
Q.   準備期間はどれくらいですか？
また目標スコアを取得するまで何回
受けましたか？

３～４カ月くらいです。一発で決めました。
受験料が高いですからね（笑）

Q.   どのようにしてその苦手分野を克服しましたか？

ライティングはモデルアンサーと自分で書いたのを徹底して
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就活応援号！

前期試験を目前に控え、専攻語・兼修語の学習に熱が入ってきているのではないでしょうか。GAIDAI NEWS47 号では、先輩
の体験をもとに勉強への取り組みや留学など、語学力アップのヒントを紹介します！また、神戸市外大では専攻語・兼修語のほか
にも自由選択語学としてさまざまな言語を学ぶことができます。興味はあるけれど、履修していない人や、他の言語も学んでみた
いと思っている人は記事を参考にしてみてください。

語学力 UPの秘訣外大生流！

　英国滞在ビザを取得するの
に、TOEFL iBT のスコアが使
えなくなり、今後はイギリスに
留学する場合 IELTS の受験が必
須になりました！ TOEIC や英
検を受けたことがある人は多い
と思いますが、IELTS のことは
意外に知らない人が多いのでは
ないでしょうか？
　IELTS の概要と受験経験者か
らのアドバイスを紹介します。

　英語を専攻している方も、その他の言語を専攻している方も外大に進学したのは、英語が好きだからではない
でしょうか。英語の学び方はいろいろ、英語の資格もいろいろですが、その中でも今回は IELTS（アイエルツ）
を紹介します。
　IELTS（International English Language Testing System）は、海外留学や研修のために英語力を証明する
必要のある方、およびイギリス、オーストラリア、カナダなどへの海外移住申請に最適なテストとされています。

２つのテスト（モジュール）タイプ

IELTS 試験内容

リーディングとライティングは、アカデミック・モジュールとジェネラル・トレー
ニング・モジュールで出題内容が異なります。
学内で団体受験、無料対策講座、受験料補助なども行っていますので、詳しく知り
たい方は国際交流センターまでお尋ねください！

★アカデミック・モジュール
一般的に、大学や大学院で、英語で
学びたい方や、英語圏での看護師や
医師登録申請をする方はこちら。

★ジェネラル・トレーニング・モジュール
英語圏で学業以外の研修を考えている方
や、オーストラリア、カナダ、ニュージー
ランドへの移住申請をされる方はこちら。

ＩＥＬＴＳマスターへの道

後期からイギリス留学を
予定しています！

試 験 内 容

合計所要時間 2 時間 45 分

リスニング
（30 分）

リーディング
（60 分）

ライティング
（60 分）

スピーキング
（11 ～ 14 分）

IELTS  受験経験者の声

英米学科３年
国際コミュニケーションコース

さん

比べて、何回も書きました。リーディングはひたすら公式問
題集を解いて慣れました！

Q.   対策をしていて、苦労したことは何ですか？

やはりライティングとリーディングです。私は特にライティ
ングが苦手で、しかもアカデミックイングリッシュに慣れて
いなかったので、だいぶ苦戦しましたね。リーディングの方
は結構長い量の文章を３つ読むので、集中力を持続させるの
が大変でした。

Q.   お勧めの問題集はありますか？

三修社から出版されている『IELTS実践トレーニング』はオ
ススメですよ！

English英語



русский         языкロシア語

会緊 !!急 座談

Q.  留学を意識し始めたのはいつ頃ですか？

　入学前にはもう、現地で中国語を学ぼうと
決めていました。

Q.  留学先で工夫していたことはありますか？

　常に１人で積極的に行動することを心がけていました。週
末はよく観光に出かけ、出会う人たちに話しかけて語感を身
に着けました。市場での買い物も良いスキルアップになりま
したね。関西人の血が騒ぎ、いかに安く買い物をするか、値
切り交渉でかなり鍛えられました（笑）
　また、毎朝６時半から校内の食堂での、授業の予習・復習を
習慣付けていました。寮が相部屋だったので、どこか周囲を
気にせず音読ができる場所はないかと探し、見つけたのが食
堂だったんです。現地の学生たちが早朝から食堂で凄い勢い
で音読する声が飛び交っていて、ここだ！と（笑）向こうの学
生はとにかく熱心に勉強するので、そんな環境の中に身を置
くことで、自分のモチベーションも高めることができました。

