
　就活は一つのスタート地点！どこからスタート
するかは人それぞれです。就職先で人生のすべて
が決まることはないし、就活がうまくいかなくたっ
て命がとられることはありません。肩の力をぬい
て、前向きな姿勢で就活をしてください。それか
ら、就活を気にして、留学をあきらめるのはもった
いない！準備さえしておけば、両立は可能ですよ。

　就活は自分自身と向き合えるいいチャンス！
　社会と真面目に向き合い、そして楽しむことへの
第一歩だと思います。真面目というのは、社会のこ
とや自分自身について色々と考えるという意味
です。それと、ただ就活に没頭するだけではなく、
息抜きの時間も大切にしてほしいと思います。息
抜きも面接のネタ探しだと思えば前を向くこと
ができます。就活を真面目に楽しもう！

　正直、就活はとても辛かったです。でも、今はその
就活を乗り切ったという達成感があります。就活の
期間は長くても一年間、だけどその先で働く期間は
数十年。やはり、就活が大変だからといって、妥協す
るのではなく、しっかりとやり切ってほしいなと思
います。そして、「人との出会いを大切に！」とい
うことも心に留めておいてほしいですね。

　「人生是学习」＝「人生とは、つまり勉強である。」
就活での失敗を糧にしてほしいです。たくさん失敗
すると、失敗の素は減って、成功の素がどんどん増
えていくので。失敗は財産です。たくさん企業に落
ちて、残り１つ受かった企業があなたの行くべき
ところだから。それが、就活から勉強すべき考え
方の１つだと私は思います。

　毎年恒例の GAIDAI NEWS 就職活動応援号。今年も卒業生、企業の方などの協力を得て、充実し
た内容になっています。今号を読んで、就活を頑張りましょう！

　一方的に話すのではなく、伝えたいことは8割ほどでとどめてお
き、面接官に質問してもらえる余地を残しましょう。また、話が長い、
要点が定まっていないと面接を早々に切り上げられてしまいます。
むしろ面接官と会話するくらいの感覚で対話を楽しみましょう。

参加者：陰野礼子さん(英米学科/シティバンク銀行)、冨田惠子さん(英米学科/ ANA新
千歳空港)、家元良太さん(中国学科/西日本鉄道 国際物流事業本部)、滝下遼さん(第2部
英米学科/神鋼商事)
インタビュー/編集：中島みゆき、永草拡基、大谷佳代子、岩夏実、三宅香菜子（広報サポーター）

★陰野さん
★滝下さん

★富田
さん ★家元さん

　社会人の方や就職内定者の先輩方と話をしてみましょう！
　初対面だと、最初は向かい合うだけで緊張してしまうかも知れ
ませんが、それこそが面接の練習になり、たくさんの経験をされ
ている分、自分にはない価値観や、さまざまな情報をもらうこと
ができますよ。
　また、内定者の先輩からは話を聞くのなら、早目の時期がおス
スメ。年明けになると後輩からの相談が増え、テスト、卒業旅行、
企業研修などで、先輩の時間がとりにくくなります。

たくさんの人と話すことの大切さ

　一緒に面接を受けている人でいい印象を持った人の話し方や
しぐさを参考にしましょう。だたし、そのままマネをすれば数を
こなしている面接官にはわかってしまいマイナスイメージを与
えてしまいます。あくまでもそれを参考に自分らしさを取り入れ
て自分の言葉に変えていくことが大切です。

他の人の面接からヒントを得る

面接は対話
　新聞はもちろん、テレビなど色々な情報に触れましょう。就活に
あまり関係がないと思っていたことが意外に役立ったりします。ス
ポーツなどの話で盛り上がる場合もあるそうです。また、社会人の
方で、アメトークなどのバラエティ番組を見て、人への話の振り方・
コミュニケーション・トレンドを学ぶ人もいるそうです。

テレビやさまざまな情報にも目を向けること

　自分なりの息抜きの方法を持ちましょう！散歩や音楽、スポー
ツなど。実際に面接官から、仕事のストレスをどうはねのけるか
質問されたそうです。息抜きの方法と、それはどのような効果が
あるのか、自分なりの考えをまとめておくと役に立ちます。

息抜きが自己ＰＲにつながる

　4年生の6月に帰国した陰野さんの就活は、7・8月での短期決戦
で、ボストンキャリアフォーラム、マイナビ国際派就活という
キャリアフォーラムに参加し内定につながったとのことです。
　この国際派就活は、海外に住む大卒者や留学経験者を対象と
し、応募から内定まで、約1ヵ月程度で決まるそうです。
　一般的な合同説明会との違いは、当日に各ブースでいきなり面
接がはじまることです。陰野さんの場合は、１日に７回も面接が
あったそう。
　やはり、通常の就活同様、事前の下調べや準備などは大切！

留学帰国後の就活について

　今年も内定を決めた先輩から貴重な体験を聞くことができまし
た。今号は、面接に向けての心構えについてまとめたものを紹介し
ます。
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就職活動＆インターンシップ体験記 !!

　私の就活はとても効率的でした。興味のある会社の選考はどんどん進ん
でいき、とりあえずの会社はすぐに落ちていました。今思えば、それぞれ
気合いの入れようが違ったので当然の結果です。説明会の時点から業界を
絞る必要はありませんが、選考では一つ一つに全力を注いだほうが良いで
す。そのほうが ES もスラスラ書けますし、面接もいろいろ話したくて楽
しくなりますしね。
　選考に残っていた人たちの印象を考えると、概してハキハキと元気よく
楽しそうに話していました。私もこれを強く意識しており、おおまかな考
えだけで面接に臨み、その場で話す内容を決めていました。面接ではなく
て、自然な会話をしようと思っていたからです。丸暗記した機械のような
セリフが通用するわけありませんよね。
　面接は短時間なので、印象が重要な要素だと考えています。先ほど述べ
た話し方も大きな影響を与えます。私の場合、それ以外にもバックパッカー
で南米一周した話題が印象的だったと思います。こう書くと「海外に行か
ないといけないのか」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
たしかに話のネタは増えますが、重要なのはどれだけ熱心に取り組んだか
です。なんでもいいので、目を輝かせて人に語れることを経験してください。
　私は何をやるにも楽しもうとしているので就活も楽しかったですし、嘘
はつかないようにしていたので後悔も特にありません。ありのままの自分
を見せてきてください！

