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　2013 年度も終わりに近づいてきました。みなさん、この１年はどうすごしましたか？語学に留学に課外活動にアルバイトに
と、それぞれが忙しい毎日を送っていたことと思います。長いようで短い大学生活、充実させたいものですね。
　今回の広報サポーター企画では、卒業を間近に控えた４年生に、大学生活や将来のことを語ってもらい、１年生のころの写
真を見せてもらいました！これから卒業する４年生も、まだまだこれからの１・２・３年生もこれを機にこれまでの自分の大
学生活を振り返り、将来のことを考えてみませんか？

祝!  卒
業!!

＜メッセージの読み方＞

今後の展望・将来の夢

１年生の頃の写真

名前（学科）

視野がひろくなった！
・外国語を学ぶ中で言語はその国の歴史であったり、政治背景などいろいろ
な要素が交わりあって成り立つということを知り、表面的な語学力だけ
ではなく、その奥にあるさらに深いことまで理解できた。視野が広がった。

・留学や外国への旅を通して、異文化に触れ、いろいろな角度から物事を捉え
られるようになり、自分との差異を否定せず、受け入れられるようになった。

論理的思考
・どんなことも理由を考えられるようになった。考えるという動作が格段に
増えた。

友だち・仲間
・多国籍の友だちと出会い、交流し、たくさんの友だちと思い出ができた。
・これからの自分を支えてくれる経験、思い出、仲間です。
自信
・剣道部・一般吹奏楽団・バイトでの大学時代の経験は、今後あらゆること
にチャレンジする上で、自信となり支えになると思っています。

・過酷な経験をたくさんしてどこでも生きていける柔軟性が養われた。

・野心や競争心。たくさん旅をしていろいろな形の幸せに気づくことができ、
角がとれた？

・体力
・英語力です。基礎となる英語力はやはり授業だけではなく、自主的な勉強
によって培われていくもので、その点がおろそかになっていたのだと後
悔しています。

・１人の時間でしょうか…。人と関わることで、周りの人からいい刺激を受
けたいと思って過ごしてきたので、１人で部屋にこもって黙々と教養を
つけたり、力をつけたりということはほとんどありませんでした。

・身の回りのより多くの人に気に入られようとしなくなりました。一部の人
に理解してもらえればそれでいいと思うようになりました。

（英米学科）

むしろ、10 年後の自分から今
メッセージをいただきたいです。

日々の生活から、やりたいことだけでなく、やら
なければならないことに積極的に取り組み、充実
感のある人生を送り続けることです。

（ロシア学科）

子供心を失っていませんか？
いつまでも素直でまっすぐな
私であってください

周りに気を使える優しい女性になる。
すてきなCAになる。

（中国学科）

ほどほどに働いて、趣味やプライベートにもたく
さん時間を使って、家族や友だちと日々たわいな
い時間を過ごす。海外勤務も経験できたらいいな
と思います。最終的には結婚して、すてきな奥さ
ん、ママになる。結婚しても家事、育児、仕事を
両立できるかっこいいスーパーお母さんになる！

（イスパニア学科）

健康に気を付けてくだい。
お世話になっている人に連絡を
まめに取ってください。

自分の欲望を全て叶える。
欲しいものは絶対に手に入れる。
I deserve the universe.

（国際関係学科）

就職企業で活躍し、「日本の食を世界に広め
る」ことを実現すること。

（第２部英米学科）

お客様から感謝され、仲間から信頼される CA になりたい
です。おっちょこちょいなので、たくさんミスをして怒ら
れている姿が目に浮かびますが、がんばります！また、数
年後は英語の教師になることも考えていますが、そのまま
CA を続けているかもしれません。焦らず、自分自身と向
かい合いながら考えていきたいと思います。

４年生からのメッセージ

仕事ばっかりやってんと、結婚とか実家の家族のこととか考
えなあかんでー。大事な人のことを後回しにする癖そろそろ
直さな。女の幸せはお母さんになること。結婚して、子育て
して、家族のために美味しいご飯作って、たまに実家帰って
ゆっくりして。ぼちぼちそんな時期ちゃうかー？と仕事に夢
中になってそうな自分に言ってやりたいです（笑）

10年前の今、
幸せです！

本当にあっという間の大学生活でした ( )
外大での、「濃い」出会いに感謝です！ ( )
一番楽しい充実した時間を過ごせました (^^)( )
外大と成長した５年間でした。ありがとう。（ ）

