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就活応援号！ 11 月 24 日・25 日に第 63 回語劇祭が開催されました。約半年間かけて作り上げた 2 時間の劇は、各劇団ともさまざまな演
出等で観客をおおいに魅了し、伝統行事にふさわしいハイレベルな語劇祭となりました。さらに今年は留学生による神戸弁語
劇「桃太郎」が初公演。観客の笑いを誘い楽しませてくれました。語劇祭

第63回

第 63回語劇祭　受賞結果
・最優秀劇団賞／イスパニア語劇団
・最優秀男優賞／山田弘士（中国語劇団 2 年）
・最優秀女優賞／古賀万鈴（英米語劇団 4 年）
・優秀劇団賞／中国語劇団
・優秀男優賞／伊藤祐貴（2 部英米語劇団 4 年）
・優秀女優賞／嶋津ハンナ（ロシア語劇団 2 年）
・ベストキャラクター賞／

島袋千尋（イスパニア語劇団 3 年）、
山本義浩（2 部英米語劇団 4 年）

・字幕賞／中国語劇団
・衣装メイク賞／イスパニア語劇団
・舞台美術賞／イスパニア語劇団
・照明賞／イスパニア語劇団
・音響賞／イスパニア語劇団
・若葉賞／

岡田夏希　（英米語劇団 1 年）
大竹美嶺　（ロシア語劇団 1 年）
足立大樹　（中国語劇団 1 年）
豊田隆乃介（イスパニア語劇団 1 年）
井川真実　（2 部英米語劇団 1 年）

最優秀男優賞

第２部英米語劇団

イスパニア語劇団

中国語劇団

ロシア語劇団

Eloísa está debajo de un almendro

（アーモンドの木の下に眠るエロイーサ）

No sex, No life!?

最優秀女優賞

日本語プログラム

英米語劇団

神戸弁語劇　桃太郎

VANITIES

最優秀男優賞を受賞の感想は：
今年はじめて語劇に参加・主役をさせてもらいま
した。何もわからないので、みなさんに教えてい
ただきながらやってきました。だから、この賞は、
僕が最優秀というのではく、指導してくれ、支え
てくれた先輩方と仲間たちの賞だと思います。
来年への抱負：
いろんな人に支えられて劇団があると思うので、その気持ちを後輩たち
に伝えていきたいです。

劇を終わっての感想： 
お客さんの笑い声が聞けて良かったと、本当に
安心しました。
劇団員へのメッセージ：
みんな支えてくれてありがとう！この言葉に
尽きます。そして、見に来てくださった皆様、
本当にありがとうございました。

劇を終わっての感想： 
本当に、良くやってくれました。完璧ですごく良かったです、ただただ、感動しました。
劇団員へのメッセージ：
もう本当に嬉しいです！本当にみんなで頑張ってきてよかったです！
支えてくれた人へのメッセージ：
先輩方や家族そして友人のみなさん、語劇にかかわって支えていただきありがとうございました。
劇団員へのメッセージ：
本当にお疲れ様でした。美味しいお酒をみんなで飲みたいです！
辛いこともあったと思いますが、みんなで作り上げた時の喜びは、それ以上のものだと思うので、
来年も頑張って欲しいと思います。これからもこの伝統が続いていくことを願っています。

劇を終わっての感想： 
たくさんの方が見に来てくださって、劇も上手くいってもう本当に
よかったです！
劇団員へのメッセージ：
ついてきてくれてとても感謝しています、本当にありがとう。
このメンバーだからこそできた劇だと思います。

劇を終わっての感想： 
今は言葉にできない感動です。とても嬉しい！
のひとことだけです。
劇団員へのメッセージ：
苦しいことや問題もありましたが、みんなの笑
顔や楽しみながらも頑張っている姿が、幹部に力を与えてくれました。
この劇は、誰ひとり欠けても完成できなかったと思うので、みんなに感
謝しています。

受賞しての感想は、
ありがとうございました。今年卒業予定ですが、
本当に語劇に参加できてよかったです。大学時
代にしかできないことなのでいい経験になりま
した。
お世話になった人々へのメッセージ：
ありがとうございました。
物理的には、私がもらったみたいになっていますが、作った人たちのお
かげなので感謝しています。

劇を終わっての感想：
３か月くらいすごく頑張って練習したので、嬉
しいです。
日本語の劇は難しかったですか？
日本語よりも動きの方がとても大変でした。で
も、参加して良かったです。

劇を終わっての感想：
トラブルもほとんどなく本当にホッとしていま
す。やっと終わった、という感じです。
今日が一番いい演技ができていると思って見て
いました！
劇団員へのメッセージ：
本当に色々ありましたが、最後までついてきてくれてありがとう。11 人
全員で頑張ってきた甲斐があったと思います。本当の家族ぐらいに思っ
ています。大好きです！