　私は航空業界に非常に興味があり、中でも客室乗務員の仕事に注目して
いました。ところが、航空業界でインターンシップを探しているとグラウ
ンドスタッフのインターンをみつけ、あまりその仕事の知識を持っていな
かったのですが、それを知るいい機会になると思い参加することに決めま
した。１ヵ月間という比較的長い期間だったのですが、長い期間だったか
らこそたくさんのことを知ることができたと思います。
　研修を２日間受けてからは、働いている方につき実際に接客や業務をや
らせていただきました。具体的な仕事内容は手荷物の受託カウンター、お
手伝いが必要な方が利用するカウンター、搭乗や降機される方のお見送り
やお出迎えの補助です。お客様からは大学から来ているインターン生では
なく、一スタッフとして見られるため責任感と緊張感を常に持って仕事を
することができました。
　このインターンシップを通して、実際に社会人として働くことの大変さ
はもちろんですが、接客を通して得られる心遣いや忍耐力が身に付き、終
わったころには大きな達成感を感じることができました。知識がなかった
グラウンドスタッフという職業についてや興味があった空港の事、何より
社内の雰囲気やどのような人が働いているかを知ることができ非常に多く
のものを得たような気がします。このインターンシップに参加できて本当
に良かったと思うし、絶対に今後の就職活動に活かせる経験ができたと思
います。

　地元神戸が大好きで、三宮の花時計前にある市役所で働きたい。そんな
漠然とした考えが神戸市職員を目指したきっかけでした。三年生の夏休み
に長田区役所でインターンシップを経験し、さまざまな分野から神戸市の
人々やまちに携わる仕事に魅力を感じ、気持ちが固まりました。
　公務員試験は科目数が多く、初めて勉強する分野もあったので予備校に
通いました。初めは膨大な量の科目に圧倒され、先の見えない日々を過ご
しました。年明けからようやく本格的に勉強しましたが、勉強が間に合わ
ず毎日不安でした。さらに、予備校の模試では毎回点数が悪く、今年合格
するのは難しいのかもしれないと思うこともありました。そんなときは神
戸市職員として働く自分を想像し、「奇跡が起こって受かるかもしれな
い！」という根拠のない自信とともに勉強を続けていました。その結果一
次試験に無事合格することができました。合格できた時の驚きと喜びは今
でも忘れられません。二次試験からの面接等では自分らしい面接にするこ
とを心がけました。神戸市への熱い思いを飾らずに伝えたことが良かった
のだと思います。
　これから就活をする皆さん。辛いこともたくさんあると思いますが、何
事もポジティブにとらえて諦めずに頑張ってください。きっと良い方向に
道が開けると思います。

　実習を通して、ルートセールス ( 既存のお客様への ) における「営業」
職の理解を深めることができました。トラスコ中山の様な直接の取引先が
最終消費者ではない、専門商社の場合「営業」とはお客様に「買ってもら
う」のではなく、更に先の最終消費者に「売ってもらう」提案営業を指し
ます。この実習では、実際のお客様にこの提案営業をさせて頂きました。
お客様がどの様なユーザー様 ( 最終消費者 ) をお持ちで、そのユーザー様
がどの様なモノの生産をされていて、御苦労はお持ちか、等々の提供する
商材を考える上で必要な情報を聞かなければなりませんでした。私が感じ
たのは、求めている情報は、相応する情報 ( 質問 ) を投げかけることによっ
て、頂けるということです。その為には研究が必要で、身に付けた情報こ
そが、更なる情報取得へ繋がるわけです。そして、「営業」とは、商材を
提供するというよりは、むしろ、「打ち合わせ」のような感覚でした。つ
まり、一方通行のプレゼンではなく、話し合いです。私が知らない情報を
お聞きすることもあれば、驚いてもらえた情報を提供することもできまし
た。驚いた新たな情報を更に活用することが「営業」の仕事のやりがいな
のかと感じます。就職活動においても、情報を武器に質問を投げかけ、更
なる企業理解に努めようと思います。私の情報や、面接時間が、少しでも
企業と面接官の驚きに繋がれば、営業マンとしての大きな第一歩です。

　12月、3年生の皆さんにとってはいよいよ就活本格スタートの時期ですね！ 12月3日(月)より本学内で
も『企業採用説明会』が開催されていますが、今回は各企業の説明会など活用法について少しお話します。

①予習をしてから参加しよう！
　説明会での知識吸収をより深くするために、説
明会参加前には必ずその企業の事について予習
する習慣をつけましょう。予習のツールとして企
業HPはもちろんの事、有価証券報告書や日経テ
レコン21などが非常に有用です。

②参加人数のより少ない企業を見てみよう！
　狙い目なのが、説明会参加者の少ない企業で
す。「こんな企業知らんわ…」というような企業で
も、実は「世界トップシェア商品あり」など意外な
実力を持っているもの。企業の方ともより近くで
コンタクトが取りやすく、名前と顔を覚えてもら
える事も多いかもしれません。

③学内で会える企業は、なるべく学内で見よう！
　今年度の学内企業説明会には、130以上もの企
業・団体が本学生だけの為に参加されます。本学
生専用の説明会という事で落ち着いた雰囲気で
説明が受けられ、また参加企業はいずれも本学
生の採用意欲が強い企業です。

　「神戸の都会感がない」「大きな総合大学の方がいい」など、今でも後
輩たちからいろんな声を聞きます。でも、社会に出て驚くのは各界で活
躍する先輩の多さ。語学（できるに越したことはない！）でもスポーツ
でも話芸でも武勇伝でも何でもいいから何か一つ打ち込んで、小さい
大学から大きく飛躍してください！

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.11　竹本　拓也

神戸新聞社　但馬総局朝来支局長

8:00 朝刊チェック

各紙に目を通し、主要ニュースをチェック。その後、自分の担当エリアの地域版を念入りに
読む。昨日自分が書いたニュースを他社の記者はどのような切り口で書いているか、大き
なネタを先に書かれていないか、ドキドキしながら開く。