編集後記

下記の夢をなんらかの形で
実現しているはずなので、
グッドジョブといいます。

４年間で得たもの ４年間で失ってしまった !? もの

祝 ! 卒 !!業

10 年後の自分へ一言



・最優秀劇団賞 イスパニア語劇団
・最優秀男優賞 武井宏光（中国語劇団２年生）
・最優秀女優賞 有本萌（イスパニア語劇団 2年生）
・優秀劇団賞 中国語劇団
・優秀男優賞 足立大樹（中国語劇団 2年生）
・優秀女優賞 荒川亜弥（イスパニア語劇団3年生）
・審査員特別男優賞 平嶌寛大（ロシア語劇団 1年生）
・審査員特別女優賞 安本彩美（イスパニア語劇団4年生）

・ベストキャラクター賞
　英米語劇団 松元梓（英米学科 1年生）
　中国語劇団 川上俊輝（中国学科 2年生）
　第２部英米語劇団 柏木由維（第２部英米学科 4年生）
　イスパニア語劇団 有本萌（イスパニア学科 2年生）
　ロシア語劇団 伊藤芳（ロシア学科 2年生）
・音響賞 中国語劇団
・照明賞 イスパニア語劇団
・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
・字幕賞 中国語劇団

11 月 23 日・24 日の 2 日間にわたり第 64 回語劇祭が行われました。1947 年の初回上演から続いている伝統行事です。今年も
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。受賞結果と各劇
団の監督のメッセージをお届けします。

第64回 語劇祭報告

第64回 語劇祭受賞結果

The 64th KCUFS Drama Festival 2013

劇を終えての感想：
キャストの数が多く、なかなかみんなの練習時間が合わず、練習がうまく進まなかっ
たりと、苦労することもありました。ですが、今回の劇は 100 点満点中、120 点です！
劇団員へのメッセージ：

「おつかれさま」と「本当に頑張ってくれた」と心から言いたいです。また、お客
様にも、どうもありがとうございましたとお伝えしたいです。

最優秀劇団賞を受賞された感想：
みんなが頑張ったおかげだと思います。みんなの努力がむくわれて本当にうれしいで
す。イスパニア語劇団は、毎年人数が多いですが、今年はなかなか人数がそろわず、
一時はどうなることかと思いました。ですが、無事に劇が完成し、みんなが笑顔にな
れてよかったです。
劇団員へのメッセージ：
みんな本当によく頑張ったなと思います。

監督：山田弘士さん
（中国学科 3 年生）

監督：杉村  彩さん
（イスパニア学科 3 年生）

最優秀
劇団賞

優秀
劇団賞



最優秀男優賞 最優秀女優賞

中国語劇団
武井宏光さん

（中国学科 2 年生）

イスパニア語劇団
有本  萌さん

（イスパニア学科 2 年生）

受賞しての感想：
本番で、どっと会場が沸くのが伝わってきて、うれしかったです。
来年の抱負：
今年の経験を来年につなげていきたいと思います。

受賞しての感想：
信じられませんでした。人前に立って話すのが苦手で、この賞をいた
だいたのが信じられないです。私は、死神を演じましたが、人間では
ない演技を研究するのが大変でした。人間らしく見えないように頑張
りました。
劇団員へのメッセージ：みんな大好きです。

劇を終えての感想：
みんなが自分の力を発揮して最高の劇になったと思います。一安心です。照明と音響の演出も、
演技も夜まで考えてもらっていました。全部がかみあっていい劇になったと思います。
劇団員へのメッセージ：
みんな今までありがとうございました。

劇を終えての感想：
達成感でいっぱいです。あと、ほっとしています。自分が２年生で監督ということに、不安が
たくさんありましたが、メンバーが頑張ってくれたので、みんなのために頑張ろうと思えました。
劇団員へのメッセージ：
みんなのおかげで監督やりきれました。本当にありがとうございます。

劇を終えての感想：
直前まで、トラブルや体調等心配でしたが、大きなミスもなく無事に終わってよかったです。
ほっとしています。
劇団員へのメッセージ：
厳しくしたこともありましたが、それにも関わらずついてきてくれて感謝です。ありがとう。

監督：中西はるかさん
（国際関係学科 3 年生）

監督：小林芙悠子さん
（第２部英米学科 2 年生）

監督：森田裕賀子さん
（ロシア学科 3 年生）



2015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締切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恐れがあります。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の添削を行っていますが、
十分なアドバイスを行う為にもなるべく早い段階で相談に来
てください！