Q.  留学すると決めた理由は？留学先は全般的にどうですか？

外大生として専攻言語が話せないのは恥ずかしいと思ったか
ら。わざわざ勉強しに来てるだけあって留学先では学生の積
極性が日本とは違うね。

自分を変えたかったから !! ☆こっちも周りの学生の積極性が
凄い！授業超楽しい！

外大の授業で出てきた、ダーチャ（別荘）やペーチカ（暖炉）
などを直接見たかったから。周りの学生がペラペラ話してて
ネガティブになったこともありました…。

Q.  留学しているからこそできる勉強、勉強法は？

地下鉄でもらえる無料の新聞を読んでます、もちろんロシア
人との会話は欠かしません！

その日の授業を帰り道に脳内再生して定着させてます！

交流会で知り合ったロシア人が働いている図書館に行って会
話の練習をしたり、ニュースを聞いたりしています。
※パソコンでもテレビやラジオを視聴することができます。

Q.   ロシア語の本読んでいますか？僕はジェスチャーについ
ての本を買って読んでいるんですが。

車の部品の本。専門性を高めて将来は翻訳
家になろうかと。

みんな：おおおおお！

Q.   ロシア語検定などのテストは受けま
すか？

モチベーション維持、力の確認のために夏

Q.  留学前と留学後で、変化はありますか？

　物事のとらえ方が変わったことです。留学当初、中国人の
自己が強い性格に慣れることができませんでした。列に並ば
ない、怒鳴っているような話し方、お金を騙し取ろうとして
くるなど、「日本でならあり得ない」と思っていました。で
も地下鉄やスーパーなど、どこへ行っても溢れんばかりの人
がいる状況を見て、人口の多さが国民性に影響しているので
はないか、という考えに至りました。それまでは日本の立場
でしか物事をとらえていなかった私ですが、外国語を学び、
外国の文化や習慣にも触れる外大生として、もっと中間的視
点を持つ必要があると気付きました。

Q.  その他に、外大生に伝えたいことはありますか？

　語学の勉強は楽しく続けられることが１番です。私は映画
やドラマを見るのが大好きなので、
最新のものやお気に入りの映画は何
回も見てセリフを真似し、シャドー
イングしました。音楽やテレビ等、
言語に楽しく触れられるものはたく
さんあるので、日頃の勉強に自分に
合った楽しい勉強法をプラスしてみ
てはどうでしょうか☆

に受けようかな。

でも受験料は学生には高いよね！（１万５千円位 !!）

Q.  ロシア語検定などの勉強はどうやってますか？

ライティング対策にロシアに来た９月から日記を毎日書いて
います！読解は問題集を解いたり、過去問を解いたり。

問題集を解いて、ライティングは先生に添削してもらってい
ます。リスニングも兼ねて、ロシア語で日本のアニメをみて
います。役立つフレーズがたくさん出てきます！

僕は単語をたくさん覚えなければならなかったので、IC レ
コーダーに吹き込んでそれを２倍速で聞いていました、自分
の声で変な感じでした。笑　特に動詞を覚える時は接頭辞と
語幹に分けると意味が取りやすいと思いました。

Q.  日本にいるうちにしておけば良かったことは？

歴史やロシア正教についてもっと勉強しておくべきだった…

他国もだけど、やっぱり日本のことも知っておくのは重要だ
よね、初めに聞かれて答えられなかったなー。

Q.  何か最後に一言。

一口にロシアといっても場所ごとに特色があるので、事前に
いろいろな人の話を聞くのがいいかも。

春、少し高いけど夏休みの短期留学プログラムはロシアを知
るのに最適！他の勉強とロシア語の両立は大変ですが…

留学は語学メインで行くと後悔しますね…
あ、あとこのサイトお勧めです！ http://shkolazhizni.ru/
音声も聞けますし、スクリプトも見られます！