9:00 出社

と言っても、現在は２階建ての社宅の１階がオフィスなので、あまりオンオフの区別がありません… 

9:15 取材①

市議会をウォッチ。市内にある観光施設の中身をどうするかという重要な議案の採決が
あり、議会の正副議長が変わる日でもある。事前に用意した資料を眺めながら、取材に必
要な要素をノートにメモしていく。

10:00 突然の…

議会の休憩中、あるきっかけで地元企業倒産のニュースを知る。急いで行かねばならない
事案だったため、議場を途中で去り、現場へ急行。

10:30 取材②

現場到着。まずはいろんな角度から建物を写真撮影。近くにいる関係者にインタビューを
続け、問題の状況を整理しながら、頭の中で原稿を組み立てる。企業情報や負債の話など
は、専門の人や業者に聞かなければいけないので、電話取材も同時に進める。

12:30 昼食

13:30 帰社・メニュー報告

今日の紙面に出したいニュースやその分量、写真の有無をデスク（原稿に手を入れる上司
のこと）に報告する。ほかの記者の持つニュースとの兼ね合いもあるので、希望が通らな
いこともある。

13:45 執筆

コーヒーを相棒に、ひたすら書く。この日はまず午前中の取材２件を原稿にする。原稿を
書いている最中も、取材依頼の電話やお客さんの来訪、情報提供のファックスなどが次々
にあるので、大まかな要件をチェックし、順番にさばいていく。

17:45 取材③

18:00 取材④

小学校の教頭先生と面会。学校のイベントに関しての取材依頼を入れていた。が、話しな
がらも事故のことが気になる…。

19:00 執筆

帰社しては間に合わないので、車の中で事故の原稿を書き上げる。

20:30 紙面チェック

出来上がった紙面をパソコンでチェック。この日は自分の署名記事が３本掲載された。間
違いは絶対に許されないので、見出しと原稿を一字一句確認したうえで、デスクに「OK」
を伝える。

市内でミニバイクの男性が転倒したとの一報が入り、取材を始める。締め切りが気になる時間帯だ。

21:00 終業

明日の取材予定を頭で組み立てながら、夕食へ。

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　兵庫県北部・但馬地方を担当する記者として、日々
記事を書いています。入社後１年半は都市部の事件
担当として警察や裁判関連を扱っていましたが、昨
年10月に異動後は、行政の動きや市内のイベント、
農業などその日に起こった全ての話題を追いかけて
います。記事は１日平均で３本前後。基本的には地域
面への出稿ですが、農業や高齢化社会、医療など全国
的なテーマも地域には多いので、社会面や１面に書
くこともあります。

★社会人になって感じたこと
　礼儀作法の大切さと謙虚さ。いちいち指摘されませ
んが、意外と見られています。礼儀一つがあったから
助けられたり、命取りになったり…。あとは、知らない
ことは「知らない」と素直に言うこと。新人時代は「質
問魔」になるくらいが丁度いいと思います。

★大学生活を振り返って
　４、５個の部活・サークルに所属し、好奇心から単
位も210くらい取ったと思います。外大は何かに挑
戦し、個性的な国内外の仲間と交流し、バランス感覚
を養える最適なフィールドです。留学の経験以上に
そのバランスが今に役立っていると感じます。

★就職活動時の印象に残った出来事
　「働く自分」が想像できないところはとことん落ち
ました。美辞麗句や付け焼き刃の企業分析は１次面
接突破までで、２次以降は全く役に立たず…。欲張ら
ず、不器用でいいから、何か一つ自分のやりたいこと
を伝える姿勢が大切なように思いました。

（イスパニア学科→大学院・日本アジア言語文化専攻　2010年卒業）

　今ほど自分について考える機会もないでしょう。生み
の苦しみはありますが、考えた分だけ興味の幅も希望も
膨らむのは間違いないです。最後に、僕が入社時に憧れの
先輩からもらった「やるからにはエースを目指せ！」の
エールを送ります。

★悩んでいる後輩へ

チェーン店へはほとんど行かず、新しい店に挑戦するか、行きつけの定食屋に入る。その
方が地元の知り合いや顔なじみも増えるし、地域のニュースも入りやすい。忙しいときは
パソコンを開きながらのごはんになることも。

　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、近況報告をしていただき、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！

兵庫県北部の但馬地方で新聞記者をしています。
自分の裁量でその日の取材予定を決めるので、責任が大きい半面、
やりがいもあります。

学内企業説明会に参加しよう！

就職活動体験記

インターンシップ体験記

日本水産株式会社

株式会社 JAL スカイ

営業／経理（未定）：イスパニア学科４年　檜林　恵介

英米学科３年　竹内　実保 国際関係学科３年　北村　麻紗弘

神戸市役所

トラスコ中山株式会社

年・月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント 気持ちの波
2011年
12月・
2012年
1月

学内セミナー、
合同説明会

とにかく興味のあ
る説明会にはひた
すら参加

2月 ES提出や学力テスト ES地獄 ↘
3月 ES提出や学力テス

ト、各社の面接
説明会（必須、ES記
入）、webテスト

ESと面接地獄、週5
で大阪へ

↘
1人でもくもくと取
り組んでいたので、
誰かとご飯に行き
たくて仕方がな
かった時期…

4月 各社の面接 1分間自己紹介・
グループディス
カッション×１、
個人面接×２

他企業から内々定
をいただき、それ以
下の志望度の会社
を切り捨ててだい
ぶ楽になる

↗
内々定が出たので、
気持ちに余裕がで
きた

5月 最終面接、内々定 GW前に面接をし
て、GW明けに内々
定をいただく

年・月 就職活動の準備状況 インターンシップ応募・参加状況 コメント
2012年5月 校内インターンシップガ

イダンス参加

6月 興味がある企業のイン
ターンシップ情報などを
調べる

インターンシップES作
成・提出

7月 受け入れ決定　 東京でのインターンシッ
プだったのでマンスリー
マンション借りる手続き
を始める

8月 JALスカイインターン
シップ参加

9月 他の会社のone dayイン
ターンシップに参加

年・月 就職活動の準備状況 インターンシップ応募・参加状況 コメント
2012年6月 学内インターンシップガ

イダンス参加
インターンシップ願書提出 商社に興味がありトラス

コを業界本で見かけたこ
ともあって即日志願

7月 リクルートサイトを利用
し、他企業のインターン
シップをチェック

インターンシップ選考通過 他企業のインターンシッ
プ参加は、日程上の都合
で断念

8月 キャリア救急センター夏
季特別講座参加

企業から事前課題 課題図書、トラスコ会社
案内とビジネスマナー冊
子の熟読とレポート

9月 トラスコ中山(株)イン
ターンシップ参加
(8日間)

