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体験談 留　学①

＜留学先＞
アメリカ　カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

（大学の短期派遣留学制度を利用）
期間：夏休み（６週間）

英米学科　3 年
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留学から帰った自分を明確にイメージし、現地で自分は何が
したいのかという目標設定は徹底すべきだと思います。

クラスの人とバーベキューをしたり、海へ行ったりしまし
た！あとはグランドキャニオンも見にいきました。

毎日、英語のリーディング＋ライティング＋映画研究 or ス
ラングの授業でした。レベルによってクラス分けがあり、宿
題の量や選べる授業も異なります。
また、クラスにはさまざまな国の人がいたため、国の個性も
観察でき、楽しかったです。

一番印象に残ったのは、あちらで出会った日本人です。
同じ年齢で同じ場所に来ている大学生が、私よりも高い目標
を掲げ、人生を全力で楽しんでいました。彼を見て、私ももっ
とできる事があると感じ、帰国後すぐにNPO団体と、大学内
でも団体を設立し、私の人生は一変しました。

海外に出るなら、フォーカスポイントは言語学習ではなく、人
間観察にすべきです。言語はどこでも学べます。人はそこにし
かいません。
そして日本人同士で行動するのはよくないと言われますが、そ
れは、言語学習をするために海外に行った人への注意にかぎる
と思います。現地にいる日本
人との交流も興味深いです
よ！私は現地にいた日本人と
英語で話してました。

留学に行く前にしておくことはありますか？

授業のない日はどのように過ごしましたか？

１日の時間割、勉強量、勉強内容を教えてください。

留学先で印象的なエピソードを教えてください。

◆留学を考えている外大生にアドバイスを !
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約２カ月あるこの夏休み、皆さんはどう過ごすかもう決めていますか？勉強、アルバイト、部活、遊び…などやり
たいことはたくさんあると思いますが、海外に行く人も多いのでは？その中でも旅行、留学など目的はさまざまです
よね！今回の GAIDAI NEWS では、そんな方のために、外大生の海外生活の一例を紹介します。体験談や豆知識を
読んで、海外生活をより充実したものにしてください！

UCLA のマスコットキャラクター、
Bruin Bear の像。
待ち合わせ場所といえば、この像の前！
キャンパス内にいるから、探してみてね！

＆豆知識

広報サポータ
ー企画 外大生に聞

く！



体験談

体験談

ボランティア

バックパッカー

③

④

国際関係学科　4 年

中国学科　4 年　

活動内容：
ネパール：小学生（１～８年生）に日本語を教える。
期間：４カ月
ケニア：小学生（１～７年生）に美術音楽、英語を教える。
期間：５カ月半

活動内容：アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、
北米の 41 カ国を回った。
期間：365 日
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①費用が安い②自己成長と現地への貢献の両方を達成できる③素人でもで
きる④地域、人々に長く深く関わることができる⑤場所の選択肢が多いとと
にかく自分の求めるものを一番持っていたのがボランティアだったからです。

テレビや本を通してではなく、単純に世界を自分の目で見て、
身体を使って感じたいと思ったから。準備は世界一周された
人の本やブログを通じて何を持っていくか調べました。ご本
人とお会いできる旅人イベントに参加してもよかったかもし
れません。365 日で資金は 130 万円に抑えることができま
した。１カ国目の中国以外は、人との出会いを大切にしなが
らその場で次の行き先を決めていました。

私の研究課題は自分と相反する信念を
もつ人といかに向き合っていくべきか
ということなので、行き先はいろいろ
な文化宗教民族のいる場所に絞って、
活動内容を考えながら決めました。期
間は予算の許す限り長めに！

今まで人生21年間生きてきて最高の贈り物をケニアの生徒から
もらいました。それは牛乳でした。お小遣いの習慣のないケニ
アの少年が最大限にできることです。人生初めての経験でした。

モンゴルで警察官にかつあげされました。ダミー財布を使い、
でたらめを言い、被害は20ドルだけに済ませることができま
した。他にシンガポールやインドで、トランスジェンダーの人
に襲われそうになりました…かつあげより数百倍動揺しました。

「お金のないこと」イコール「貧困」
ではないと知りました。たとえば、お
金がないから水道が引けないのではな
くて、川の水があるから水道を引かな
くてもいいと考えることができます。
お金を持たずに、知恵を使う生き方を
「貧しい」と決めつけるのは傲慢だと気付きました。