☆今回は、留学、勉強法を中心にお話を伺いました☆

協力してくれたのはこの３人 インタビュー／編集：4 年生 

中国学科４年生

留学のすゝめ
～現地で言語と異文化を学ぶ～

４年生 3年生 ４年生

汉语中国語



Q.   なぜサッカー留学をしようと思った
理由は？

　サッカーの勉強ができる国へ行きたい
と考えており、イタリアかスペインで悩
んでいましたが、スペイン留学から帰っ
てきた先輩の話を聞いて、スペイン行き
を決めました。自分がどちらの国に行こ
うかと悩んでいることを告げました。

「来年から向こうでアルビレックスという日本人チームを作
るっていう話を聞いたよ！興味があるなら調べてみたら？」こ
の先輩の一言からアルビレックスの説明会に参加し、「プロ
サッカー選手ではなく、世界で通用するサッカー関係者を育
てる」というコンセプトに惹かれ、この留学に決定しました。

Q.  留学先ではどんな風に過ごしていますか？

　バルセロナの語学学校に通いました。基本的には、レベル
別の教科書に沿って勉強していきます。文法は日本でも勉強
できるので、時制の感覚や単語の意味合いなどの微妙なネイ

ティブの感覚を身に付けることを意識してい
ました。そのためにも、新しい動詞を覚えた
ときは先生にしつこく質問しました。（笑）
また先生がよく使う話し言葉を真似すること

　語順や発音が近く、日本語話者にとって勉強しやすいとい
われる朝鮮語。履修しているみなさんに聞いてみました！

朝鮮語を履修したきっかけは？
・留学中に韓国人の友達ができたから。
・K-POPが好きだから。
・何かもう一つ言語を学んでみたかったから。
朝鮮語学習の目標を教えてください！
・友人と朝鮮語で会話をすること。
・ハングル検定に合格すること。
・ドラマの台詞を聞き取れるようになること。
・旅行に行って現地の人と会話をすること。

　韓国ドラマやK-POPは毎日のように流れていて、最も親
しみやすい外国語といえます。身近なことで上達を感じられ
るというのも朝鮮語の良いところかもしれません。

　フランス語は美しい言葉の響きと、理路整然とした文法が
特徴の言語ですよね。イケメンが話すフランス語にうっとり
…なんて方も少なくないはず！一方で、動詞の活用や単語の
綴りはもちろん、慣れない発音＆リスニングと最初は何かと
大変ですが、その壁を乗り越えればグッと楽しくなります！
そのユニークな言語体系を学ぶことで初めて見えてくること
もたくさんあり、新しい発見の連続で飽きることのない言語
でもあります。取得できる主な資格としては、日本で有力な
仏検や、国際統一規格のDELF・DALF（フランス語資格試
験）があります。足を踏み入れてみれば世界が広がること間
違いなし！この機会に、奥深いフランス文化の一端に触れて
みませんか？

　アラビア語を目にしたことがありますか？何が書いてあるか
全然分かりませんよね。そんなアラビア文字は右⇒左に読み
ます！アラビア語のアルファベットは28文字あり、その文字の
位置によって形が４種類に変化するので単純計算で112文字を
覚えればアラビア語を読むこと出来るんですよ♪そして、アラ
ビア語の魅力は何といっても文字の美しさです。その美しさ
を表現しているのが『アラビア書道』！神の言葉であるコーラ
ンを美しく書くために1000年以上もの時間をかけて磨かれて
きたのです。ローマ字とは違う外国語にも触れてみませんか？

ポーランド語の魅力とは？
　ポーランド語はロシア語と似ているところ
もありますが、キリル文字ではなくローマ字
を使うという東欧西欧両方との結びつきを感
じられる点で魅力があります!!