中国語劇団２年　山田  弘士さん

監督：藤田  萌々子さん

監督：丸橋  由右貴さん

監督：奥山  順治さん

監督：三野  有柚美さん 監督：豊田  夢乃さん

監督：Carl Vollmer さん

英米語劇団４年　古賀  万鈴さん

雪の女王
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最優秀劇団賞

優秀劇団賞
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　2014年卒業予定者の皆さんは本格的な就職活動がスタートし、そろそろ企業からエントリーシー
ト（以下ES）の提出を求められている頃ではないでしょうか？今回は、ESの提出についてお話します。

①締め切りギリギリに提出すると…
　提出期限ギリギリのタイミングはES提出が集中するので、人事担当の方
が一通一通目を通すのが難しくなり、結果自分の書いたESを十分に読んで
もらえないおそれがあります。なるべく早めにESを提出するよう心がけて
ください。
　キャリアサポートセンターではESの添削も行っていますが、十分なアド
バイスを行うためにも早い段階で相談にきてください！

②複数回締め切りがあるものは…
　ESの提出締め切りが複数設定されている企業も多いと思いますが、なる
べく一次締め切りに間に合うようにESを提出しましょう。一次締め切りで
提出すれば、その企業への志望度が高いという印象を与えることができま
す。また、一次締め切りで多くの選考通過を出した場合、二次締め切りの選
考通過枠を減らすという事もあるようです。

　就職活動は“縁”です。就活用に無理に装わなくても、あり
のままの自分でぴったり合う企業が必ずあります。自分自身
を良く知り、広い視野でたくさんの企業を見て、大きく飛躍
できるフィールドを見つけてください。

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.12　辻本　美雪

株式会社マクニカ  フィールドセールス部

8:00 移動

自宅から直行で客先へ。営業なので、ほぼ毎日外出しています。会議の多い月曜日
以外は出社せずに客先の元へ直行することが多いです。

10:00 商談～仕入先来日ミーティング～

アメリカから営業担当者が来日したので、担当している顧客の元へ一緒に訪問。
仕入先はすべて海外メーカーなので、来日時のミーティングは英語を使用。技術的
な話になるとついていくのが難しく、学生時代にもっと勉強しておけばよかった
と思うこともしばしば。

12:00 昼食

昼食を食べながら、午前中に行った商談のレポート作成とメールチェック。良いこ
とではないのですが、社会人になってから食べるのがとても速くなりました！

13:00 商談～購買/調達フォロー～

顧客の購買/調達部門を訪問し、価格交渉や納期調整などの詳細を確認。顧客と仕
入先の間にある溝をいかに上手く埋められるか、商社の腕の見せ所です！交渉力
が大いに鍛えられます。

14:00 商談～製品不具合ミーティング～

製品を購入していただいた後もサポートは続きます。
きょうは以前に提供した製品で不具合が起きてしまいました。何故不具合が起き
てしまったのか？仕入先で解析した結果を持って、品質部門の担当者と共にお客
様を訪問し説明します。技術の難しい話になることが多いですが、社内に専門家が
いるので、非常に心強いです！！

15:00 商談～技術サポート～

16:00 電話会議

担当顧客の装置に採用が決まっている製品のリリース時期が遅れるとの情報が入
りました。早急に状況を確認するため、緊急で電話会議。トラブル時には電話会議が
よく行われます。今回の電話会議は3カ国をまたぐため、時差の調整が大変でした。

17:00 移動

移動は場合によって車か電車を使い分けますが、この日は電車で。首都高の運転は
まだまだ難易度が高いです。

18:00 帰社、メールチェック、アポ取り

20:00 資料作成、商談準備

メールがだいたい片付いたので、海外出張時に使用するプレゼン資料の作成へ。資
料はPowerPointで。資料作成はけっこう時間がかかるので、時間を見つけてはコ
ツコツやるようにしています。

21：00～22:00 帰宅

社内を見渡し同じタイミングで帰宅する先輩や同期をつかまえて、夕食タイム♪
明日も頑張る元気を充電します！！

帰社して一息ついたところで、溜まった未読メールを黙々とチェック。またお客様が
帰られる前に連絡し、アポ取りも済ませます。必ず毎日4～5件はアポを入れています。

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　社会人3年目、営業をしています。お客様である国
内の大手メーカーの電子機器にマクニカで取り扱う
半導体を採用いただけるよう営業活動を行うのが主
な業務です。仕事をこなせるようになると、どんどん
新しい仕事を任せてもらえるので、成長を実感でき、
やりがいがあります。また人間関係は風通しが良く、
自分自身のやり方や主張を尊重してもらえるので、
のびのびと働いています。

★社会人になって感じたこと
・人間関係が円滑だと仕事も円滑に進められるとい
うこと。
・対価や報酬は働いた“時間”ではなく、“結果”に応じ
るということ。
・何も考えず言われた通りにではなく、いったん自分
の頭で考える必要があるということ。

★大学生活を振り返って
　留学や海外インターンシップ等やりたかったこと
を実現できました。個性豊かな仲間たちからさまざ
まな刺激をもらい、異文化を通して多様な価値観に
触れ、広い視野でいろんなことにチャレンジできた
外大に感謝しています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　友人との他己分析が非常に印象的でした。仲の良
い友人から自分自身の率直な印象を聞くことで、新
たな自分を知ることができます。自己分析も重要で
すが、他者から見える自分を知ることも重要なので、
ぜひ試してください。