②複数回締切があるものは…
ESの提出締切が複数回設定されている企業も多いと思います
が、なるべく一次締切に間に合うようにESを提出しましょう。
一次締切で提出すれば、その企業の志望度が高いという印象を
与えることができます。一次締切で多くの選考通過を出した場
合、二次締切の選考通過枠を減らすという事もあるようです。

以上の事に気をつけ、計画的に就職活動を進めましょう！

自分が本当にしたい事は何だろう、と何度も自分に聞いてください。
いろいろな人がいろいろな事を言うと思いますが、結局は自分がよい
と思ったことが正解です。就活もどうせやるなら楽しんでやってくだ
さい！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.18　  さん

株式会社  沖データ
海外マーケティング本部米州市場部中南米チーム

8:00 メールチェック

少し早めに出社、オフィスでコーヒーを入れて
からメールチェック。
海外販社からのメールは時差の関係で、帰りま
でに答えを用意します。
朝 7 時 30 分からブラジルやメキシコと電話会
議をすることも。

食堂で食べたり、コンビニで買ったり。
食べた後は 15分くらい寝てます。

12:00 昼食

毎週火曜日は海外販社からの注文を取りまとめ、
工場にオーダーを出します。生産スケジュールと
販社の要求を調整します。

10:00 注文の取りまとめ

★現在の業務 
　現在は海外マーケティング部という部署で中南米向けの仕事をしてい
ます。部としてのミッションは海外販社の全面的なサポートですが、その
中で私はブラジルへの需給管理と物流業務を担当しています。海外販社
が売りたいモノを、必要な量だけ、必要な時に届けることが仕事です。海
外の方々と仕事をしていると、自分が何年目かはあまり重要ではないと
感じます。経験や年齢に関係なく、対等に話をして要求もぶつけ合う。海
外はそこが面白いなと感じます。

★社会人になって感じたこと
　どの会社にいるかじゃなく、何がやりたいかを重視するようになりま
した。与えられた場で、自分の価値を発揮して、ちゃんと貢献する。どんな
小さなことでも自分の好きなことをやって人に喜ばれるほど幸せなこと
はないと感じます。

★大学生活を振り返って
　「語劇やっててよかったなあ」の一言です。といっても語劇だけがよいわ
けでは勿論なく、どんな活動でもよいと思います。何かに没頭したり、ど
うしようもなく悩んだり、そういう貴重な経験が出来たことが財産です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　恥ずかしながら面接に行く会社についてあまり調べず、ハッタリだけで
最終面接に残ったことが何回かありました。その都度面接官の方はなぜ受
けに来たの？という反応をされました。ですが、自由に応募するのが就活
生の特権です。勉強のつもりで、いろいろな企業を見るとよいと思います。

（イスパニア学科　2012年卒業）

13:00 出荷対応

タイ・中国などの工場から出荷書類が届くので、
入念にチェック。出荷指示なども出します。
ブラジル向け輸出は意外にも厳しく、貿易関係の
仕事をやっている人の中では手が掛かることで有
名です。

17:00 業務改善

時間があるときは業務上の無駄を洗い出し改善
するようにしています。自分が担当したものは、
次に引き継ぐときには何かしら形を変えて渡す
ようにしています。

20:00 出荷対応

ロジスティクスの仕事はとめどなくやってきま
す。タイ、中国、日本、イギリスからブラジルや
メキシコ、アメリカへの出荷アレンジを行います。

朝ブラジルからきた問い合わせを、一日かけ調
べ、回答をメールで行います。
緊急時はブラジルから電話がかかってきて焦り
ます。この間は仕事の話は英語、雑談はスペイ
ン語で会話をしました。日頃メールでやり取り
をしていますが、信頼関係が築けていると電話
でも話が通じやすいです。

15:00 予算会議　資料作り

来年度計画予算に向けたデータ作成を行います。
エクセルが得意なので、部内で重宝されていま
す。フォーマットがばらばらの複数のファイル
を１つにまとめるなどはお手の物です。よく上
司からエクセルの使い方を聞かれます。

21:00 メール作成

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！

株式会社沖データは、世界120カ国にプリンタ・複合機を製造・販
売しているメーカーです。LEDヘッドを採用した独自技術により、
オフィス向けプリントだけでなく、DTP（Desktop Publishing）と
呼ばれるクリエイティブ業界でも広く採用されています。決して
大きな会社ではありませんが、自分で意思を持って提案をすれば
どんどんさせてもらえる自由さがあります。