で、より生きたスペイン語を学ぶことを意識しました。
　バルセロナではスペイン人監督の指導の下、年間を通して
リーグ戦を行い、こちらで活躍されている日本人サッカー関係
者の講演会や、取材研修、指導者の集まりに参加するなど、よ
りスペインサッカーを吸収できるような活動を行いました。

Q.  最後に一言お願いします！

　私がこのサッカー留学に出会えたのも、先輩後輩や学科を
越えたつながりの強い外大に来
たからです。そのつながりの中
で新しい可能性を開くチャンス
に巡り合い、世界に通用する
サッカー関係者になるという夢
に向けて、充実した毎日を送る
ことがきできました。

～スペイン語力向上や、スペイン語圏への留学を志す方々へ～
“Dele”をご存じですか？Deleとは、セルバンテス文化センターが実施
している、スペイン語版TOEICのようなものです。試験には筆記と口頭
試験があり、６段階のレベルに分かれています。Deleを受験すること
で、スペイン語圏への留学や就職などの際に自分の語学レベルを保証す
ることができ、また勉強を通じてスペイン語力の向上にも役立ちます。
ぜひ皆さんも受けてみてはいかがでしょうか？

～世界で通用するサッカー関係者をめざして～

スペイン・サッカー留学

朝鮮語 フランス語

アラビア語

ポーランド語

国際関係学科の４年生で、英語を中心に勉強されている永草拡基さん。
「スペインサッカーを現地の実況で見れたら楽しいだろうなぁ！」とい
う好奇心から、兼修語にはスペイン語を選択し、スペインのバルセロナ
でサッカー留学をされています。そんな永草さんにお話を伺いました！

専攻語・兼修語以外にも自由選択語学として
語学の授業が開講されています。外国語大学
に進学したからにはもう１つの言語に挑戦し
てみませんか？各言語の魅力を紹介します！

国際関係学科４年

ロシア学科2年生

履修者に聞きま
した！

履修者に聞きま
した！

履修者の声を元
に魅力紹介！

こんな言語も
やってみよう！

Bonjour! 

Españolイスパニア語



　夏休み、2016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！来年3月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、様々な業界・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）。
　最終的に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置くべきでしょう。
○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。外大生は英語や国語は比較
的得意ですが、数学が苦手な傾向にあります。夏休みころから毎日少し

　嫌々就活するのではなく、プレッシャーも何もかも含めて楽しんでしま
おうと気楽に構えた方が良いのかなと私は思います。面接も敬語・マナー
はきちんとしなければいけませんが、普段周りの人と話すように「楽しい」
会話ができればおのずと結果が付いてくるのではないかなと思います。

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.21　

株式会社りそな銀行　早稲田支店・融資課

8:05 出社

8 時 5 分以降にしか支店に入れないのが辛いところ。
8:40 朝礼

週１回の朝礼。ビデオニュースで他支店の好事例など
を共有します。
9:00 還元資料チェック

返済日なのに口座に残高が足りない先などを確認し、
お客さまに連絡します。

10:00 担当先へ訪問

以前より電話にて交渉していた融資案件の申込みを受
付けるため、先方の事務所を訪問。
11:30 本部・他支店からのメール便の確認

自分宛の書類の確認。

12:00 企業の格付作業

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　現在、社会人3年目、融資課で働いています。内勤が主ですが
渉外営業を希望しているため、徐々に外回りに出る機会も増え
てきています。融資課の仕事は、渉外さんが獲得してきた融資案
件を審査したり、契約書類の作成・チェック、企業の格付、来店さ
れたお客さまのローン相談を主に行っております。私が勤務す
る支店は、不動産賃貸業や印刷会社などとの取引が多いのです
が、支店によって審査の目線などに特色があるのが面白いです。

★社会人になって感じたこと
　挨拶やマナーが非常に大事だということ。当たり前のことで
すが、これができるとできないとで周りからの信頼度も大きく
変わりますし、なにより人間関係が円滑だと仕事も円滑に進む
と感じています。