日本も海外も変わらないと思うようになりました。言葉や文
化は違っても一個人として価値観の違いを否定せず、認め合
うことが大事だと考えるようになりました。また、海外の情
勢や歴史以上に日本のことを知らなくて恥ずかしい思いをし
ました。

「イスラエル・パレスチナ」です。日本の報道を見て、危険
な国だというイメージを持っていましたが、華やかなイスラ
エル市の市街地や国境付近での人々の様子を見て、報道され
ていることが全てではないと感じました。

ボランティアは、自分が貢献する以上に周りからもらうパワー
が大きいと思います。一方でボランティアである以上は楽し
かった、自己成長しただけで終わらせてほしくありません。自
分のカラーを大切に、ホストも自分もハッピーになって帰って
きてください！

長期間使って自分のしたいことをするのは、社会人になってから
では難しいと思います。今この大学生という期間に、後悔しない
ようにまずは行動に移してみたらよいのではないでしょうか。

ボランティアに参加しようと思ったきっかけは？

バックパッカーのきっかけは？またどのような準備を
行いましたか？

行き先、期間はどのように決めましたか？

ボランティア中に印象的だったエピソードはありますか？

トラブルに巻き込まれましたか？

活動を通して海外への印象の変化はありましたか？

世界一周の経験から得たものは？

一番印象に残った国は？

◆海外ボランティアを考えている外大生にアドバイスを！

◆バックパッカーを考えている外大生にアドバイスを！
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体験談 インターンシップ②
＜インターンシップ先＞
ディズニーバケーションクラブメンバーサービス（アメリカ）
期間：１年間

英米学科　4 年　
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旅行でウォルトディズニーワールドに行ったとき、日本人が
働いているのを見て、自分もやってみたいと思いました。ま
た留学中に観光学を勉強していたのでそれを生かす仕事につ
くためにもちょうどいいと思いました。

ネイティブレベルの日本語と、ビジネスレベルの英語能力が
条件でした。そのほか、大学での研究内容やコンピュータス
キルなどの条件もありました。

アメリカ人のお客様のクレーム対応をした際に、最終的にはご
満足いただき感謝のメールをいただいたこと。誠意をもって対
応すれば言語や人種に関係なく分かり合えるのだと思いました。
大変だったことは日本語対応での敬語を間違えてしまうこと
です。きちんとした日本語を勉強するために日本人スタッフ
向けの敬語講座がありました。

バケーションアドバイザーの仕事をしました。宿泊や食事な
どの手配をしました。そのほか翻訳業務やイベントの手伝い
等も行いました。

想定外のことが起きることがあたりまえな
環境です。柔軟に対応し、自分で考えて行
動することが強く求められます。向上心の
ある方は、挑戦してみてください！

インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？

応募するにあたり、語学力など何か必要な条件はあり
ましたか？

よかったことと大変だったことを教えてください。

インターンシップの内容を教えてください。

◆インターンシップを考えている外大生へアドバイスを！
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　海外に行く前には、マナーや習慣だけでなく、外務省の海外安全ホームページ等で海外情勢を必ず調べましょう。
安全で楽しい海外生活のためにも準備は万全にしておきましょう！

　海外に行こうと考えている人も、日本で勉強やアルバイトに打ち込もうと考えている人も、自分のやりたいこと
にチャレンジし、充実した夏休みを過ごしてください。

海外行く前に覚えておこう！
意外と知らない海外豆知識

＠ヨーロッパ ＠北アメリカ

＠東アフリカ

＠アラブ諸国

＠アジア

・タイ、
  インド等

★片手でものを受け取る
左手は不浄の手なので口に運ぶものを
左手で運んではいけない。

・中国 ★プレゼントに時計を送ってはいけない
中国語で時計を送ることを送钟と言い最
期を見取ることを送终と言って発音が同
じであるためタブー視されています。

・インド ★Yes でも Noでも首を横に振る
Yes →ちょっと首を傾けた感じ
No →日本と同様左右に首を振る

・韓国 ★年上の人の前では、お酒は口元を隠し
て飲む
目上の人に敬意を表する仕草です。

＜編集後記＞
長いようで短い夏休み、今だからできる経験を思いっきりしていきましょう！！
ぜひ記事を参考にして充実したものにしてください！！

世界の事情は日本とは
違っているものです。

★どんなに熱いスープも音をたててすするのは控える
　マナー違反になります。
★手の甲を相手に向けてピースしない
　下品で相手を侮辱する意味を持つジェスチャーです。
★イギリスでは乗りたいバスが来たら思いっきり手を
あげる