エントリーシート提出はお早めに！

社会人、頑張ってます！

ある日のスケジュール

荻野スカラシップ創設と第１期派遣留学生の決定

　本学では、「広い国際的視野に立って活躍できる人材の育成」を教育方針として掲げ、学生・院生の海外留学を積
極的に支援しています。このたびその一環として、国際的に活躍しておられる本学卒業生の荻野正明 ( おぎのまさあ
き ) 氏のご協力を得て、チャレンジ精神が旺盛な留学生を支援する「荻野スカラシップ」を創設しました。
　このスカラシップは、1 人当たりの奨学金の上限が 250 万円で、国内の大学では最高水準の奨学金であることが
大きな特色となっています。11 月 9 日に、第 1 期派遣留学生に選ばれた３人への授賞式を行いました。新野学務担
当理事より「派遣留学決定書」を授与した後、留学決定者が感謝の言葉と抱負を述べ、寄贈者である荻野正明氏から
は激励のお言葉をいただきました。
奨学金の概要：

【留学時期】2014 年 1 月～ 12 月に留学を開始
【金額】留学先大学の授業料相当額、本学の授業料相当額、準備金 50 万円 ( ただし、以上の合計は上限 250 万円とする )
応募条件などの詳細はホームページでご確認ください。（※ 2014 年度の募集は終了しています。）

本学初となる海外留学奨学金を創設しました。

左から、荻野正明氏、平澤彩乃さん、
田中結衣さん、新野緑理事（田中礼佳さんは欠席）

★現在大学で学んでいること
ロシア学科語学文学コースでロシア語の講読、ライティング、
スピーキングからロシア正教や文学まで幅広い内容でロシア及
びロシア圏について学んでいます。ゼミではロシア絵画、特に
アバンギャルドについて研究しています。
★留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
1 つ目はロシア語「を」でなくロシア語「で」何か自分の専門
になるものを勉強したいと思ったから。2 つ目は以前モスクワ
に語学留学した際にロシア芸術に触れ、今はまだ日本であまり
知られていないロシア芸術を深く学びたいと思ったから。この
2 つの理由で 2 回目の留学を決めました。
★留学先で挑戦したいこと
ロシアの芸術を通してロシアの歴史や思想を学び、ロシアとい

★現在大学で学んでいること
大学では、スペイン語の語彙アスペクトについて積極的に学ん
でいます。個人的には、欧州に住むロマ民族（ジプシー）につ
いて興味を抱き続けています。
★留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
スペイン最古にして数々の文豪を輩出したサラマンカ大学に強
い憧れを抱き、そこで知的好奇心を満たしたく思ったからです。
また、福嶌教授が私に紹介してくださった本 <Tiempo de 
silencio> の著者ルイス・マルティン＝サントスの母校である
と知り、何か運命的なものを感じました。
★留学先で挑戦したいこと
スペイン語文法の統一書「Nueva Gramática de la Lengua 
Española」の精読と Luis Martín Santos の著書「Tiempo 
de silencio」の完読です。
文学部のスペイン語学科が専攻となりますが、翻訳学科の授業

★現在大学院で学んでいること
中国語の文法について学んでいます。特に語順について研究を
進めています。
★留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
短期間で最新の情報をリアルタイムに収集したうえで、研究に
関する言語事実を理解し、コーパスを用いて分析し、現在の研
究動向を掌握するには留学が有効な手段であると考えたからで
す。また、北京大学は中国の最高学府で、教員、学生のレベル
も高く、また図書館の蔵書も他大学に比べて群を抜いて多いた
め、研究にはうってつけの環境が整っていると考えました。
★留学先で挑戦したいこと
留学先でも中国語の文法について学びます。リアルタイムでさ

ロシア学科３年生　

イスパニア学科２年生　

修士課程・中国語学専攻１年生　

（ロシア・サンクトペテルブルク美術大学／ 2014 年 5 月～ 2015 年 3 月留学予定）

（スペイン・サラマンカ大学／ 2014 年 9 月～ 2015 年 5 月留学予定）

（中国・北京大学／ 2014 年 2 月～ 2015 年 2 月留学予定）

う国について更なる理解を深めたいと思います。同時に日本の
伝統や芸術も伝えられたらいいなと思います。授業以外では、
ボランティアに参加したいです。また、旧ソ連の国々とその国
にある大学を訪れたいです。
★将来の目標
興味のあることがたくさんあるのでまだ明確には決まっていま
せんが、ロシアと日本がお互いの文化を知ってもっと近い国に
なるためのお手伝いができる仕事に就きたいです。
★スカラシップを受賞したことに対して一言
このような賞をいただいて本当にありがたく思っています。与
えられたチャンスを無駄にすることのないよう、神戸市外大の
学生としてしっかりと学び、成長できるように努力します。