★大学生活を振り返って
　将来どんな仕事がしたいか全くわからない状態で神戸外大に
入学しましたが、授業やゼミを通して経済学・金融論が面白いと
感じ、就活も金融業界を主に受けるようになりました。大学で新
しく触れたことが、今の自分を作っているなと感じます。

★就職活動時の印象に残った出来事
　就活全体を通して「楽しかったな」という印象があります。
100社エントリーしても内定が取れないこともあるとよく言
いますが、私は自分の受けたい企業だけに集中してエントリー
していました。エントリーシートを提出したのは15社くらいで
した。

（国際関係学科　2012年卒業）

融資課としてメインとなる仕事。お客さまの決算書、
事業計画などを審査し、各企業に格付を付与します。
この格付により担保や金利などの融資基準が決まります。
14:30 遅めの昼食

２時間続けて頭を使った後、しばしの休息です。たま
には外食もします。

15:30 融資書類の持出

融資実行のオペレーションは一括してサポートオフィ
スがやってくれます。そのサポートオフィスへ融資書
類を送付する前に不備がないかチェックをします。

17:30 上司への報告

本部に提出する報告書の作成を行います。

18:30 明日の仕事の準備

19:30 退社

段取りよく仕事をしないと１日があっという間に終
わってしまうので、翌日やるべきことをスケジュール
表にリストアップしておきます。

帰ってから本を読んだり勉強したり、ゴルフの練習に
行ったりもします。

16:00 来店客の住宅ローン相談

17:00 閉店

りそなは 5時まで営業です。

　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！

　りそな銀行は、メガバンク3行に次ぐ規模の都市銀行でありながら地域密着に
重点を置いている銀行です。実際お客さまからも、メガバンクなら連絡くれない
ようなことでもりそな銀行はきちんと連絡くれますよねとの定評を頂いていま
す。また時間管理が厳しいのも特徴だと思います。早帰り運動が徹底されており、
私の支店では遅くとも19時30分退社が原則です。そのため趣味や勉強に充てる
時間が十分確保できます。

内定を得るポイント①
ずつ、まずは『SPI』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SPIを経験して自分のレベルを確認し
ておくと良いでしょう。
○企業選びは大手・有名企業ばかり選ばないこと
　オンリーワンの技術を持つ優良な中小企業も同時に探してエント
リーしましょう。
　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。志望する企業は全体応募すべきですが、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。



6 月 20 日、本学三木記念会館において、本学客
員研究員の藤原敬介氏の講演会を開催しました。学
生・教員・一般の方約 50 名が参加しました。

五十音が「あいうえお」で並んでいるのも、アルファ
ベットが「ABC」で並んでいるのも、実は同じ理由
であることを、会場参加者の参画と交流も混じえな
がら分かりやすく解説しました。

6 月 27 日 か ら 29 日 の 3 日 間、 本 学 に て
JUEMUN（Japan University English Model 
United Nations、 日 本 大 学 英 語 模 擬 国 連 ）
2014 を開催しました。

模擬国連は国際連合での会議をシミュレーションすることにより、国際問題への理解を深めるとともに、交渉
力や議論の能力を高めることを目的とした教育活動です。子どもの権利、環境問題など、実際に国連で議論され
ているテーマについて、学生同士がそれぞれの国を代表し、外交官役の他国と交渉しつつ、決議への自国の利害
の反映を図ります。

今回の大会では本学とともに JUEMUN を創設した京都外国語大学・近畿大学を含めた国内の大学や海外から、
外国人留学生 60 人を含む 180 人の学生が参加しました。「教育に関するイニシアティブ」をテーマに、3 日間に
わたり活発な議論が行われ、参加した学生からは「全員で１つの目標に向かって進むことがいかに難しいか実感
しました。たった３日間でしたが、自身の成長を見ることができたと思います。生涯に残る貴重な体験になりま
した。」とのコメントが寄せられました。

7 月 3 日、本学大ホールにおいて、本学客員教授の
今枝由郎氏の講演会を開催し、学生・教員・一般の方
約 100 名が参加しました。講演では、難解・難読な
仏教の経典が平易な日常語で解説され、講演会後の質
疑も活発に行われました。