毎朝日経新聞で株価や
ニュースをチェックして
通勤

10〜11月 職種を「営業と企画」に絞
り、業界研究、企業研究

トラスコ中山(株)が同
窓会と称した就活準備
勉強会

お世話になった社員の皆
様と切磋琢磨した仲間と
の再会が楽しみです!

年・月 就職活動全体の状況 内定先の活動状況 コメント 気持ちの波
2011年
5月

予備校へ通い、ダブ
ルスクール生活開
始

予備校でweb講義
の受講とその復習
３ｈ程度

→

8月 神戸市のインター
ンシップに参加

（長田区役所まちづ
くり課）

インターンシップ
等であまり勉強で
きず

→

2012年
1〜3月

官庁訪問フェス/
自治体説明会

年明けから焦り出し
て本格的に勉強する

→

4〜5月 直前期 受験申し込み、ES
提出等

模試などを利用し、1
日中自習室にこもる

→

６月 筆記試験
（一次試験）

週1で筆記試験 →
不安だったが「落ち
ても仕方ない」と開
き直りつつ、やれる
事をやっていた。勉
強開始から受験ま
でそれほど落ち込
まず

7〜8月 面接等（二次・三次） 面接・グループディ
スカッション・論文
や筆記試験

8月中旬　最終合格 ↗
一次試験に通った
ら少し気持ちが楽
になった

一般行政：第２部英米学科４年　瀬下　理奈子



　12月、3年生の皆さんにとってはいよいよ就活本格スタートの時期ですね！ 12月3日(月)より本学内で
も『企業採用説明会』が開催されていますが、今回は各企業の説明会など活用法について少しお話します。

①予習をしてから参加しよう！
　説明会での知識吸収をより深くするために、説
明会参加前には必ずその企業の事について予習
する習慣をつけましょう。予習のツールとして企
業HPはもちろんの事、有価証券報告書や日経テ
レコン21などが非常に有用です。

②参加人数のより少ない企業を見てみよう！
　狙い目なのが、説明会参加者の少ない企業で
す。「こんな企業知らんわ…」というような企業で
も、実は「世界トップシェア商品あり」など意外な
実力を持っているもの。企業の方ともより近くで
コンタクトが取りやすく、名前と顔を覚えてもら
える事も多いかもしれません。

③学内で会える企業は、なるべく学内で見よう！
　今年度の学内企業説明会には、130以上もの企
業・団体が本学生だけの為に参加されます。本学
生専用の説明会という事で落ち着いた雰囲気で
説明が受けられ、また参加企業はいずれも本学
生の採用意欲が強い企業です。

　「神戸の都会感がない」「大きな総合大学の方がいい」など、今でも後
輩たちからいろんな声を聞きます。でも、社会に出て驚くのは各界で活
躍する先輩の多さ。語学（できるに越したことはない！）でもスポーツ
でも話芸でも武勇伝でも何でもいいから何か一つ打ち込んで、小さい
大学から大きく飛躍してください！

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.11　竹本　拓也

神戸新聞社　但馬総局朝来支局長

8:00 朝刊チェック

各紙に目を通し、主要ニュースをチェック。その後、自分の担当エリアの地域版を念入りに
読む。昨日自分が書いたニュースを他社の記者はどのような切り口で書いているか、大き
なネタを先に書かれていないか、ドキドキしながら開く。

9:00 出社

と言っても、現在は２階建ての社宅の１階がオフィスなので、あまりオンオフの区別がありません… 

9:15 取材①

市議会をウォッチ。市内にある観光施設の中身をどうするかという重要な議案の採決が
あり、議会の正副議長が変わる日でもある。事前に用意した資料を眺めながら、取材に必
要な要素をノートにメモしていく。

10:00 突然の…

議会の休憩中、あるきっかけで地元企業倒産のニュースを知る。急いで行かねばならない
事案だったため、議場を途中で去り、現場へ急行。

10:30 取材②

現場到着。まずはいろんな角度から建物を写真撮影。近くにいる関係者にインタビューを
続け、問題の状況を整理しながら、頭の中で原稿を組み立てる。企業情報や負債の話など
は、専門の人や業者に聞かなければいけないので、電話取材も同時に進める。

12:30 昼食

13:30 帰社・メニュー報告

今日の紙面に出したいニュースやその分量、写真の有無をデスク（原稿に手を入れる上司
のこと）に報告する。ほかの記者の持つニュースとの兼ね合いもあるので、希望が通らな
いこともある。

13:45 執筆

コーヒーを相棒に、ひたすら書く。この日はまず午前中の取材２件を原稿にする。原稿を
書いている最中も、取材依頼の電話やお客さんの来訪、情報提供のファックスなどが次々
にあるので、大まかな要件をチェックし、順番にさばいていく。

17:45 取材③

18:00 取材④

小学校の教頭先生と面会。学校のイベントに関しての取材依頼を入れていた。が、話しな
がらも事故のことが気になる…。

19:00 執筆

帰社しては間に合わないので、車の中で事故の原稿を書き上げる。

20:30 紙面チェック

出来上がった紙面をパソコンでチェック。この日は自分の署名記事が３本掲載された。間
違いは絶対に許されないので、見出しと原稿を一字一句確認したうえで、デスクに「OK」
を伝える。