の履修も認められているので、余裕があればいくつか履修した
いと思っています。
また、スペインに住むロマ民族（ヒターノ）及び彼らの言語（ロ
マ語）について理解を深めたいと思っています。スペイン（特
に南部）はヨーロッパの中でも比較的多くのロマ人口を有する
国の 1 つであることから、スペイン語で書かれた彼らに関す
る文献や情報等をより多く得ることができるはずです。“スペ
インにいる”という利点を最大限に生かし、彼らについてより
いっそう見聞を広めたいと思います。
★将来の目標
大学院への進学を考えています。
★スカラシップを受賞したことに対して一言
とてもうれしく思います。今回スカラシップを設けてくださっ
た荻野さんへの感謝の気持ちを忘れることなく、いっそう勉学
に励みたいです。

まざまな情報が得られるので、その情報を有効活用し、世界各
国から集まる優秀な学生と切磋琢磨しながらよい研究ができる
ように努力します。授業外でも、積極的にたくさんの人と関わ
りを持ち、さまざまな考え方や価値観に触れたいと思います。
また機会があれば前回留学中に学んだ京劇もやってみたいです。
★将来の目標
中国語の教員になりたいです。
★スカラシップを受賞したことに対して一言
荻野スカラシップ第 1 期生として選んでいただきとても光栄
ですし、感謝しています。荻野スカラシップの名に恥じぬよう、
有意義な留学生活が送れるように頑張ります。



2015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締切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恐れがあります。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の添削を行っていますが、
十分なアドバイスを行う為にもなるべく早い段階で相談に来
てください！

②複数回締切があるものは…
ESの提出締切が複数回設定されている企業も多いと思います
が、なるべく一次締切に間に合うようにESを提出しましょう。
一次締切で提出すれば、その企業の志望度が高いという印象を
与えることができます。一次締切で多くの選考通過を出した場
合、二次締切の選考通過枠を減らすという事もあるようです。

以上の事に気をつけ、計画的に就職活動を進めましょう！

自分が本当にしたい事は何だろう、と何度も自分に聞いてください。
いろいろな人がいろいろな事を言うと思いますが、結局は自分がよい
と思ったことが正解です。就活もどうせやるなら楽しんでやってくだ
さい！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.18　  さん

株式会社  沖データ
海外マーケティング本部米州市場部中南米チーム

8:00 メールチェック

少し早めに出社、オフィスでコーヒーを入れて
からメールチェック。
海外販社からのメールは時差の関係で、帰りま
でに答えを用意します。
朝 7 時 30 分からブラジルやメキシコと電話会
議をすることも。

食堂で食べたり、コンビニで買ったり。
食べた後は 15分くらい寝てます。

12:00 昼食

毎週火曜日は海外販社からの注文を取りまとめ、
工場にオーダーを出します。生産スケジュールと
販社の要求を調整します。

10:00 注文の取りまとめ

★現在の業務 
　現在は海外マーケティング部という部署で中南米向けの仕事をしてい
ます。部としてのミッションは海外販社の全面的なサポートですが、その
中で私はブラジルへの需給管理と物流業務を担当しています。海外販社
が売りたいモノを、必要な量だけ、必要な時に届けることが仕事です。海
外の方々と仕事をしていると、自分が何年目かはあまり重要ではないと
感じます。経験や年齢に関係なく、対等に話をして要求もぶつけ合う。海
外はそこが面白いなと感じます。

★社会人になって感じたこと
　どの会社にいるかじゃなく、何がやりたいかを重視するようになりま
した。与えられた場で、自分の価値を発揮して、ちゃんと貢献する。どんな
小さなことでも自分の好きなことをやって人に喜ばれるほど幸せなこと
はないと感じます。

★大学生活を振り返って
　「語劇やっててよかったなあ」の一言です。といっても語劇だけがよいわ
けでは勿論なく、どんな活動でもよいと思います。何かに没頭したり、ど
うしようもなく悩んだり、そういう貴重な経験が出来たことが財産です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　恥ずかしながら面接に行く会社についてあまり調べず、ハッタリだけで
最終面接に残ったことが何回かありました。その都度面接官の方はなぜ受
けに来たの？という反応をされました。ですが、自由に応募するのが就活
生の特権です。勉強のつもりで、いろいろな企業を見るとよいと思います。

