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2014 Autumn
神戸外大 2 大イベントを攻略せよ！

　外大の目玉行事、　　　　　と　　　　　。
せっかくのビッグイベント、120％で楽しま
なきゃもったいない！
　でも、どうしたらいいんだろう…とお悩み
のあなた！広報サポーターが徹底的に調べて
きました！

語劇祭外大祭 神戸アートビレッジセンター（新開地）
12 月 6 日（土曜）・7 日（日曜）11 月 1 日（土曜）12 時～ 19 時

2 日（日曜）10 時～ 19 時

11 時～ 19 時 30 分（開会式含む）

11 時 30 分～ 18 時 30 分（閉会式含む）

11時30分～13時30分

11時30分～13時30分

14時30分～16時30分

14時30分～16時30分

17時30分～19時30分

統計局長リュドミラ・カルーギナは、バリバリの仕事人間。局で働くバツイチ子持ちの
トーリャは、大学時代の友人ユーラとオーリャに後押しされ、部長の座に就くために恐
ろしい女局長を口説くことに！ 一方、オーリャは既婚だが元恋人への愛が再燃してし
まい…?! 不器用な大人たちの繰り広げる、オフィスラブコメディ！

イスパニア語劇団、禁断の台本が今年ついに、解禁される！！
舞台はとある盲学校。ここで過ごす盲目の学生たちは目が見えなくとも、楽しく幸せに
暮らしている。だが、ある日この“幸せ”に警笛を鳴らす青年が現れる。
学校のリーダー格カルロスと、新入生のイグナシオ。相反する思想を持つ 2 人が出会う
とき、物語は誰も想像しなかった方向へと走り始める。

卵巣癌の宣告を受けた大学教授ビビアン・ベアリングは「知識にとって重要な貢献」と
して、癌治療の臨床試験を受けることを決意するが…

「話の筋をばらすつもりはありませんけど、わたしは最後に死ぬようです」
わずか 20 年前に無名の小学校教師によって書かれ、1999 年にはピュリッツァー賞を
受賞した戯曲に、語劇史上前代未聞の二人一役、主人公の多面性を二人の役者が表現す
るという特殊な演出で挑みます。

2005 年秋、舞台は北京の高一家。かつては一人で会社を経営してきた蘭宏であったが、
今は最愛の息子高科に会社を任せ、呑んだくれの夫高希天や息子の嫁小雅に小言を言う
日常を過ごしていた。ところがある日謎の青年たちの訪問をきっかけに一家の日常の歯
車は狂い始める。暴かれる一家の秘密とは一体？夢と現実、生きるとは何かを考える数
日間の物語。

男子禁制の修道院で絞殺された赤ん坊の死体がみつかった。
法廷精神科医のリビンストンは、この事件の容疑者で赤ん坊の母親である修道女アグネ
スの精神鑑定を行うが、彼女は赤ん坊の出産を覚えていなかった。疑いを持ったリビン
ストンは調査を進める。すると修道院長ルースはアグネスは処女受胎で子を授かったと
主張した…。

メインステージ

メインステージ

サブステージ

サブステージ

ロシア語劇団：「Служебный роман ～オフィスロマンス～」

イスパニア語劇団：「燃ゆる暗闇にて」“En la ardiente oscuridad”

英米語劇団：「Wit」

中国語劇団：「毒薬」

第 2 部英米語劇団：「Agnes of God」

11:45-12:00 開祭式 12:00-12:20 吹奏楽団

12:00-13:30 軽音3団体ライブ 12:35-13:05 ちきしょう

13:40-14:20 キャメレオン 13:25-13:55 SHARE

14:35-15:20 天運コンテスト 14:20-14:40 ベリーダンス

15:40-16:10 くまごろう 14:50-15:05 ウェデシデ

16:30-17:05 G.O.D 15:25-16:15 ミスターコンテスト

17:20-18:15 外大紅白歌合戦 16:45-17:05 日本舞踊研究会

18:30-19:00 劇団「バベルの塔」 17:20-18:00 gemstone

10:00-10:45 スーパーエンジャ― 10:00-12:30 軽音3団体ライブ

11:00-11:20 REN神戸 12:55-13:05 室内楽団

11:40-12:15 Ghanna　Ghanna 13:20-13:35 アイドルオールスター

12:22-12:48 フラメンコライブ 13:45-14:15 KOBEモノマネグランプリ

12:55-13:25 ゴスペルサークル 15:20-15:50 ミスコンテスト

13:40-14:50 外大クイズSHOW！ 16:00-16:30 神戸学生よさこいチーム湊

15:05-15:55 gemstone 16:45-17:15 G.O.D

16:10-16:40 BINGO

17:00-18:00 吉本お笑いライブ

18:25-18:55 劇団「バベルの塔」

11（土曜）
1

11（日曜）
2

12（土曜）
6

12（日曜）
7

※このタイムテーブルは予告なく
　変更される場合があります。

十人十彩[展示]
ゴーストハウス
幼稚園児・小学生絵展示［展示］
えんにち
アートバルーン
キャンパスラリー

Mogi-1グランプリ
写真部[展示]
世界弾丸ワープツアー[展示]
モザイクアート[展示]
絵描きさん[探し人]
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とくとご覧あれ

「外大祭」「語劇祭」

★★

KCUFS Festival!



　少し歩けば友だちが模擬店を開いているのは
アットホームな外大ならでは！
　ピロシキ、トッポギ、ナチョスなど、各国の料
理で世界を味わえます!!
　なお今年はMogi-1グランプリと称し、来場者
投票で人気No.1の模擬店を決定！
アツい戦いがここに！

　黄色い声援が飛び交う、外大祭の最大の見所の１つ
といえば！ステージ!!
　ステージを盛り上げるダンス、外大一の美男美女を決
めるミスコン＆ミスターコン、エネルギー溢れる音系、
多言語劇のバベル！お笑い芸人も3組来てくれます！
ぜひIRODORIいっぱいのステージへ!!