　バス停に立っているだけでは止まってくれません。
★マスクはしない
「恐ろしい感染症を持っている」と思われ、奇異の
目で見られます。
★鼻をすすらない

鼻をすする音が大嫌いだそうです。公共の場で鼻を
すすると、露骨に嫌な顔をされますが、人前で鼻を
かむのは問題ないようです。

★あいさつするときに唾をかける
唾に魔よけの意味が込められているので「良いこと
が訪れますように」というあいさつになります。

★写真撮影は気をつける
特に女性には了承を得てから撮るようにする。
★食事中は手を洗いに席を立たない

席を立つことは、食べ終わったことを意味します。
ソースなどが手についた場合にも洗わず、手を拭く
などして対処する。
★頼まれごとの期限は常に「明日」

相手のことを一番に配慮している証。もし翌日まで
にできなかったらまた次の日に明日と言います。

★クレジットカードの支払いに注意
　都会などでは、二重スキャンなどの詐欺もあります。
★スピード違反でつかまった場合には、動かずじっと
しておく
車から出ようとすると「攻撃しにきた」、パスポー
トなどを探すと「武器をさがしている」と見なされ
て危険な目に遭うかもしれません。
★ジェスチャーに注意

たとえば、日本で手招きを意味するジェスチャーは
アメリカでは追い払うジェスチャーと認知されてい
ます。
★病院に行く前に予約をする

日時や来院の目的、持っている保険証の種類などを
聞かれることもあります。



夏休み、2015年卒業予定者向けのインターンシップが本格化する時期になりました！
冬からの就活本番に向け、下記の事に気をつけながら準備を進めてください。

●しっかりとした職業観を持つこと
自分の可能性を広げるため、幅広い視野を持ち、さまざまな業
界・企業研究を行い、自分の目指す企業を数多く見つけよう（イ
ンターンシップ・企業/OB・OG訪問）。業界を絞り切れなくても
大丈夫ですが、事前に気になる業界はしっかりと調べておくべ
きでしょう。
●筆記試験対策は早めに開始
採用試験では必ず筆記試験があります。外大生は数学が苦手な
傾向にありますので毎日少しずつSPIなどから始めましょう。
就職ナビ会社のサイトには簡易版テストもありますので早め
に自分のレベルを確認しておくと良いでしょう。

●優良な中小企業に目を向けること
オンリーワンの技術を持つ優良な中小企業もエントリーしよう。
大手・有名企業は皆がエントリーするので競争率は過当に高く
なります。志望する企業は応募すべきですが、出来るだけ早い
段階から大手・有名企業の子会社や優良な中小企業も調べてお
きましょう。

もちろん、これだけでは就活を乗り切るのは容易ではありませ
ん。次回のGAIDAI NEWSでは、｢内定を得るポイント②｣と題
して、さらに心がけて欲しい事のお話をさせていただきます。

　就職活動をたくさんの人・企業との出会いができる貴重な機会だと捉
えて、ためらわず人事の人に話を聞いてみてください。学生が考えてい
る範囲では限界がありますが、話を聞くことで自分の将来のイメージを
持つきっかけとなると思います。こういった機会は社会に出るとあまり
ありません。頑張ってください。

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.15　

大和工業株式会社  業務部業務課

8:00 出社／メールチェック／社長の部屋の掃除と
　　　今日一日のスケジュールの確認・お茶出し

グループからの採用・教育に関するメールをチェッ
ク。社長のスケジュールを把握し、来客などがあ
れば準備を行います。

8:30 教育の企画作成

社員教育の企画とスケジュールを作成します。どうい
う意図で、どういった効果を期待してやるか考えなが
ら作成するので時間がかかります。

9:30 電話対応

同じ部署内に資材係が入っているので、業者からの
電話が多いです。打ち合わせを電話ですることもあ
ります。

10:00 支払の資料作成

毎月決まった日に買掛金の支払をするのですが、そ
のための資料を作成します。

12:00 昼食

昼食は食堂で同期と一緒に食べています。気兼ねな
く話せる憩いの時間です。

13:00 支払の資料作成

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　私は入社２年目です。業務部という部署で、人事・経理・総務の
業務を担当しています。人事では採用・教育の担当として説明会
や社員教育の企画運営を行い、経理では現金や当座の仕訳と毎
月の締めを行っています。また、社長の秘書としてスケジュール
の把握・管理をしています。部署の特質上、様々なことをしてい
ますが、分からないことがあればすぐ聞くことのできる環境で
働けています。