（イスパニア学科　2012年卒業）

13:00 出荷対応

タイ・中国などの工場から出荷書類が届くので、
入念にチェック。出荷指示なども出します。
ブラジル向け輸出は意外にも厳しく、貿易関係の
仕事をやっている人の中では手が掛かることで有
名です。

17:00 業務改善

時間があるときは業務上の無駄を洗い出し改善
するようにしています。自分が担当したものは、
次に引き継ぐときには何かしら形を変えて渡す
ようにしています。

20:00 出荷対応

ロジスティクスの仕事はとめどなくやってきま
す。タイ、中国、日本、イギリスからブラジルや
メキシコ、アメリカへの出荷アレンジを行います。

朝ブラジルからきた問い合わせを、一日かけ調
べ、回答をメールで行います。
緊急時はブラジルから電話がかかってきて焦り
ます。この間は仕事の話は英語、雑談はスペイ
ン語で会話をしました。日頃メールでやり取り
をしていますが、信頼関係が築けていると電話
でも話が通じやすいです。

15:00 予算会議　資料作り

来年度計画予算に向けたデータ作成を行います。
エクセルが得意なので、部内で重宝されていま
す。フォーマットがばらばらの複数のファイル
を１つにまとめるなどはお手の物です。よく上
司からエクセルの使い方を聞かれます。

21:00 メール作成

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！

株式会社沖データは、世界120カ国にプリンタ・複合機を製造・販
売しているメーカーです。LEDヘッドを採用した独自技術により、
オフィス向けプリントだけでなく、DTP（Desktop Publishing）と
呼ばれるクリエイティブ業界でも広く採用されています。決して
大きな会社ではありませんが、自分で意思を持って提案をすれば
どんどんさせてもらえる自由さがあります。

エントリーシート提出はお早めに！

社会人、頑張ってます！

ある日のスケジュール



11 月 9 日に、全国の 13 大学 25 チームから選ばれた、本学の１チームを含む 7 大学 8 チームが大ホールに
集い、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、学生の創造力、企画力、発信力、英
語力などが向上することを目指し、アダム・アカー准教授と学生を中心とする運営委員会が企画・実施する大会
で、今年で 3 回目の開催となります。

今回は、神戸市に本社を置かれている株式会社アシックスより「株式会社アシックスのウィメンズビジネス
シューズ『GIRO』の販売促進戦略」と「株式会社アシックスのアパレル製品の販売促進戦略」の２つのテーマ
を題材にいただきました。各チームは２つのテーマから１つを選択し、それぞれが独自の発表を行いました。優
勝は慶應義塾大学 Team Keio University Ono Seminar、2 位は甲南大学 Team Saeki Global Business 
Seminar、3 位は法政大学 Team Morokami Seminar となりました。

審査員として、株式会社アシックス　グローバルマーケティング統括部副統括部長兼マーケティング部長の
マーク・パンサール氏、株式会社電通マーケティングインサイト大阪支社営業企画部チーフ・アカウント・プラ
ンナーの廣田真希氏、同部リサーチャーの石井沙佳氏、株式会社椿本チエイン経営企画室広報・IR 課ウェブマ
スターのウィリアム　G. ペリン氏にお越しいただきました。

また、「特別協賛者」の荻野正明氏のほか、本学理事兼学生支援部長の新野緑教授、見学者ら約 300 名が来場し、
参加者の迫真のプレゼンに会場は大きな熱気に包まれました。参加した学生からは、企業の第一線で活躍されて
いる方々から貴重なコメントをいただき、とても有意義な経験ができたとの感謝の声が届いています。
 （役職等の表記は当大会開催時点のものです。）

今年で 9 回目となる本学と近隣の神戸市立東町小学校との「小大連
携英語活動」は、新学習指導要領の外国語活動の目的である「コミュ
ニケーション能力の素地を養う」ための実践の場とされています。12
月 10 日に、同校から約 130 人の児童と先生方が来学され、本学の横
田玲子教授をはじめ、小学校英語教育論演習履修者等 32 名の学生ボラ
ンティアが出迎えました。

児童たちはボランティア学生と一緒に、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、インタビューに
挑戦しました。「アイコンタクト」や「スマイル」などを忘れないようにしながら、積極的に教員や学生・留学
生に話しかける様子が見られました。