（イスパニア学科　2010年卒業）

足繁く顧客に通い詰めた根気強いPRが実り、製品を購入してもらえることになり
ました！！
今後は詳細設計に移り、営業から技術に主役のバトンを渡します。これからは技術
的なサポートがスタートするので、さらに専門用語が飛び交います。正直、技術的
な話は営業の私には難しいですが、ミーティングの場をコントロールするのも営
業の仕事なので、しっかり頑張ります！

　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！

株式会社マクニカは半導体とネットワーク機器を扱う
専門商社です。ピンとこない方が多いかと思いますが、
あらゆる電子機器に使われています。世界中から見つ
けてきた最先端技術をいち早く国内外の企業に紹介
し、世界中をより便利により快適にすることで社会に
貢献しています。日本企業だけでなく、今後は海外の
企業へも展開するよう販売網を広げており、グローバ
ルでNo.1 の技術商社を目指しています。

エントリーシート提出はお早めに！

以上の事に気をつけ、計画的に就職活動を進めましょう！

上海師範大学と交流協定を締結
　2012 年 10 月に中国の上海師範大学と交流協定を締結しました。
　上海師範大学は上海市に位置する市立の総合大学です。50 年余りの教育者養成の歴史があり、特に中国語教育、中国語研究、中
国語教育者養成などの分野において世界的に高い評価を受けています。
　この協定により、2013 年度より本学学生の派遣を開始し、また同時に交換教員として、同大学の教員を各 1 年間、隔年で受け
入れることとなります。

私の留学体験リポート
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世界遺産です!! 大きな水道橋が
あり、温かい田舎町!! きれいな
街、優しい人たち、そしてなんと
いってもホームステイでの絆!!

音楽や芸術に富んでいて、とても
文化的な町です。ロシアの中でも
特に西欧的で整った街並みをし
ています。

リーディング・ライティング・リスニング・スピーキン
グ全て揃っています。映画を見たり、遠足に行ったり、
授業の間にはコーヒーブレイクも♥（２年生終わりで
行くのがオススメレベル）

毎日午前中に授業があ
り、ロシア語で文法や文
学を学びます。映画を見
たりお茶会をしたりす
ることもありました。

観光案内所で、世界各国からの
観光客にセゴビアの見所をご案
内するお仕事。色んな地域のス
ペイン語の特長が学べました。

上級から下級までいくつもクラスがあって、自分のレ
ベルに合わせて何回でもクラスを変えられるのが良
かったです。

度胸がつきました! あとは、愛情表現が豊かになりま
した（笑）

少しは積極性が増したと
思います。ロシア人の友達
とロシア語でいろいろ話
すことができました。

いかにネイティブスピーカーと話すかが留学成功
のカギだと思います。積極的になんでもやれば、学
ぶことばっかりの楽しい日々ですよー！

留学が必ずしも必要とは限りませんが、経験できる
うちにしておくと生涯の財産になると思います。

セゴビアってどんなところ？
このプログラム（セゴビア・セメスター）のお勧めは？

サンクトペテルブルグって
どんなところ？

授業内容について教えてください
授業内容について教えてください

インターンシップについて教えてください

サンクトペテルブルグ大学のお勧めポイントは？ 

留学してどんな変化が
ありましたか？

留学してどんな変化がありましたか？

留学を考えているみなさんにメッセージ 留学を考えているみなさんにメッセージ

留学先：
スペイン・セゴビア市
留学先大学名：
国立通信教育大学
留学期間：
2012年 3月～ 7月

留学先：ロシア
留学先大学名：
サンクトペテルブルグ大学
留学期間：
2012年４月～ 8月

イスパニア学科
３年女子

ロシア学科
２年男子
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17:00 移動
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18:00 帰社、メールチェック、アポ取り

20:00 資料作成、商談準備
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社内を見渡し同じタイミングで帰宅する先輩や同期をつかまえて、夕食タイム♪
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ある日のスケジュール

★現在の業務 
　社会人3年目、営業をしています。お客様である国
内の大手メーカーの電子機器にマクニカで取り扱う
半導体を採用いただけるよう営業活動を行うのが主
な業務です。仕事をこなせるようになると、どんどん
新しい仕事を任せてもらえるので、成長を実感でき、
やりがいがあります。また人間関係は風通しが良く、
自分自身のやり方や主張を尊重してもらえるので、
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以上の事に気をつけ、計画的に就職活動を進めましょう！



広報サポーター企画

好きです、神戸外大。
～大切なことは君が教えてくれた～

　今春卒業の皆様おめでとうございます !!　…というわけで、今号の広報サポーター企画では、卒業生のキラキラした青春の思い
出をアンケートで聞いてみました。後輩に向けてのメッセージなど、盛りだくさんの内容でお届けします。