市内でミニバイクの男性が転倒したとの一報が入り、取材を始める。締め切りが気になる時間帯だ。

21:00 終業

明日の取材予定を頭で組み立てながら、夕食へ。

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　兵庫県北部・但馬地方を担当する記者として、日々
記事を書いています。入社後１年半は都市部の事件
担当として警察や裁判関連を扱っていましたが、昨
年10月に異動後は、行政の動きや市内のイベント、
農業などその日に起こった全ての話題を追いかけて
います。記事は１日平均で３本前後。基本的には地域
面への出稿ですが、農業や高齢化社会、医療など全国
的なテーマも地域には多いので、社会面や１面に書
くこともあります。

★社会人になって感じたこと
　礼儀作法の大切さと謙虚さ。いちいち指摘されませ
んが、意外と見られています。礼儀一つがあったから
助けられたり、命取りになったり…。あとは、知らない
ことは「知らない」と素直に言うこと。新人時代は「質
問魔」になるくらいが丁度いいと思います。

★大学生活を振り返って
　４、５個の部活・サークルに所属し、好奇心から単
位も210くらい取ったと思います。外大は何かに挑
戦し、個性的な国内外の仲間と交流し、バランス感覚
を養える最適なフィールドです。留学の経験以上に
そのバランスが今に役立っていると感じます。

★就職活動時の印象に残った出来事
　「働く自分」が想像できないところはとことん落ち
ました。美辞麗句や付け焼き刃の企業分析は１次面
接突破までで、２次以降は全く役に立たず…。欲張ら
ず、不器用でいいから、何か一つ自分のやりたいこと
を伝える姿勢が大切なように思いました。

（イスパニア学科→大学院・日本アジア言語文化専攻　2010年卒業）

　今ほど自分について考える機会もないでしょう。生み
の苦しみはありますが、考えた分だけ興味の幅も希望も
膨らむのは間違いないです。最後に、僕が入社時に憧れの
先輩からもらった「やるからにはエースを目指せ！」の
エールを送ります。

★悩んでいる後輩へ

チェーン店へはほとんど行かず、新しい店に挑戦するか、行きつけの定食屋に入る。その
方が地元の知り合いや顔なじみも増えるし、地域のニュースも入りやすい。忙しいときは
パソコンを開きながらのごはんになることも。

　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、近況報告をしていただき、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！

兵庫県北部の但馬地方で新聞記者をしています。
自分の裁量でその日の取材予定を決めるので、責任が大きい半面、
やりがいもあります。

学内企業説明会に参加しよう！



企業人事担当者から

1. 項目としては、「顧客志向」、「変革力」、「人間力」の
3 点を重視しています。あくまで人物重視なので、
昨年の新卒選考では書類選考は実施しませんでした。

「お客様と共に最高の歓びを創る」というブランドビ
ジョンのもと、空を飛ぶ飛行機に込められた ANA グ
ループ全社員のお客様への想いを、フライト中で表
現できる方を求めています。

2. 特に語学力、プレゼンテーション能力が最近の学生
は優れていると感じます。面接でも非常に冷静で上
手にまとめますが、新卒採用においては完成度とい

1. 学生と社会人との違い、「A・B・C」・「根アカ」な人材を
　学生と社会人の大きな違いは何だろう？色々な答えが

あると思いますが、こと営業職のリクルートを担当し
ている私の答えとしては「YES の世界から NO の世界」
への旅立ちだと思います。学生時代だと「NO を突き
つける相手＝駄目出しをしてくる相手」とは敢えて付
き合わなくても、ある程度生活は回っていきます。で
も社会人になると、（特に営業職では）初めから「YES
の答え」を出してくれる相手はまず居ません。言い換
えれば、こと、お客さま相手の仕事に関しては、全て
が「NO」からスタートするのです。面接時「何故営
業職を希望されるのですか？」という質問をすると、

「人と接するのが好きだから」という答えが返ってき
ますが、それだけでは×です。「YES から NO への旅
立ち」の覚悟ができているかどうかが、重要なポイン
トですね。…とは言っても、「NO の中から YES をつ
かみ取るやりがい」は営業職ならではの醍醐味です。

「A・B・C」⇒「当たり前のことを、バカになって、ちゃ
んとやりきる」⇒「コツコツが勝つコツ」を学生時代
に経験してきた方や、「根アカ」の方は大歓迎です。

1. 力や人物を見させてもらっています。学力はあるに越
した事はありません。しかし勉強は入社しても可能で
すが、人物（性格）はこれまでの人生で半分以上出来
上がっているので、それを修正するのは多分困難です。

2. やはり草食系の男子が増えています。在学中に運動
部であった人物でも、時々「本当に体育会系か？」
と思う事があります。これからは海外に目を向けな

うより将来性を重視します。目先のテクニックでな
く多少荒削りでもかまいませんので、弊社の課題も
遠慮せずにどんどん指摘し、それを自ら先頭に立っ
て解決するんだという意気込みが欲しいです。リス
クなしで新しいことはできないと開き直るくらい、
失敗を恐れずに挑戦していく姿勢が少し足りない気
がします。

3. 語学力があり即戦力という印象がありましたが、業
務全般について非常にバランス感覚があり将来性を
感じる優秀な学生が多いと感じています。

2.枠にはまったマヂメちゃん
　マニュアルが横行しているせいか、皆さんこぢんまり

まとまった優等生タイプが多いですね。組織としては、
様々なタイプの人材が欲しいので、もっとご自身の色
を出してもいいのかなって感じます。新卒としての就
職活動は、一生に一回きりです。自分の色を出して、
そこを評価してくれる企業を選ぼうという気持ちは忘
れないでください。

3. 御校卒業生の意見としては…
　『行動力がある（一人旅とか留学）』『まじめ』『地味（公

立なので建物が決して綺麗ではない…）』などの意見
が出ておりました。

1. 新卒採用される際に最も重視されているポイント
2. 近年の採用に際して描く学生像と実際の学生の実態のギャップ
3. 他大学と比較して外大生の良いところ・悪いところ

就活を頑張る神外大生へ

ければならない時代です。そんな中で地元志向が悪
いとは言いませんが、積極的に外（県外や国外）へ
でる気概の方が企業受けすると思います。

3.良い所→学力はある
　悪い所→別に無い様に感じますが、それぐらいアク（個

性）が無いところかもしれません。

リクルート担当者の意見としては…
・質問に対しての答えが「明確」「適切」で且つ、ユーモ

アに富んでおり、コミュニケーション能力の高さを感じ
ます。（ちなみに昨年入社した先輩は、並居る先輩を差
し置いて、神戸支社内ロープレコンテスト５年未満新人
の部で優勝されました）