参加した児童たちからは、「緊張したけれど、みんな優しく答えてくれて良い経験になった」などの感想があ
りました。

第３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

東町小学校児童たちの本学訪問「英語でインタビュー」

閉会式 神戸市外大チームのプレゼンテーション



お知らせ
　2013年度 TOEFL iBT及びIELTSの受験料補助について

　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、2013 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、必要書類と共に提出。
４. 申込期限：2014 年 3月 7日（金曜）17時
※申請は在籍中において 1 人 1 回のみとする。
※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する。
※ 早期の申請をお願いします。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。

　日本学生支援機構奨学金

＜ 2014 年 3 月貸与終了となる方へ＞
　2014 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、2014 年 10 月 27 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。

　原級等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度

　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いましたが、2012 年度か
らは請求をいただかなくても、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 年度以降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。

　試験

■後期試験について
　2 月 4 日（火曜）～ 10 日（月曜）に後期試験を行います。（2
月 12 日（水曜）は試験予備日）
　詳細は、GAIDAI PASS、本部棟前の掲示板に 1 月上旬に掲示（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。
■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、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
Tel. 078-794-8133

　配付・履修

■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 5 日（水曜）・6 日（木曜）　

※成績問い合わせ期間：3 月 5 日（水曜）～ 3 月 7 日（金曜）
※ 成績通知書受領の委任状、および成績問い合わせの委任状につい

ては、1 月上旬より GAIDAI PASS でダウンロードできるよう
に掲示しています。

※ 成績通知書交付と成績問い合わせの時間・場所については、
GAIDAI PASS に掲示しています。

■科目等履修生の募集要項の配布について
　2 月 3 日（月曜）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 5 日（水曜）・6 日（木曜）14 時～ 19 時
　試験日時：3 月 10 日（月曜）
■講義概要（シラバス）・時間割表について
　 講 義 概 要（ シ ラ バ ス ）・ 時 間 割 表 に つ い て は、3 月 中 旬 に
GAIDAI PASS で公開します。
※ 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 4 月上旬から配布します。
■履修登録
　日程については 3 月上旬に GAIDAI PASS でお知らせします。
■予備登録
　情報科学概論３、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
GAIDAI PASS でお知らせします。

　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 11 日（火曜）2 月 20 日（木曜）、2 月 25 日（火曜）、
3 月 12 日（水曜）、3 月 21 日（金曜）～ 31 日（月曜）
4 月 7 日（月曜）
■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 20 日（月曜）～ 3 月 20 日（木曜）
返却期限：4 月 11 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 14 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 10日（月曜）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。

　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 3
月 25 日（火曜）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 5 日（水曜）～３月 11 日（火曜）
※①受付時間については、ホームページで確認してください。
　手数料：証明書１通につき 300 円



　行事予定（1月～4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/

日　時 行　事
1月28日（火曜）～30日（木曜）補講・予備日
2月1日（土曜） 修士課程2次・博士課程　入学試験
2月4日（火曜）～10日（月曜） 後期試験
2月6日（木曜） 修士課程2次・博士課程　合格発表
2月12日（水曜） 試験予備日
2月12日（水曜）～18日（火曜）編入・転部　願書受付
2月13日（木曜） 春季休業　開始
2月24日（月曜） 一般入試（前期日程）準備【※学舎・第2学舎立入禁止】
2月25日（火曜） 一般入試（前期日程）入学試験【※全施設立入禁止】

3月5日（水曜）～6日（木曜） 卒業・進級予定者発表　成績通知書交付
科目等履修　願書受付

3月5日（水曜）～7日（金曜） 成績問い合わせ
3月6日（木曜） 一般入試（前期日程）合格発表
3月10日（月曜） 転部・編入・科目等履修　入学試験
3月11日（火曜） 一般入試（後期日程）準備【※学舎・第2学舎立入禁止】
3月12日（水曜） 一般入試（後期日程）入学試験【※全施設立入禁止】

3月13日（木曜）・14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、
修士課程英語教育学専攻、研究生、研修員　入学手続き

3月20日（木曜） 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（火曜） 卒業式・卒業記念パーティー
3月26日（水曜） 一般入試（後期日程）・編入　入学手続き
3月27日（木曜） 転部・科目等履修　入学手続き
4月5日（土曜） 修士課程英語教育学専攻　宣誓式　オリエンテーション
4月7日（月曜） 入学式・新入生オリエンテーション、伸興会総会
4月8日（火曜） 新入生オリエンテーション
4月9日（水曜） 授業開始

※ ② 3 月 5 日（水曜）午後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。2013 年度の卒業・修了・成績証明書につ
いては、３月 26 日（水曜）より発行できます。

※ ③ 3 月 12 日（水曜）～ 25 日（火曜）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（証明書担当）　
Tel. 078-794-8132