藤原敬介氏講演会「五十音図の謎：
『あいうえお』から『ABC』まで」

今枝由郎氏講演会「ブッダのことば：
―日常語『ダンマパダ』と『スッタニパータ―』―」

JUEMUN 2014 を開催しました！



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、大学院にあります。

■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・メールアドレス等に変
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）を
利用する際は、下記の点に注意してください。
1. 大学の一員としての責任
　神戸市外国語大学の学生として、良識ある判断に基
づいた発言を心がけ、発信した内容に責任を持ってく
ださい。
2. 他者の尊重
　インターネット上のコミュニケーションであっても
他者に敬意を払い、特定の個人・団体への誹謗中傷、
差別的な発言、わいせつな発言は行わないでください。
3. 正確性
　正確な情報を伝えるように心がけ、伝聞や推測に基
づく不確かな情報発信は控えてください。
4. 法令遵守
　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
いか確認してください。
5. 発信した情報は取り消せない
　一度公開された情報は、削除しても第三者において
保存・アーカイブ化され、インターネット上で完全には
削除できません。発信内容には十分注意してください。
6. 個人情報公開の危険性
　個人情報を登録・公開する際には、個人を特定でき
る情報はできるだけ非公開にするなど、プライバシー
保護に配慮してください。GPS 機能のついたデジカ
メやスマートフォンで撮影した写真には自動的に位置
情報が含まれる場合があり、意図せず自分の居場所が
他者に特定される危険性があります。
7. パスワードの管理とウイルス対策の徹底
　容易に推測できるパスワードを使用しないでくださ
い。他者に ID とパスワードを教えてもいけません。
ウイルス感染を防ぐためにスマートフォンやパソコン
にはウイルス対策ソフトをインストールして常に最新
の状態にしてください。
8. 怪しい投稿のリンクに注意する
　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、ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺などの
サイトに誘導される危険性があります。安易にクリッ
クしないでください。

【問い合わせ先】
事務局 経営企画グループ 情報メディア班
電話：078-794-8165
E-mail：im-support@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18 日（月曜）・20 日（水曜）・22 日（金曜）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
るだけ 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（閉館は 20 時）

（8 月 18 日（月曜）・20 日（水曜）・22 日（金曜）は、
9 時～ 16 時 30 分（閉館は 17 時））
火・木曜：9 時～ 16 時 30 分（閉館は 17 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＞
8 月 18 日（月曜）～ 9 月 24 日（水曜）の間、9 時
～ 17 時

＜国際交流センター＞
8 月 18 日（月曜）～ 9 月 24 日（水曜）の間、9 時
～ 17 時

＜学生コンピュータ室＞
8 月 6 日（水曜）～ 8 月 15 日（金曜）9 時～ 21 時

9 月 1 日（月曜）～ 9 月 8 日（月曜）9 時～ 16 時 30 分
9 月 9 日（火曜）～ 9 月 19 日（金曜）9 時～ 21 時
9 月 22 日（月曜）、9 月 24 日（水曜）9 時～ 16 時 30 分
9 月 25 日（木曜）以降は 9 時～ 21 時
土・日曜、祝日は終日閉室です。

※ 8 月 16 日（土曜）～ 8 月 31 日（日曜）は、システ
ム更新作業のため学内の共用コンピュータが利用できま
せん。また、システム更新にあたり利用者自身で行って
いただく作業があります。具体的な情報については
GAIDAI PASS にて案内しますので、ご理解とご協力を
お願いいたします。