・学内に訪問するたび、お洒落な学生さん（自分にあった
ファッションセンス）が多いと思います。

・営業職という職種柄、エントリーしていただく学生さん
が少ないので、自分の可能性を信じて、どんどんエント
リーしてください。

全日本空輸 株式会社　客室乗務職

～人事担当者からのアドバイス～

某 大手食品専門商社

明治安田生命保険 相互会社　法人営業職

＜読み方＞



1.人物重視、とはいえ、一定の基礎学力も必要です
　バランスの取れた基礎学力・知識を前提として、面接

における印象を大切にしています。多くの企業に共通
ですが、どんなに魅力的でも、面接までたどり着けな
ければ、チャンスを逃してしまいます。とてももった
いないことです。今の時期にしっかり筆記試験対策を
しておいてくださいね。

　面接は対話の場所です
　志望動機や自己 PR を尋ねることもありますが、基本

的には対話形式で面接を進めます。どこを重視してい
るかというと、しっかりと対話が出来るか、です。全
国各地・さらには世界中の人と連絡を取って進めてい
く仕事ですので、どなたとも難なくコミュニケーショ
ンを取れることが必要です。また、新入社員には配属
された部署で爽やかな新しい風を吹かしてくれる事を
期待しますので、その対話の中で、「この人が配属さ
れた部署はどんな良い影響が生じるか」というところ
も判断基準のひとつです。

2.海外勤務に関する認識のギャップ
　弊社を志望される方の多くは、外国語を使って働きた

い！という方が多く、世界への意識が高いという点で、
弊社も望むところです。しかし、弊社の海外勤務者に
は海外でセールスを行うスキルが求められるため、た
だ外国語を使えるというだけで、海外へは行けません。
その点で、入社後、多少ギャップを感じられる方もい
らっしゃるようです。また、入社試験の段階から外国
語のセールスの技術は求めませんが、海外勤務の華々
しいイメージだけで入社されるとギャップを感じてし
まうかも知れません。

3. 真面目で素直な印象です。配属後も真面目に業務に取
り組み、素直な分、業務内容を吸収するのも早いです。
また、外大だけあって、外国に興味を持っていると
いうところは、弊社の業務に対しモチベーションに
なるという意味で持ち味だと思います。一方で、素
直で真面目な分、第一印象として、少し控えめな学
生さんが多いような印象を持ちます。少し時間を掛
けて話していくと、明るくとても魅力的なのですが。

良い所も悪い所も含めて、下記の特徴があると思われます。
（以下、当社で働くOB・OGの意見）
・根が真面目でどちらかというと地味であるが、視野は開

けており多種多様な考え方を受け入れることができる
・のんびりしている面があるが仕事に対して真剣に取り組む
・好きな路線で就職したい願望がある割に、あまりガツガ

ツしておらず、またプライドが高いため、別の選択肢を
考えられずに就活が滞る

1.「自律・挑戦・グローバル」がキーワードです。壁に
ぶつかっても、自分で考えて、乗り越えるべく挑戦
していく強さのある人財です。また、事業所・工場
からお取引先様までグローバルに展開するようにな
り、それに対応できる語学力・グローバル対応能力
のある人財を求めています。全ての経験が今につな
がるので、良いことも失敗も正直に話すつもりで、
自身を丸ごと伝えてくれるかどうかです。

2. 諦めずに自分で考えて乗り越えようとする学生を求
めているのに対して、実態は少し考えて分からない
とすぐに助けを求めてしまう学生が多いように感じ
ます。失敗を恐れての行動ではあるが、それでは成
長の幅が狭いので、何事にもチャレンジ精神を持っ
て取り組む学生に期待をしています。

1.第一印象が接客業に従事するスタッフとしてふさわ
しいかどうか。
第一印象とは、笑顔やアイコンタクト・清潔感のあ
る身だしなみ・正しい敬語を使った言葉遣い・立ち
居振る舞いがしっかり出来ており、お客様（面接官）
に与える印象が良い方。また、面接以外の控え室等
での態度も重視しているポイントです。

　（ex. 足を組んでいる、ひじをついている・・・等）

ダイヤモンド電機 株式会社

西日本鉄道株式会社　国際物流事業本部

株式会社 神戸ポートピアホテル

3. 英語が好き、海外に行きたい等明確な目的をもって勉
強しているので、まじめで芯がしっかりしています。
また、海外留学を経験し、幅広い年代の人と接して
いるためか、積極的で度胸があると思います。今の
学生はおとなしい子が多いので、頼もしい存在です。

2. 多種多様な授業やインターンシップの導入により、コ
ミュニケーション力やクオリティの高さを期待してい
るが、実際の就業では自己主張が強く、自ら積極的に
発信して行動することに対して意識が低いと同時に我
慢や忍耐は欠けている傾向にあると思います。

3.良いところ
　語学力の高さ、理解力の高さ、誠実な業務態度
　悪いところ　
　悪いところは特に見当たりませんが、一つ挙げるとす

れば、おとなしいところかと思います。



■ ES（エントリーシート）

■ SPI

　エントリーシートとは、企業の採用選考に応募する際に、
基本的な個人情報をはじめとし自己PRや志望動機を記入し
て提出する、いわばその企業向けの履歴書のようなものです。
　また、最近では、まっさらな空白のスペースに自分自身を
表現させて、創造力や性格等を判断材料にする企業も増えて
きています。

　特別なことをする必要はありません。勉強もしっかりやって、
アルバイト、サークル、学祭、旅行など…毎日を充実させ、
思い出をたくさん作ってください！

　自分の活動日記をつけましょう！自分の気持ち、今日の反
省、なんでも書いてください。バイトにつき１冊、サークル
につき１冊用意してください！
　例えばバイト日記には…クレームの内容、それに対する自
分の対応、いわれて嬉しかった言葉、自分のその時の気持ち
など。サークルや部活日記には、今日の練習内容、何か改善
すべきところはないか、など…とにかく何でもです。
この日記を就活前に見直すことで、自分がどういう時にどん
な行動をする人間なのか？ということがわかり、自己分析に
非常に役に立つのです！早速今日から書いてみよう！