　2013年度卒業式・修了式のお知らせ

・日時：3 月 25 日（火曜）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 学舎で中継をご覧ください。

　2013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「2013 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（火曜）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　Tel. 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：卒業生及び保護者の方は無料

　課外活動報告

★第 67 回兵庫県民体育大会
　5 月 12 日兵庫県立弓道場において、「第 67 回兵庫県民体育大会
弓道競技」が行われました。大学女子の部で、本学弓道部のイスパ
ニア学科 2 年生田原和香さんが優勝、英米学科 4 年生宮川葵さん
が第 2 位に入賞しました。
★第 49 回兵庫県学生弓道選手権大会
　5 月 18 日、19 日兵庫県立明石弓道場において、「第 49 回兵庫
県学生弓道選手権大会」が開催され、団体の部で、本学弓道部男子
A チームが準優勝、女子 A チームが第 3 位、また女子個人の部で、
ロシア学科 2 年生鈴木千瑛さんが第 3 位という成績を収め、表彰
されました。
★第 32 回関西学生なぎなた選手権大会
　6 月 30 日神戸松蔭女子学院大学において、「第 32 回関西学生な
ぎなた選手権大会」が開催され、個人試合初段の部で、英米学科 2
年生の西谷紗恵さんが優勝しました。
★第 5 回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト
　10 月 5 日神戸市立灘区民ホールにおいて、「第 5 回兵庫県中国
文化交流会中国通コンテスト」が行われ、創作部門で、中国学科 3
年生の宮田知佳さんが第 2 位となる優秀賞を受賞しました。
★第 31 回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会
　10 月 27 日ヴィラ・エスポワール南森町研修センターにおいて、

「第 31 回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会」が行われ、
スピーチコンテスト部門の大学生部門で、中国学科 3 年生の宮田
知佳さんが優勝しました。
★第 49 回全国学生スペイン語弁論大会
　11 月 10 日京都外国語大学において、「第 49 回全国学生スペイ
ン語弁論大会」が行われ、第 1 部（スペイン語圏の国での滞在期
間 6 ヶ月未満の者）で、イスパニア学科 4 年生の木村萌さんが第
1 位に輝きました。
★第 8 回中国語スピーチコンテスト
　11月17日立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルー
ムにおいて、「第 8 回中国語スピーチコンテスト」が行われ、大学
生を含む一般の部で、修士課程 1 年生の田中結衣さんが最優秀賞
を受賞、学部中国学科 3 年生の宮田知佳さんが学院長特別賞を受
賞しました。
★第 22 回関西ロシア語コンクール
　11 月 24 日大阪府社会福祉会館において、「第 22 回関西ロシア
語コンクール」が行われ、中級部門で、ロシア学科 2 年生の山口
隼人さんが第 1 位に輝きました。
★第 27 回全日本学生中国語弁論大会
　11 月 30 日京都外国語大学において、「第 27 回全日本学生中国

語弁論大会」が行われ、中国学科 3 年生の野中秋さんと同じく中
国学科 2 年の中條雄貴さんが京都外国語大学総長賞（上位３名）
を受賞しました。
★第 7 回学生通訳コンテスト
　11 月 30 日名古屋外国語大学において、「第 7 回学生通訳コンテ
スト」が行われ、英米学科 4 年生の福田悠さんが第 3 位に入賞し
ました。
★第 62 代今宮戎神社福娘
　12 月 1 日大阪商工会議所内国際会議ホールにおいて、平成 26
年度今宮戎神社福娘発表会が行われ、第 62 代福娘の 1 人として、
中国学科 1 年生の小谷茜さんが選ばれました。
★第 2 回 A O-K Speech Contest
　12 月 6 日 ANA クラウンプラザホテル大阪において、米国総領
事館主催の「第 2 回 A O-K Speech Contest」が行われ、国際関
係学科 2 年生の勝田梨聖さんが第 3 位に入賞しました。
★第 31 回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会
　1 月 12 日東京・日中友好会館地下大ホールにおいて、「第 31 回
全日本中国語スピーチコンテスト全国大会」が行われ、大学生部門
で、中国学科 3 年生の宮田知佳さんが見事優勝しました。宮田さ
んは、10 月 27 日の同スピーチコンテスト大阪府大会で優勝し、
その後テープ審査を通過して、全国大会へ出場しました。

　一般入試に伴う施設使用について

　２月 24日（月曜）・３月 11日（火曜）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（火曜）・３月 12日（水曜）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、ご協力お願いします。