　経済の科目は就職後も役立つ。会社でも勉強にもすんなり
入れる。
　英語以外の外国語の授業。さらに世界が広がる詩の授業。
実用性はないが詩を勉強して、英語の音やリズム、魅力を知
りました。
　西洋史。西洋史研究。英米文学を学ぶには宗教・文化の基
礎知識がないと辛いけど授業自体を楽しむことも大切。
　商業英語！ビジネス文書の例文を教えてくれるので、英語
を使った仕事に就きたい人にはおすすめ。留学準備や留学中
に教授やアドバイザーとメールを交わす際にも、丁寧な英語
の表現方法が参考になりました。

予習・復習も大変だったけど、授業でたくさん学びました。

・ 数え切れない人を好きになり、今は遠恋中
・ 波乱万丈だったけど、今は遠距離恋愛中
・ 1 人を好きになり、1人と付き合い、今でも進行中。
・ モテる。特に男子。出会いはあらゆる場所に。
・ モテる・モテない以前に、他大学とのコンパが圧倒的に少ない！
・ 出会いは自販機前のベンチ？
・ やっぱりサークルとかかな？合
宿とかがきっかけで付き合う人
多い。

・ 出会いは食堂。
・ 出会いは部活とか課外活動とか。

恋愛充実しました編

・ 外大はステキな人が多いと思います。
・ とある人を好きになって３年！未だに想いを伝えられず
・ ビビりのヘタレなので何もしないし何もできないままです
が。（笑）

・ 出会いは自分のコミュ力次第だ
から自宅以外ならどこでもあり
える。

・ バイトしてれば何かしら学生と
交流あるような・・・

片思いしていました・恋愛は卒業後に期待！ 

竹谷ゼミ：とにかくアツい
サンスゼミ：スペイン語のシャワー ! ホットチョコレート飲め
ます♥
福嶌ゼミ：自由にやりたいテーマが研究できます。
森谷ゼミ：学ぶときは学ぶ、飲むときは飲む！
千葉ゼミ：ゼミ：酒の席＝３：７の比率で人生を学びました。
酒飲んだ方が大人は深い話をします！！ 
林ゼミ：コンデルタ（タイ・ベトナム・ラオス）地域の少数
民族の研究。
辻本ゼミ：精読が中心。一年を通して一人の作家を読みます。
西川ゼミ：文法や英語のことは厳しいけど、質問や相談には
応えてくれ、甘いお菓子やゼミ小旅行など楽しい事が大好き
な癒し系
栗山ゼミ：学生の自主性をかなり尊重してくれます。
難波江ゼミ：アットホームで自分のペースでできる。優しい
先生。
新野緑ゼミ：怖い話も笑顔でする！

ゼミでは、人生勉強も学びました！

授業/ゼミ編

・ ３年夏に始めた一人暮らし。改めていかに自分が一人では何もできないかを知っ
た。友人や家族への感謝の気持ちや自己管理の厳しさを知ることができた。行動
範囲も広がり、自分自身への理解が深まった気がする。

・ 語劇。精神的にバッキバキになるけど、その分学んだこともあるし、タフになった。
・ 平日毎朝５時半起きで、仕事を終えてから 21時までの大学の授業に語劇と大変で
したが、この４年間で大きく成長できたと思います。

・ いろいろな事に手を出したけど、ひとつのことに絞ろうと決心したときかな

・ いっぱい遊んでください。いくら遊んでも足りないです。お金がかからない遊びは、
今しか本気で楽しめない気がする！ 

・ 外大に進んだからには、人との繋がりを、人脈を大事にすること !! 縦横斜めの繋
がりを、自分の力で拡げていくこと。友人の数=充実度

・ もっと大学生らしくリア充しておけばよかった！ 
・ 勉強、旅、部活のバランス超大切。友達とはたくさん
遊んでたくさん飲んでおこう。

・ もっと勉強すればよかった…（特にロシア語専攻）
・ 留学へ行きなさい
・ 何でも貪欲に！勉強も遊びも恋もバイトも！ 
・ 一生付き合っていける友達をつくってな
・ 早めに車の免許取っておこう。

人 生 の タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト !!

・ フットサルサークルのリーグ戦 2連覇！
・ 学祭。ゼミの出店をやり終えた後に飲んだビールのおいしさ。
・ ラグビー最終戦。50人以上の友だちが応援に駆けつけてく
れた。

・ 弓道で、引退試合に選手として引ききって、三つ巴戦での勝利。
・ 吹奏楽部でも語劇でも、仲間と本番の舞台に立つ快感。
・ 人前での号泣…恥ずかしかったけど、弱いところも見せられ
る仲間と語劇が大好きです。

・ 語劇の役者時代、自分を追い込みすぎて単身六甲山まで行った。

・ もちろん、素晴らしい仲間！
・ 先輩、後輩、同期問わずたくさんの友達、
尊敬できる人ができた！

・ コミュニケーション能力

語劇・部活・サークルで「得たもの」

クラブ・サーク
ル編

恋愛編

・飲食ホールスタッフ　平均５～６万円
・塾講師　最高 15万円（1名）、月 26万円（2名）、塾の事務　最高 10万円
・光回線の営業と普通の接客業。16万円ぐらい。
・学生やりながらなら、20万円が限度。それを超えたらきっと他を疎かにしてる。
・ファミレスで月に 10万円前後
・かまぼこ工場で短期バイト。７日で 10万円