　SPIとは、リクルート社が提
供するマーク式の就職試験で、
他にも日本 SHL 社作成の CAB
や GABなどもあります。主な
科目は国語と数学ですが、企業
によっては英語や性格検査もあ
ります。また、最近は web 上
で行われるものが主流で、自宅
や企業、テストセンターなど、
受験する場所は受ける企業に
よってさまざまです。

外大生は数学が苦手な人が
多いから、今のうちに慣れ
ておこう！

ES（エントリーシート）や SPI って １・２年の今、何をしたらいいの？
？？

よかった～焦らなくていいんだ！
毎日楽しんで、友だちといっぱい思い出を作ろう !!
…で…自己分析って、なに…?
次のページの中にヒントがあるらしいよ！

ずばり…思い出を作ること！

だから…日記をつけることをオススメします！

ところで、 知ってますか

就活基本編 まずは、実際に就職活動をした先輩にタイムスケジュールを聞いてみました！

広報サポ
ーター企

画！

一般的な就活を

３年生 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

始めたB先輩

C先輩

教育実習
事前指導

学内・合同説明会
自己分析・筆記対策
スタート

個別説明会
ES・履歴書提出
企業研究

面接ラッシュ

内定！

内定がでていなくても
あせらずに！
秋採用試験など、
まだまだチャンスあり!!

面接

内定！

10月

選考結果到着

学内セミナー参加

留学中

学内企業説明会に参加 1次面接開始

ES提出

就職活動開始
エントリー受付開始
業界・企業の研究

内定先で必要なスキルを勉強

教員採用出願書類
受け付け開始

教員採用
一次試験

教員採用
二次試験

教員採用対策
セミナー

教育実習
（3週間）

教職の授業以外に
試験勉強はかかせない

　学生にとって就活は、「不安・怖い・わからない」とマイナスに考えてしまいがちです。
　今号の広報サポーター企画　　　　　　　　　　　　 では、基礎知識から自己分析までを紹介し、
就活を　　　　　に考えよう！という内容にしました。これさえ読めば就活なんて怖くない！

そうだそうだそうだ！
活しよう活しよう活しよう

！！
Positive job hunting!

Positive
そうだ！ポジ活しよう!!

したA先輩

留学後就職活動を

目指す教職員を目指す

留学前と留学中も就活の情報収集や
試験勉強を頑張りました！

私が教えてあげるね！

よろしくお願い
しまーす！

後輩 先輩３年生

先輩！いよいよ
就活ですね。

それはえっと……

先輩なら就活への
準備は完ぺきですよね？

心配しなくても大丈夫!
私たち４年生に
まかせて!!

どうしよー?!

４年生 金田さん

２年生 知野くん３年生 今村くん



これが・・・就活スケジュールですか !?
思っていた以上に大変そう、、

周りの人が決まっていくと劣等感を感じてしまう
のは当然だけど、いちいち気にするのはＮＧ！
そんな時間は無駄！気にする必要なし！

就活をポジティブに考えるか、ネガティブに
考えるかで、自分の行動にも影響がでるよ！
落とされたってくよくよしない！

目の前のやるべきことを書き出し整理して片づけ
ていたよ！休日も自分次第でいくらでもとること
は可能。やることを終わらせたら友達とリラック
スすることも大切だよ♪

失敗しても大丈夫 ! 恐れず就活を楽しもう !

さあ、12月、いよいよ就活開始！ これが就活中の手帳の
イメージ!!

先輩のリアルなス
ケジュール

■自分の軸を見つけて「やりたいこと」をみつけよう！

外大生の強みはたくさんある！ 

指導者や商社に向いているかも！

まずは、広報サポーターの過去を棚卸し

つぎに棚卸しした内容をまとめてみると…

　就活をするうえで「自分の軸」はとても大事！これを
ベースに「自分のやりたいこと」を発見し、「やりたい
仕事」をみつけよう！

挫折を自分と向き合い人の温かさを知る⇒計画性の大切さを実感⇒
サッカー部のキャプテンになり指導力および責任感を学ぶ⇒
これを軸に→

自分を「棚卸し」してみよう！

自信を持って就活に挑もう！

＜広報サポーターの編集後記＞
　今回の広報サポーター企画は、何度も話合いを重ねた結果、
「ポジ活」をテーマにすることにしました。
　就活って大変だと思いますが、考え方をちょっとだけ変え
てみれば「楽しく前向きに就活ができる」のでは、という広
報サポーターからの提案です。
　今から就活を始める外大生のみなさんが、この企画を読ん
で「就活」を「ポジ活」と考えて活動してもらえるとうれし
く思います！
　さあ、3年生のみなさん！楽しみながら頑張っていきましょう！

まずは今までの自分を振り返って紙に書き出して！
日記やブログを読み返して自分の身に起こったイベ
ントを思い出してみよう♪

自信を持つことって大切だよね！
棚卸しって、振り返ることによって、
自分の長所や短所が見えてきて、
自分に合う企業をみつけるにも役
に立つね。
オレ、頑張れそう！

三宮⇔大阪間でも JR と私鉄では 80 円の差が
でます。また、就活でよく使う大阪市営地下鉄
は OSAKA PiTaPa の学割を申し込めば 20％引
きの運賃で利用できます！

空き時間などにちょっとコーヒーブレイク…。
でもこれ、以外に高くつきませんか？こんな時、
強い味方がタンブラー。タンブラーに友だちの
写真を貼り、好きな飲み物を入れてリラックス！

節約術その1：交通機関

節約術その 2：タンブラーを持ち歩く

おススメ！ 
コツコツ節約術！

就活って何かとお金が・・・！
コツコツ節約術、伝授しちゃいます！

　東京→大阪などハードなスケジュール…。緊張と疲労で体調を壊した時もあっ
たけど、自分と最後まで向き合い、一生懸命頑張って内定をいただくことができた !!
　だけど、決して就活が順調だったわけじゃない。失敗の連続だった。でも正直、
失敗から学ぶことの方が多かった。これが就活を通して一番学んだ大切なこと
大学生最大のイベント「就活」。おもいっきり楽しもう！

1.