★社会人になって感じたこと
　優先順位の大切さ：重要でない仕事はありませんが、役員関係
であったり、期限があったりと、自分の中でどれを優先させるべ
きかを常に明確にしておく必要があると感じました。

★大学生活を振り返って
　大学での海外ボランティア・留学などの経験で私自身とても
成長できました。外大には海外志向の学生、また第２部英米学科
には勉強熱心な社会人の方が多く、このような環境が新たな
チャレンジのモチベーションになっていたと思います。

★就職活動時の印象に残った出来事
　面接のときは緊張してうまく話せないことが多く、不合格に
なっていました。緊張しつつも自分を表現できたなと感じたと
きは通過したので、ありのままの自分を出すことが大事なのだ
と気づかされました。

（第2部英米学科　2012年卒業）

支払の資料作成の続きを行います。金額のチェック
ができたら、資料が完成し、社長の決裁に回します。
この金額で支払がされるので、間違いが無いよう慎
重に確認します。

15:00 海外への問い合わせ・電話

海外への問い合わせするよう依頼を受けたため、
メールの内容の翻訳とそれに対する返事依頼の電話
を掛けます。

17:30 社内英会話教室

就業時間外で社内英会話教室が開催されているの
で、参加しています。英語を話すことはそれほどな
いので、私にとって良い機会になっています。

18:30 帰宅

電車とバスで 1時間半かけて帰宅。

　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！

弊社は電炉メーカーで、建築用鋼材や軌道製品の製造・
販売を行う会社の持株会社です。一般消費者向けの製品
の販売は行っていないので、なかなかイメージが湧きに
くいと思いますが、形鋼や分岐器を製造しております。
Ｈ形鋼は立体駐車場などに使用され、分岐器（軌道製品）
は駅などで見ることができる身近な製品です。アメリ
カ・タイ・韓国・バーレーンにも工場を持っており、海外
拠点での生産にも力を入れております。

内定を得るポイント①



ローマ大学サピエンツァ（イタリア）と新たに交流協定を締結しました。
当協定により、本学からは授業料免除での交換留学が可能となります。また、ローマ大

学からの交換留学生は、本学日本語教育プログラムで学びます。
第一期交換留学生（2014 年度）の応募締切は 9 月 27 日（金曜）

です。
問い合わせ先：国際交流センター

7 月 17 日、NHK 神戸放送局と本学の共催で NHK
大学セミナーを開催しました。このセミナーは大学教
育に資するため、NHK の専門性を生かしたセミナー
を提供いただいているものです。今回は、「パックン
マックンの実践英語」と題して、お笑いコンビのパッ
クンマックンさんをお招きし、英語を使いこなすため
のユニークで実践的な英会話セミナーを行っていただ
きました。

当日は、おかしな和製英語や使える英単語の紹介、
発音指導、英作文など笑いがちりばめられた内容で、
積極的に参加する学生の姿が見られました。また、セ
ミナー後には学生から多くの質問があり、時間いっぱ
いまで盛り上がりました。約 230 名の学生が参加し、
セミナー後には

「楽しかった」「た
めになった」と
いった声が多く
寄せられました。

　学術情報センター職員の小西恵子さんが 2013 年
IPC（国際パラリンピック委員会）陸上競技世界選手
権の日本代表に選ばれました。世界選手権はフランス
のリヨンで 7 月 19 日から 28 日。開かれ日本からは
男女 34 名の選手が派遣されました。小西さんは、
100m、200m、400m に出場しました。今後とも応
援よろしくお願いします。

６月 27 日、三木記念会館にて、インディアナ大学
教授のクリストファー・Ｉ．ベックウィズ氏をお招き
し、ギリシャ文明とインド仏教の出合いが西欧文明の
形成にもたらした衝撃的な影響についての最新の知見
をご講演いただきました。学部生・院生・一般の方等、
43 名にご参加いただきました。

6 月 6 日、本学学生会館にて聴覚障がいのある女
性を対象とした防犯教室が開かれました。手話通訳
つきで、痴漢防止などの護身術や、防犯グッズや
SOS 発信（通報）の方法などの防犯対策について兵
庫県警察本部講師による指導が行われました。本学
の手話クラブの学生も参加し、実演を交えながら学
ばれていました。