目標に向けてがんばりました！！

・ 塾講師。絶対に合格できないと思った生徒が合格した時
・ イタリアンレストランでのバイト。料理スキルが上がった！
・ 色々な接客バイトを経験し幅広い客層の人と出会えた
・ お客さんと友達になれたこと
・ 一生付き合い続けていきたい店長と仲間に出会えた！
・ ファミレスで 25連勤！
・ 一時期かけもち３つしてしんどかったー。

印象に残るエピソードは？

バイト編
卒業なう

2012年度卒業生（予定者）によるブログです。

いまなにしてる？

＃卒業なう

外大ありがとう!! これからも自由
に楽しく過ごして幸せなおばあさ
んになります　＃卒業なう

日本を代表する水産買い付けマン
になる!　＃卒業なう

入学時に描いた想像や理想とは異
なる4年間を過ごしたが、後悔は
しない。むしろ感謝でいっぱい。外
大で得たものを大切にして、大好
きな人達を守れる自分でありた
い。　＃卒業なう

死ぬまで学び続けます。　＃卒業
なう

膨らむ未来の自分への期待と、別
れの寂しさを同時に感じる。複雑
な感情と忙しい日々を送ることは
楽しい。　＃卒業なう

外大＆外大を通じて出会った人達
は私にとってとても大切な存在
で、このコミュニティーが解体
（？）されてしまうのは悲しい限り
です。
たくさんの刺激をありがとう！外
大入って良かったー！誇りを持っ
て卒業します！ ♡　＃卒業なう

外大で学んだものを社会でも活か
し、これからも学び続けて磨きを
かけていきます　＃卒業なう

ノリと勢いだけで外大に入学して
一生の仲間に出会い、外大に来て
いなければ私の人生は一ミリも面
白くなかったと自信をもっていえ
ます。ほんまにありがとう。外大か
ら世界に大きく羽ばたきます！　
＃卒業なう

神戸外大の誇りを胸に行ってきま
す!!　＃卒業なう

4年間は何もしないのには長すぎ
るけど、何かを極め、達成するのに
はすごく短い。私は短かったと思
う！いろいろなことを知りたい、
やってみたい、そして吸収したい
と思って大学生活を送れた証か
な？まだ達成していないことは、卒
業しても続けます！　＃卒業なう

やる前から諦めたらもったいな
い！外大で可能性を無限大に広げ
てください！　＃卒業なう

編集後記

後輩たちよ！これだけはいわせて

　社会に出る前の皆さんは今どんな気持ちで
しょうか？卒業生の力で神戸外大の名前を世
界に轟かせましょう！

＜ロシア学科 4年＞
　卒業は寂しいですが、新しいスタートなの
だと各学科の4年生の意見を見て強く思いま
した！外大すきだ！

＜国際関係学科4年＞
　今まで自分が歩んできた道や出会った
人々、すべてが間違ってなかったんだなあと。
外大への愛を再確認できました!

＜国際関係学科4年＞
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・ お客さんと友達になれたこと
・ 一生付き合い続けていきたい店長と仲間に出会えた！
・ ファミレスで 25連勤！
・ 一時期かけもち３つしてしんどかったー。

印象に残るエピソードは？

バイト編
卒業なう

2012年度卒業生（予定者）によるブログです。

いまなにしてる？

＃卒業なう

外大ありがとう!! これからも自由
に楽しく過ごして幸せなおばあさ
んになります　＃卒業なう

日本を代表する水産買い付けマン
になる!　＃卒業なう

入学時に描いた想像や理想とは異
なる4年間を過ごしたが、後悔は
しない。むしろ感謝でいっぱい。外
大で得たものを大切にして、大好
きな人達を守れる自分でありた
い。　＃卒業なう

死ぬまで学び続けます。　＃卒業
なう

膨らむ未来の自分への期待と、別
れの寂しさを同時に感じる。複雑
な感情と忙しい日々を送ることは
楽しい。　＃卒業なう

外大＆外大を通じて出会った人達
は私にとってとても大切な存在
で、このコミュニティーが解体
（？）されてしまうのは悲しい限り
です。
たくさんの刺激をありがとう！外
大入って良かったー！誇りを持っ
て卒業します！ ♡　＃卒業なう

外大で学んだものを社会でも活か
し、これからも学び続けて磨きを
かけていきます　＃卒業なう

ノリと勢いだけで外大に入学して
一生の仲間に出会い、外大に来て
いなければ私の人生は一ミリも面
白くなかったと自信をもっていえ
ます。ほんまにありがとう。外大か
ら世界に大きく羽ばたきます！　
＃卒業なう

神戸外大の誇りを胸に行ってきま
す!!　＃卒業なう

4年間は何もしないのには長すぎ
るけど、何かを極め、達成するのに
はすごく短い。私は短かったと思
う！いろいろなことを知りたい、
やってみたい、そして吸収したい
と思って大学生活を送れた証か
な？まだ達成していないことは、卒
業しても続けます！　＃卒業なう

やる前から諦めたらもったいな
い！外大で可能性を無限大に広げ
てください！　＃卒業なう

編集後記

後輩たちよ！これだけはいわせて

　社会に出る前の皆さんは今どんな気持ちで
しょうか？卒業生の力で神戸外大の名前を世
界に轟かせましょう！

＜ロシア学科 4年＞
　卒業は寂しいですが、新しいスタートなの
だと各学科の4年生の意見を見て強く思いま
した！外大すきだ！

＜国際関係学科4年＞
　今まで自分が歩んできた道や出会った
人々、すべてが間違ってなかったんだなあと。
外大への愛を再確認できました!

