月 20 日（木）の間、9 時～ 17
時 30 分

　第 13 回神戸研究学園都市大学交流戦が 6 月 9 日（土）～ 24 日（日）に学園都市の
大学で行われました。
　今年度のテーマは、新しい挑戦に迷わず飛び込んでいこうという意気込みから、「Dive 
now!」と定めました。
　24 日（日）には、レクリエーションとしてドッジビー（ドッジボールのかわりにフ
リスビーを使用する競技）大会が行われました。

　7 月 14 日（土）に開催された球技大会。猛暑にもかかわらず、たくさんのクラス、
ゼミ、クラブ、サークルのチームが参加してくださいました。
　当日は、ソフトボール・フットサル・バレーボール・バドミントン・鬼ごっこなどの
競技が行われ、おおいに盛り上がり、活気がある球技大会となりました。

こんにちは！今回は TOEIC について調べてきました。
TOEIC テストには「公開テスト」と「IP テスト」の 2 種類があります！後者の方は団体特別受験制度で、外大で受験す
ることができます。また、就活などで TOEIC のスコアを求められることがありますが、公開テストでしか発行されない
公式認定書が必要になることがあるので、提出先に確認してみましょう！ちなみに！外大生協で最も売れている TOEIC
のテキストは旺文社の「TOEIC テスト新公式問題集 vol.5」です♪　参考にしてみてください！

＜学園都市交流戦＞

＜球技大会＞

＜学生コンピュータ室＞
8 月 17 日（金）～ 9 月 7 日（金）9 時～ 16 時 30 分

（集中講義・補講期間）
8 月 7 日（火）～ 8 月 16 日（木）9 時～ 21 時
9 月 10 日（月）～ 9 月 20 日（木）9 時～ 21 時

（後期授業開始）
9 月 21 日（金）以降は 9 時～ 21 時
ただし、土・日曜、祝日は通年通り終日閉室です。

＜図書館＞
夏季休業期等の開館時間と休館日
8 月 7 日（火）～ 9 月 20 日（木）の開館時間は次のと
おりです。
8 月 7 日（火）～ 8 月 16 日（木）
…9 時～ 21時10 分（8 月10日（金） は 9 時～ 21時 20 分）
8 月17日（金）～ 8 月24日（金）…蔵書点検につき休館
8 月 27 日（月）～ 9 月 7 日（金）…9 時～ 16 時 30 分
9 月 10 日（月）～ 9 月 19 日（水）
…9 時～ 21時 10 分（9 月14日（金）は 9 時～ 21時 20 分）
9 月 20 日（木）館内整理日…17 時～ 21 時 10 分
休館日
毎週土曜・日曜、祝日
蔵書点検期間（8 月 17 日（金）～ 8 月 24 日（金））
※ 9 月 21 日（金）以降は通常開館です。

生協のココが知りたい !!



お知らせ
　2012 年度　研究指導・卒論指導Ⅰ　募集日程

募集全体説明会 9 月 19 日（水）
① 15 時～　　505 教室
② 19 時～　　503 教室

募集要項の配布 9 月 19 日（水）～
相談期間 10 月 1 日（月）～ 10 月 15 日（月）
申込期間 10 月 16 日（火）～ 10 月 19 日（金）
集計結果の発表 10 月 25 日（木）
申込訂正期間 10 月 25 日（木）～ 10 月 29 日（月）
面接期間 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金）
合否の提出締切 11 月 28 日（水）
受講決定者の発表 12 月 10 日（月）

　前期科目の成績通知、成績問い合わせと後期履修登録

　詳細は GAIDAI PASS「大学からのお知らせ」に掲載して
います。

　TOEIC 公開テストスケジュール

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 3 日（水）
　結果発送予定日：12 月 18 日（火）
第 176 回　12 月９日（日）
　申込期間：10 月１日（月）～ 10 月 24 日（水）
　結果発送予定日：１月８日（火）
◎上記の申し込み期間は、団体申し込みの締切日です。上記

申し込み期間の 5 日後まで、個人申し込みを行っています。

　『喫煙場所』の変更について

　現在、「学生会館北側」、「大ホール入口前」の２カ所を喫
煙場所としていますが、受動喫煙防止のため、夏休み期間中
に現在の喫煙場所を移転し新たに喫煙ブースを設置します。
　詳細については現在調整中であるため、決まり次第、現在
の喫煙場所に掲示するなどの方法でお知らせします。
※移転予定時期　　９月中頃
※喫煙ブース設置場所　　学生会館南側

　2012 年オープンキャンパス開催！

　8 月 12 日（日）、26 日（日）の両日、2012 年度オープ
ンキャンパスを開催します。今年も教員・学生・職員が一体
となったアットホーム内容で来場者をお迎えします。オープ
ンキャンパス当日は、学生スタッフ以外でも、来場者に話か
けられた際は、笑顔で対応していただきますようご協力をお
願いいたします。

　夏の節電対策について

　本学では神戸環境マネジメントシステム（KEMS）認証を
受け、日ごろより電力使用量の削減に努めておりますが、夏
の電力不足への懸念を受けて、関西電力が節電を要請する 7
月 2 日（月）から 9 月 7 日（金）の間、さらなる節電対策
を実施しております。
　学内各所の照明の間引きや、空調の設定温度 28℃の徹底
等を実施することにより、2011 年度は夏季節電期間中
15.9％の節電（前年度比）を達成しており、本年度につい
ても、昨年と同様に取り組みを進めています。
　また、7 月 2 日（月）から 6 日（金）の間、節電パトロー
ルを実施し、学生と職員が昼休み時間中に学舎、第 2 学舎
の教室を訪問し、照明、空調
OFF の徹底を呼びかけました。
　大学といたしましては、今
後とも、教育環境等に配慮し
ながら、節電に努めてまいり
ます。

＜行事予定＞

★ 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/

日　時 行　事
8 月 12 日（日）・26 日（日） オープンキャンパス
8 月 17 日（金）～ 9 月 9 日（日） 夏季休業
8 月 7 日（火）～ 8 月 16 日（木）・
9 月 10 日（月）～ 9 月 20 日（木）

集中講義

9 月 21 日（金）～ 後期授業開始
9 月 29 日 ( 土 ) ～ 11 月 7 日 ( 水 ) 市民講座
10 月 2 日（火）～ 2 月 6 日（水） オープン・セミナー（後期）
10 月 27 日（土）・28 日（日） 外大祭
11 月 24 日（土）・25 日（日） 語劇祭

大ホール 学生会館
生協

現在の喫煙場所

（新）喫煙ブース設置場所

公立大学法人神戸市外国語大学安全衛生委員会