＜図書館＞
8 月 6 日（水曜）～ 9 月 24 日（水曜）の開館時間は次
のとおりです。
★ 8 月 6 日（水曜）～ 8 月 15 日（金曜）…
9 時～ 21 時 10 分［8 月 8，15 日（金曜）は 9 時～
21 時 20 分］
★ 8 月 18 日（月曜）～ 8 月 25 日（月曜）…
蔵書点検につき休館
★ 8 月 26 日（火曜）～ 9 月 8 日（月曜）…
9 時～ 16 時 30 分
★ 9 月 9 日（火曜）～ 9 月 24 日（水曜）…
9 時～ 21 時 10 分［9 月 12，19 日（金曜）は 9 時～
21 時 20 分］
★ 9 月 18 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、９月 22 日（大学指定休日）
　蔵書点検期間［8 月 18 日（月曜）～ 8 月 25 日（月曜）］
※ 9 月 25 日（木曜）以降は通常開館です。

第 15 回神戸研究学園都市大学交流戦が 6 月 21
日～ 7 月 6 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 14 競技
が行われました。29 日には、レクレーションとし
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、大学間の交流が深
まりました。

7 月 12 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、サークルが参加しました。

当日はリレー・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



お 知 ら せ
　授業関係

★前期試験（成績通知、成績問い合わせ）
前期試験期間　7 月 30 日（水曜）～ 8 月 5 日（火曜）
前期成績配布　9 月 19 日（金曜）、24 日（水曜）
前期成績問い合わせ　9 月19日（金曜）、24日（水曜）、25日（木曜）

（成績については学内パソコンでのみ、GAIDAI PASS で 12 月
31 日まで確認できます。）
　詳細は、7 月上旬より本部棟前掲示板に掲示しています。期間
外に試験を行う科目もありますので、各担当教員の指示および掲
示に注意してください。

★補講期間
　8 月 6 日（水曜）～ 15 日（金曜）までが補講期間です。
補講の実施される授業の一覧は、7 月中旬より本部棟前掲示板及
び GAIDAI PASS に掲示しています。

★後期履修登録
　9 月 25 日（木曜）～ 10 月 2 日（木曜）

　2014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。

【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、
2013 年度は夏季節電期間中 15.2％の節電（2010 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 7 日から 11 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。

　2014年度オープンキャンパス開催！

　8 月 10 日（日曜）、24 日（日曜）の両日、2014 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（8月～12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

8 月 6日（水曜）～15日（金曜） 集中講義

8 月 10日（日曜）・24日（日曜） オープンキャンパス 2014
9月17日（水曜）～
2015年1月27日（火曜） オープンセミナー（後期）

9月19日（金曜） ゼミ募集説明会（2 年生対象）

9月19日（金曜）・24日（水曜） 成績発表

9月19日（金曜）・24日（水曜）・
25日（木曜） 成績問い合わせ

9月22日（月曜） 大学指定休日

9月25日（木曜） 授業開始（月曜の授業日）

10月1日（水曜） コース説明会（1 年生対象）

10月1日（水曜）～25日（土曜） 市民講座

10月13日（月曜） 休日開講日

10月18日（土曜） 大学院修士課程第１次入学試験

11月1日（土曜）・2日（日曜） 外大祭

12月6日（土曜）・7日（日曜） 語劇祭

検定名 試験日 生協受付
期間 検定料 取合せ先

TOEIC IP
テスト

（カレッジ
TOEIC）

第3回 10月22日 9月22日～
10月17日

3,900円

神戸外大生協
078-794-8192
http://www.han
shin.coop/kcufs/
予定が変更になる
場合があります。
店舗情報にご注意！

第4回 12月3日 10月20日～
11月21日

第5回 1月14日 11月25日～
1月9日

TOEIC
公開テスト

第192回 7月27日 5月23日～
6月16日

通常申込
5,725円
団体申込
5,540円

（団体申
込は網掛
けのみ）

TOEIC運営委員会
03-5521-6033
http://www.
toeic.or.jp
申込最終日は受付
時間15時締め切り
網掛のみ団体受験
制度適用。
神戸外大生協でお
申込み下さい。

第193回 9月28日 6月27日～
8月4日

第194回 10月26日 8月25日～
9月15日

第195回 11月23日 9月19～
10月13日

第196回 12月14日 10月17日～
31日

第197回 1月11日 11月7日～
21日

第198回 3月15日 1月5日～
2月2日