＜国際関係学科4年＞



　今年で 8 回目となる本学と東町小学校
との「小大連携英語活動」。12 月 5 日に、
同校から約 110 人の小学生と先生方が来

学され、横田玲子教授と 20 名の学生ボランティアが
出迎えました。
　子どもたちはボランティア学生たちと一緒に、学
長室、教員研究室、カフェテリアなどを訪問し、一
生懸命練習してきた英語で、教員や学生に対するイ
ンタビューに挑戦しました。
　後日、参加した児童たちから当日の感想とともにお礼の言葉が届きました。みなさん、ご協力ありがとうございました。

　12 月 15 日に、本学大ホールにて、全国の 18 大学 29 チームから関東・関西両地区の予選を勝ち抜いた 5 大学 7 チー
ムと、本学 26 チームから選ばれた 1 チームからなる 8 チームが英語によるマーケティングプランを競いました。
　このコンテストは、アカー准教授と学生実行委員会が運営を行い、30 社を超える地元企業・団体等からのご後援・
ご協賛とロシア学科卒業生でフェニックスグループホールディングス、荻野正明会長からの特別協賛をいただき実現し
たものです。
　「神戸ハーバーランドへの来客者数増加策」を題材に、本学代表チーム Salad Bowl が、堂々の 1 位に輝きました。
2 位、慶應義塾大学、3 位・4 位は関西大学で、その他 YouTube 賞に関西学院大学、海外大学部門賞に香港 Shue 
Yan 大学が選ばれました。本大会は USTREAM で中継され、現在も録画を見ることができます。
www.ustream.tv/recorded/27726745

　12 月 12 日に、大学と伸興会（保
護者会）主催の教員、学生、職員総
勢 20 名の参加による市民救命士講
習会を行いました。
　市民救命士講習会は毎年行ってお
り、 当 日 は、 民 間 救 急 講 習 団 体

「FAST いぶき」の救急インストラ
クターの指導のもと、映像による講
習後、実技講習を受けました。本学
にある AED 装置は、図書館および
学生会館に設置しています。みなさ
んも緊急時に困らないよう設置場所
を確認しておいてください。

　12 月 14 日に杉山ゼミと図書館の共催で「第 2 回杉山ゼミビブリオバトル」
が開催されました。ゼミでの予選会を勝ち抜いた 5 名のゼミ生が、図書館
ロビーでおすすめの本の魅力を熱く語り、英米学科 3 年の鈴木汐梨さんが
紹介した『異性』( 角田光代 , 穂村弘著・河出書房新社 ) がチャンプ本に選
ばれました。
　ビブリオバトルは新しいスタイルの読書会で、ゲーム感覚で書評を楽しめ
るイベントです。図書館では今後もビブリオバトルを開催します。ぜひみな
さんも参加してみてください！

　受動喫煙防止のため、従来、「学生
会館北側」と「大ホール入口前」にあっ
た、喫煙場所を学生会館南側（大ホー
ル側）に変更し、新たに喫煙ブース
を設置しました。歩きたばこなど、
喫煙ブース以外での喫煙はできませ
ん。マナーを守りましょう。

報 告・
その他

東町小学校児童たちの本学訪問 「英語でインタビュー」

第2回全国大学生マーケティングコンテスト決勝大会の開催

杉山ゼミ、ビブリオバトルを開催市民救命士講習

喫煙場所の移動 （喫煙ブースの設置）



■卒業・進級予定者（学部・第２部）の発表および成績通知書の交付
　下記の日程で卒業・進級予定者を発表します。
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。
日程：3月 4日（月曜）・5日（火曜）　
※成績問い合わせ期間：3 月 4 日（月曜）～ 3 月 6 日（水曜）
※時間・場所については、後日掲示します。

■コース説明会（2012 年度 1年生対象）
　下記の日程でコース説明会を行います。2012 年度 1 年生
は出席してください。

［学部生対象］ 3 月 4 日（月曜）13 時～ 14 時 20 分
［第２部生対象］ 3 月 4 日（月曜）17 時 50 分～ 19 時

■科目等履修生の募集要項の配布
　2 月 1 日（金曜）から要項を配布します。
配付場所：ホームページ及び教務入試広報班
出願日：3 月 4 日（月曜）・5 日（火曜）14 時～ 19 時
試験日：3 月 8 日（金曜）

■後期試験
　2 月 4 日（月曜）～ 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、GAIDAI PASS、本部棟前の掲示板に 1 月中旬に
掲示（公表）しています。
※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。