参加者の 88％（18 名中 16 名）が「満足」と答え、
「一度習ってみたかったのでとてもうれしいです。ま
ずは安全な行動をとるよう気をつけたいです。」など
の感想が寄せられました。

なお、7 月 6 日放送の「こんにちは県警です！」の
番組内で防犯教室の特集番組が放送されました。

ローマ大学と交流協定を締結

NHK大学セミナー

本学職員が国際パラリンピック委員会陸上
競技世界選手権に出場

クリストファー・Ｉ．ベックウィズ氏講演会
―The Greeks and Early Buddhism―

協定締結に携わってくださっ
た英米学科の立木ドナ先生

聴覚障がいのある人のための防犯教室 （護
身術教室）



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」（危機情報、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
必ずすぐに届け出てください。
　・入学時に住所が決まっておらず、届け出をしてい

ない場合
　・休学などで、住所・電話が変更になっている場合
　・保証人や実家の住所等が変更になった場合
　・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
ら交通ルールの順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、車を運転するときは「飲んだら乗るな、飲む
なら乗るな」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。

【問い合わせ先】
事務局 学生支援・教育グループ学生支援班
電話：078-794-8131
E-mail：gakusei@office.kobe-cufs.ac.jp

■薬物乱用の防止
　最近、大学生が大麻などの薬物の使用・所持で逮捕
される報道が相次いでいます。20 歳代を中心とする
若年層への拡大が等に顕著となっており、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。
　好奇心で手を出したりすることのないよう、くれぐ
れも良識ある行動を取るように留意してください。
　・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、法令を順守し、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（facebook、twitter 等）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. ソーシャルメディアの利用にあたっては、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）ネット上で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・投稿しないように心がけること。

（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
分注意すること。

（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・投稿を行うこと。

2. 安全にソーシャルメディアを利用するため、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こと。自身の情報だけで
なく、他者の情報にも十分に注意して、個人
を特定できる情報はできるだけ非公開にする
こと（利用するソーシャルメディアの規約、
仕組み、設定等を事前に十分に確認すること）。

（2）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こと。

（3）発信を行う際に発言 ･ 画像等に位置情報を自
動的に付与する機能を有するサービスが多数
あるため、必要に応じて当該機能の停止等の
対応を行うこと。

（4）スマートフォンやパソコン等のウイルス対策
を怠らない。特にスマートフォンではアプリ
ケーションを装ったウイルスに注意すること。

（5）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こと。

【問い合わせ先】
事務局 経営企画グループ 情報化班
電話：078-794-8106
E-mail：itsms@office.kobe-cufs.ac.jp



夏季休暇中の施設開閉室時間
＜学生支援・教育グループ窓口時間＞ 
月・水・金曜：９時～ 19 時

（8 月１6 日（金曜）・19 日（月曜）・21 日（水曜）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、できるたけ
17 時までに用件を電話等で連絡のうえで来てください。

＜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１6 日（金曜）・19 日（月曜）・21 日（水曜）は、
９時～ 16 時 30 分）
火・木曜：９時～ 16 時 30 分

（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 16 日（金曜）～ 9 月 19 日（木曜）の間、9 時
～ 17 時 30 分

＜学生コンピュータ室＞
8 月 6 日（火曜）～ 8 月 15 日（木曜）
9 時～ 21 時
8 月 16 日（金曜）～ 9 月 6 日（金曜）
9 時～ 16 時 30 分
9 月 9 日（月曜）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 6 日（火曜）～ 9 月 19 日（木曜）の開館時間は次
のとおりです。
8 月 6 日（火曜）～ 8 月 15 日（木曜）
…9時～21時10分（8月9日（金曜）は9時～21時20分）
8 月16 日（金曜）～ 8 月 23 日（金曜）…蔵書点検につき休館
8 月 26 日（月曜）～ 9 月 6 日（金曜）…9 時～ 16 時 30 分
9 月 9 日（月曜）～ 9 月 18 日（水曜）
…9時～21時10分（9月13日（金曜）は9時～21時20分）
9 月 19 日（木曜）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 16 日（金曜）～ 8 月 23 日（金曜））
※ 9 月 20 日（金曜）以降は通常開館です。