2. 「楽しかった！」とか「これに喜びを
感じた」ってことから、自分が何に向
いているのかを見つけていこう！

　自分を過小評価し過ぎ ?! な外大生。外大生は行動派が多く、学内にいると
当たり前に感じてしまうことが就職活動では大きなアピールポイントになるこ
とがたくさんあります。どんな小さなことでも振り返ってみることが大切！
留学、バックパッカー、ボランティア、インターンなど海外進出！
　外大にいると自分なんて大したことないと思いがち…でも、一歩、外に出て
みると立派なアピールポイントに☆→「行動力」「柔軟性」「協調性」
努力なしには語れない語学の勉強
　語学は 4 年間毎日コツコツの積み重ね。地道な努力なしにはこなせないハ
イレベルな授業！さらに、出欠に厳しい授業の数々！
1 年生の頃から毎日 1 限から授業がある大学って意外と珍しいんです。
→「継続力」「勤勉さ」

中　学　校 高　校 大　学
　ホームステイ先で言語の壁にぶち当たり孤
立。はじめは英語に自信がなくて積極的にコ
ミュニケーションを取ることが出来なかった
が、スポーツを通して身振り手振りでも心が
通じ合うことを知る。日本に帰ってからは、
老人ホームでのボランティアなどを通じて、
さまざまな人たちと積極的に交流するように。

　部活に没頭し、きちんと計画を立てずに受
験した結果、浪人生に。周りから取り残され
ていくなかで劣等感を感じ、このままではいけ
ないと必死に勉強。息抜きに誘ってくれる地
元の友だち、卒業後も勉強をみてくれた先生、
静かに見守ってくれた親、さまざまな人の助
けを経て無事合格！人の温かさ、計画をたてる
大切さを学ぶ。

　サッカー部のキャプテンとして運営・管理
を行う。監督のいない中、部員へのフォロー
や礼儀を教える難しさに直面。部員にとって
支えとなるような部活をキャプテンとしての
目標に。OB・OG や友人に助けられ乗り越え
られた。引退時には、「サッカー部に入って
良かった！」と後輩にいってもらえた。

人と触れ合うことの楽しさ 人の支えになる、計画性 人の支え、人間関係、責任感

ここは僕が担当します！さっそく、自分の
過去の出来事を振り返ってみます。

４年生

４年生



　授業料減免申請の受付について

　2013 年度前期分（4 月〜 9 月分）授業料について、次のとお
り減免申請を受付けます。
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、単位不足による留年者を除く
2. 申請書交付期間：2013 年 1 月 8 日（火曜）〜 25 日（金曜）
3. 申請受付締切日：1 月 25 日（金曜）
4. 面接

※ 1 月末〜２月初旬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。

　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
2013 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 14 日（金曜） 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各自の書
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、休止または停止中の学生
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。
※期限までに入力が難しい場合、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

　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、下記のとおり一括申請説明会に必ず出席の上、申請日に必要
書類を教務入試広報班に提出してください。
説明会日時：12 月 12 日（水曜）
① 12 時 10 分〜 12 時 45 分（202 教室）
② 17 時 10 分〜 17 時 45 分（203 教室）

※①②のどちらかに出席してください。
提出日：12 月 20 日（木曜）、21 日 ( 金曜 )
※科目等履修生の方は一括申請の対象にはなりません。

【問合せ先】学生支援・教育グループ 教務入試広報班（教職担当）
℡ 078-794-8126

　学部・第２部転部試験について

　詳細については学内掲示及び GAIDAI PASS で配信中です。
（12 月 12 日（水曜）申し込み締め切り）

　後期試験について

　2013 年 2 月 4 日（月曜）〜 2 月 8 日（金曜）に後期試験を
行います。（2 月 12 日（火曜）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、試験日前に速やかに追試験願書（用紙は
教務入試広報班で交付）と事由証明書を教務入試広報班へ提出し
てください。

　冬季施設開閉室時間および冬季休業について

　年末年始の 12 月 29 日（土曜）から 2013 年 1 月 3 日（木曜）
までは、事務の取り扱い及び施設の利用はできません。

（授業は１月７日（月曜）からです。）

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 18 日（火曜）〜 28 日（金曜））
冬季休業中（12 月 29 日（土曜）〜 1 月 4 日（金曜））の事務取
り扱い等について
＜学生支援・教育グループの窓口時間＞
・12 月 18 日（火曜）〜 27 日（木曜）授業期間通り
・12 月 28 日（金曜）９時〜 20 時
・1 月 4 日（金曜）9 時〜 17 時
＜学生会館＞
12 月 18 日（火曜）〜 28 日（金曜）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（金曜）の体育施設を含む施設の利用は、12 時まで）
1 月 4 日（金曜）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
　年末年始：12 月 29 日（土曜）〜 1 月 6 日（日曜）
★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：12 月 3 日（月曜）〜 12 月 28 日（金曜）
返却日　：2013 年 1 月 11 日（金曜）
※院生は 12 月 14 日（金曜）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：2013 年 1 月 15 日 ( 火曜 ) 〜 2 月 8 日 ( 金曜 ) 
　　　　　( 閉館日・土曜日を除く )
開館時間：9 時〜２１時３０分

　センター試験準備及び試験当日に伴う休講について

　2013 年 1 月 18 日（金曜）はセンター試験準備のため、休講
となります。
　また、1 月 18 日（金曜）・19日（土曜）・20日（日曜）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。

＜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
12 月 18 日（火曜）〜 28 日（金曜） 補講・集中講義
12 月 29 日（土曜）〜 1 月 4 日（金曜） 冬季休業
1 月 18 日（金曜） センター試験準備のため休講
1 月 19 日（土曜）・20 日（日曜） センター試験
1 月 29 日（火曜） 授業の振替（金曜の授業）
1 月 30 日（水曜）・31 日（木曜） 補講予備日
2 月 4 日（月曜）〜 8 日（金曜） 後期試験

お 知 ら せ