　国際交流センターでは、TOEFL iBT 及び IELTS の受験料補助を行っています。対象者は下記を確認の上、必ず期日まで
に申し込んでください。
１. 補助対象者： 本学の学部生・大学院生であって、2012 年 4 月 1 日以降に TOEFL iBT または IELTS を受験した方。
２. 補助金額： 5,000 円 / 人
３. 申請手順 ： 国際交流センター事務室で配布している申込書類に記入の上、必要書類とともに提出。
４. 申込期限： 2013 年 3 月 8 日（金曜）17 時
※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。
※予算の範囲内で補助金の交付を行うため、期日前に打ち切る場合がありますので、早期の申請をお願いします。

＜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）の奨学金の返還は、2013 年 10 月 28 日（月曜）が初回
の引き落し日になります。
　卒業後、進学する場合は進学先の学校に、また、留年などで卒業時期が延びる場合は 4 月に学生支援班に「在学届」を提
出すると返還期限が猶予されます。また、病気・失業などの事情で返還が困難になった場合は、速やかに機構に「奨学金返還
期限猶予願」を提出してください。
　奨学金は、先輩奨学生からの返還金が、後輩奨学生の奨学金として循環運用されています。一人ひとりが奨学生としての責
任を自覚し、必ず返還してください。

　本学では学生支援の一環として原級等の修学にかかわる問題について出来るだけ早期の解決につなげるよう、保証人にその
状況を通知する制度を 2012 年度より行っています。
　これまでは保証人から情報提供の依頼があり、大学として必要と判断した場合に限って事実をお知らせしておりましたが、
2012 年度からは請求を頂かなくても、学生が原級した場合と学期初めに履修未登録が続いている場合には、保証人の方へそ
の事実を通知するようにしたものです。
　なお、神戸市個人情報保護条例に基づき、この通知は学生本人の同意を前提に実施します。2012 年度入学の学生について
は入学時に既に同意をいただいておりますが、2011 年度以前に入学した学生については、学生本人が保証人に対する通知を
望まない場合は通知できませんので、ご注意ください。

配付・履修

試 験

2012年度　TOEFL iBT及びIELTSの受験料補助について

日本学生支援機構奨学金

原級等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度

■講義概要（シラバス）・時間割表の配布
　 講 義 概 要（ シ ラ バ ス ）・ 時 間 割 表 の 配 布 は、GAIDAI 
PASS などでお知らせします。
※紙の時間割表については、希望者は学生支援・教育グルー

プ　教務入試広報班で配布します。

■履修登録
　日程については 3 月下旬に GAIDAI PASS でお知らせし
ます。

■英米学科（学部・第２部）専攻語学Ⅲ・Ⅳの予備登録
　英米学科・第２部英米学科の専攻語学Ⅲ及びⅣ階程につい
ては、事前に予備登録が必要です。詳細については外大ポー
タルサイト「GAIDAI PASS」でお知らせします。

〔履修カリキュラム関係問い合わせ〕
教務入試広報班　078-794-8133

■追試験
　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（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。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　教務入試広報班
078-794-8133



　卒業・修了・成績証明書の事前申し込み

　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期間に申請
してください。式当日は証明書の発行はしていません。
申請期間：3 月 4 日（月曜）～３月 8 日（金曜）
※①受付時間については、ホームページ・掲示板で確認してください。
　　手数料：証明書１通につき 300 円
※② 3 月 4 日（月曜）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。2012 年度の卒業・修了・成績証明書につい
ては、３月 26 日（火曜）より即日発行できます。

※③ 3 月 11 日（月曜）～ 25 日（月曜）の間は、成績証明書の発
行はできません。

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

　春季休業中の施設開閉室時間

＜学生支援・教育グループカウンター＞
月曜・水曜・金曜　9 時～ 19 時

（注意）17 時以降に窓口に来られる学生は、できるだけ用件を 17
時までに担当者に電話等で伝えたうえで来てください。
火曜・木曜　9 時～ 17 時
＜学生会館＞
月曜・水曜・金曜　9 時～ 19 時 30 分
火曜・木曜　9 時～ 16 時 30 分
土曜・日曜・祝日　9 時～ 17 時 30 分

（注意 ) 土曜 ･ 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。
＜図書館＞
■春季休業中の開館時間
月曜～金曜：9 時～ 16 時 30 分　閉館日：土曜・日曜・祝日
2 月 21 日 ( 木曜 )、2 月 25 日 ( 月曜 )、3 月 12 日 ( 火曜 )、
3 月 25 日 ( 月曜 ) ～ 29 日 ( 金曜 )、4 月 5 日 ( 金曜 )
■春季休業に伴う長期貸出
下記のとおり長期貸出を行います。
期間：1 月 21 日（月曜）～ 3 月 22 日（金曜）
返却期限： 4 月 12 日（金曜） 
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。
他の方は通常通りです。
※ 院生は 3 月 15 日 ( 金曜 ) 以降の貸出分の返却期限が４週間後に