第 14 回神戸研究学園都市大学交流戦が 6 月 15 日～ 30 日の土曜と
日曜に行われました。

バレーボールやラクロス、ラグビー、剣道などの 15 競技が行われま
した。29 日には、レクレーションとして紙フトタッチダウン大会が行
われ、大学間の交流が深まりました。

今年度のスローガンは「Priceless ～お金で買えない勝ちがある～」
でした。スローガンには学園都市周辺大学の部活同士での試合を通じ、
互いによい刺激を受けて今後への更なる発展につなげていきたいという
思いがこめられていました。

7 月 20 日に体育会の主催で球技大会が開催されました。猛暑にもか
かわらず、たくさんのクラスやゼミ、クラブ、サークルなどの合計 161
チームが参加しました。

当日はソフトボール・フットサル・ドッヂボール・バレーボール・バ
ドミントンなどの競技が行われました。おおいに盛り上がり、活気があ
る球技大会となりました。

学園都市交流戦

球技大会

★紙フトタッチダウン：
紙飛行機とアメリカンフットボールが合体したスポーツです。クオーターバックが紙飛行機を投げ、レシーバーの２人が虫取り網
で紙飛行機をキャッチし、ディフェンスはうちわでそれを防ぐといった内容です。



お知らせ
　2014�年度　研究指導・卒論指導Ⅰ　募集日程

募集全体説明会 9 月 18 日（水曜）
募集要項の配布 9 月 18 日（水曜）～
相談期間 9 月 30 日（月曜）～ 10 月 11 日（金曜）
申込期間 10 月 15 日（火曜）～ 10 月 18 日（金曜）
集計結果の発表 10 月 22 日（火曜）
申込訂正期間 10 月 22 日（火曜）～ 10 月 24 日（木曜）
面接期間 11 月 6 日（水曜）～ 11 月 15 日（金曜）
合否の提出締切 11 月 20 日（水曜）
受講決定者の発表 12 月 9 日（月曜）

　前期科目の成績通知、成績問い合わせ

詳細は GAIDAI PASS「大学からのお知らせ」に掲載しています。

　2013年度TOEIC公開テストスケジュール

【備考】
受験料を添えて生協書籍カウンターにてお申込みください。
黄色の日程は神戸市外国語大学の団体受験制度を利用します。
第 184 回の申込受付期間が変更されたので注意してください。

【受験料】
大学の団体受験：5,390 円　　　その他：5,565 円

　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、
日頃より電力使用量の削減に努めておりますが、7 月 1 日から 9
月 30 日の間、更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、空調の教室の設定温度 27℃、教
室以外の施設の設定温度 28℃の徹底等を実施することにより、
2012 年度は夏季節電期間中 15.5％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 1 日から 5 日の間、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 の確認を行いました。
　大学としましては、今後とも、教育環境等に配慮しながら、節
電に努めますので、ご協力お願いいたします。

　2013�年度オープンキャンパス開催！

　8 月 11 日（日曜）、25 日（日曜）の両日、2013 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
たアットホームな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。

　行事予定（7月～11月）

★ 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/

実施日時 申込受付期間

第183回

2013年

9月29日（日曜） 7月1日（月曜）-8月19日（月曜）

第184回 10月27日（日曜）8月23日（金曜）-9月13日（金曜）

第185回 11月17日（日曜）9月20日（金曜）-10月7日（月曜）

第186回 12月8日（日曜） 10月15日（火曜）-10月28日（月曜）

第187回
2014年

1月12日（日曜） 11月1日（金曜）-11月25日（月曜）

第188回 3月16日（日曜） 1月6日（月曜）-2月3日（月曜）
日　時 行　事

7月30日（火曜）～8月5日（月曜） 前期試験

8月4日（日曜） 大学院修士課程英語教育学専攻第1次
入学試験

8月6日（火曜）～15日（木曜） 集中講義

8月10日（土曜） 大学院修士課程第1次入学試験

8月11日（日曜）・25日（日曜） オープンキャンパス

8月16日（金曜）～9月8日（日曜） 夏季休業

9月9日（月曜）～9月19日（木曜） 集中講義

9月20日（金曜） 後期授業開始
9月20日（金曜）～
2014年1月20日（月曜） オープンセミナー（後期）

10月5日（土曜）～30日（水曜） 市民講座

11月2日（土曜）・3日（日曜） 外大祭

11月23日（土曜）・24日（日曜） 語劇祭