なります。
※今春卒業・修了予定者は長期貸出が適用されません。　
■卒業・修了予定者の最終返却期限
　今春卒業・修了予定者の方へ貸し出した資料の最終返却期限は 3
月 8 日 ( 金曜 ) です。期日までに必ず返却してください。
■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。資料の閲覧・複写、
図書の貸出が可能です。利用する際は 4 月以降に図書館カウンター
に申し出てください。図書館カードを発行するには住所を証明する
書類が必要です。

　2012年度卒業式・修了式のお知らせ

・日時：3 月 25 日（月曜）10 時～（受付開始　9 時 30 分～）
・場所：神戸市外国語大学　大ホール
　　　  ※保護者の方は、第 2 学舎で中継をご覧いただきます。

　2012年度卒業記念パーティーのお知らせ

　神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「2012 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。
・日時：3 月 25 日（月曜）13 時 30 分～（受付　13 時～）
・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）
・参加費：卒業する学生及びその保護者の方は無料

　課外活動報告

★第30回全日本中国語スピーチコンテスト・朗読発表会大阪府大会

　10 月 28 日大阪スカウト会館において、第 30 回全日本中国語ス
ピーチコンテスト・朗読発表会大阪府大会が行われ、中級暗唱の部
において、中国学科 1 年丸山礼紗子さんが第 1 位となる中華人民
共和国駐大阪総領事館賞を受賞されました。
★第８期親善大使「スマイル神戸」
　国際関係学科 2 年小田えりかさんが、神戸市の親善大使である「ス
マイル神戸」に選ばれ、10 月 3 日から神戸市の観光宣伝事業、親
善交流事業等で活動されています。
★高円宮杯第47回全日本スペイン語コンクール
　11 月 3 日東京・港区芝のマルワビルにおいて、予選を勝ち抜い
た 12 名により高円宮杯第 47 回全日本スペイン語コンクールが行
われ、イスパニア学科 4 年木村萌さんが準優勝となる日本スペイ
ン協会賞を受賞されました。
★第26回全日本学生中国語弁論大会
　11 月 24 日京都外国語大学において、第 26 回全日本学生中国語
弁論大会が行われ、中国学科 2 年神澤里香さんが第 3 位となり、
京都外国語大学総長賞、同じく中国学科 2 年守屋智美さんが第 4
位となり、中華人民共和国駐大阪総領事館教育室賞を受賞されまし
た。
★第21回関西ロシア語コンクール
　11 月 25 日大阪府社会福祉会館において、第 21 回関西ロシア語
コンクールが行われ、上級部門においてロシア学科 4 年渡邊みな
みさんが第一位、同じくロシア学科 4 年土橋幸歩さんが第三位、
ロシア学科 3 年吉岡美希さんが特別賞（第五位相当）を受賞。中
級部門においてロシア学科二年小間栄梨子さんが第二位及び総領事
館賞、ロシア学科 2 年木下りのさんが特別賞（第五位相当）を受
賞されました。
★名古屋外国語大学第６回学生通訳コンテスト
　12 月 1 日名古屋外国語大学において、第 6 回学生通訳コンテス
トが行われ、国際関係学科 4 年近藤千鈴さんが準優勝を受賞され
ました。
★西区善行青少年表彰
　ボランティアコーナーが主体となって行っている活動である、お
年寄りと学生との交流会「学園陽だまりサロン」と障がいのある子
供との遊びの会「なかよしのお楽しみ会」が、積極的に「明るい地
域づくり」に貢献したとして、西区善行青少年表彰を受賞されました。

　一般入試に伴う施設使用について

　2 月 24 日（日曜）・3 月 11 日（月曜）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します。
　2 月 25 日（月曜）・3 月 12 日（火曜）については入試のため、
全施設使用できませんので、注意してください。
　受験生の皆さんが試験に集中できるよう、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　
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ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp/
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お 知 ら せ

日　時 行　事
2月2日（土曜） 修士課程2次・博士課程　入学試験
2月4日（月曜）～8日（金曜） 後期試験
2月7日（木曜） 修士課程2次・博士課程　合格発表
2月12日（火曜） 試験予備日
2月13日（水曜）～19日（火曜） 編入・転部　願書受付
2月13日（水曜） 春季休業～
2月25日（月曜） 一般入試（前期日程）　入学試験
3月4日（月曜） 一般入試（前期日程）　合格発表
3月4日（月曜）・5日（火曜） 卒業・進級予定者発表　成績通知書交付
3月4日（月曜）・5日（火曜） 科目等履修　願書受付
3月8日（金曜） 転部・編入・科目等履修　入学試験
3月12日（火曜） 一般入試（後期日程）　入学試験

3月14日（木曜）・15日（金曜） 一般入試（前期日程）、修士課程、博士課程、外国人研究生、
修士課英語教育学専攻、研究生、研修生　入学手続き

3月20日（水曜/祝日） 一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修　合格発表
3月25日（月曜） 卒業式、卒業パーティー
3月26日（火曜） 一般入試（後期日程）・編入　入学手続き
3月27日（水曜） 転部・科目等履修　入学手続き
4月5日（金曜） 入学式・新入生オリエンテーション、伸興会総会

4月6日（土曜） 新入生オリエンテーション
修士課程英語学専攻　宣誓式　オリエンテーション

4月8日（月曜） 授業開始