Mogi-1グランプリ
投票用紙は
当日配布予定です！

　本学の語劇祭は、初回が1947年で、今年で65回目を迎える伝統行事です。65回も続いているなんて、すごいすよね！そんな語劇祭を観劇しないなん
てもったいない！毎年全語劇団を観劇している広報サポーターから注目すべきポイントや当日の過ごし方を紹介します。

大学生の楽しみのひとつが、学園祭。この２日間は閑静なキャンパスもお祭りモード一色に大変身！
外大祭には、ステージやイベント、模擬店と魅力がたくさん！

各劇団の監督さんにポイントをお聞きしました！
各語劇団異なるのは、言語だけではありません！各劇団注目ポイント

毎年、観劇している広報サポーターからも語劇祭のさらなる魅力をお伝えします！
演技だけでなく、演出にも注目してみると、語劇をより楽しめること間違いなし！各劇団注目ポイント

衣装・メイク

字  幕 音響＆照 明

大道具＆小道具

これがベストな当日の過ごし方！

最新情報はこちらから！
　 神戸市外国語大学 語劇祭
https://www.facebook.com/kobegogeki
食堂のテレビ・外大HPで流れる映像も要チェック！

　各劇団の間の休憩は1時
間!トイレには必ず行って
おくこと。上演30分前から
入場開始です！席は、字幕
も演者も見やすいところ
がオススメ☆

　各劇団が夏からの集大
成を見せる時!!! 演者だけ
でなく、音響や照明にも注
目するべし。撮影は可能だ
けど、フラッシュを焚いた
り、音が出ないように気を
つけてね！

　演者さんや関係者が外に
出てくるよ！ここで感動を
伝えよう。ちなみに写真撮
影のチャンス!! その後はア
ンケート記入をしよう。

　当日チケットも売ってい
るそうですが、売り切れる
こともあります！事前に
買っておくと安心だね！
持ち物は特に必要ないけ
ど、カメラがあったらいい
かも

　メイクや衣装では各キャラク
ターに合うものを考え、観客が人
物イメージを掴みやすいように
工夫。日本で手に入らない衣装
は、ネイティブの先生に相談して
代用品を考えたり、時には自慢の
衣装を借りることも！また場面
転換時の早着替え練習など、影で
涙ぐましい努力をしています！

　青空のもとで開かれるフリーマー
ケットは外大祭の名物のひとつです！
外大生及び地域の皆さんによって行わ
れ、入口付近のスロープにて開催され
ています。フリマならではの掘り出し
物がいっぱいです！

おおいに盛り上がる学園祭２日間ですが、そのために見えないところで準備をしている人がたくさん。
学園祭前日の様子＆行事の裏側をお見せします！

　字幕は地味な印象を持たれが
ちですが、実は本番でかなり重
要な役割を果たします。より洗
練された日本語を考えたり、役
者とタイミングを合わせたりな
ど、お客さんを楽しませるため
に日々こつこつと努力を続けて
います！

　つい役者ばかりに注目しがち
の舞台ですが、そのシーンの雰
囲気をつくっているのはなんと
いっても音響＆照明！役者の演
技やその場面の雰囲気を際立た
せる効果があります！各劇団そ
れぞれの色があるので、ぜひ注
目して見てみてください！

　時には船、時には学校と、舞
台上の世界観を見せてくれる
のが舞台美術！けして多くな
い予算の中で、知恵を絞り工
夫を凝らして作られていま
す。何気なく置かれた家具や
小物なども、よく見ると発見
があるかも!?

上映後事前に… 上演前・休憩 上映中

語劇鑑賞をベストな状態で臨むため、広報サポーターからの
ちょこっとアドバイス！
上映前後の過ごし方にもコツがあります！

いろいろとりどりよりどりみどり

最新情報はこちらから！　学園祭実行委員会ホームページや、
Twitter（@gaidaisai）、食堂や学内に掲示されるチラシも要チェック！
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　今年の外大祭のテーマは「IRODORI」ということで、ステージに模擬店にと、外大全体
に色とりどりの楽しさが散りばめられた、模擬店出店者、ステージ出演者、そして来場
者の皆さま全員がおおいに楽しめるものになっています。観て、遊んで、食べて、参加し
て。端から端までまるっと外大祭を楽しんでいってください。

　小ホールの中に一歩足を踏み入れると…そこは
真っ暗なゴーストハウスのなか！各語劇団から有志
が集まり、ゴーストに変装してあなたをお待ちしてい
ます。怖すぎて逃げ出さないよう注意が必要かも?! 
ゴーストたちのメイクも要チェックですよ☆

学館の入り口付近で昼休みに販売予定！
劇団員から、または当日会場でも入手できます。
注：今年から各劇団ごとのチケット販売となります。

チケット入手方法　　チケット1枚…500円

HP facebook twitter

各劇団、開演10分前までに入場しないと立ち見の可能性あり!!
時間に余裕を持って来るべし！

facebook
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夏休みも終わり、3年生の皆さんは来年3月からの就活本番に向け徐々に準備を始める頃でしょうか？
前回の『内定を得るポイント①』に引き続き、就活で気をつけて欲しい事を数点、お話します。

●就職時期に出遅れないよう、積極的に就活を行う
　企業は熱意のある優秀な学生を早期獲得するべく動きま
す。3月からプレエントリーが開始されるので、キャリアサ
ポートセンターを活用しつつ、エントリーシート、筆記試験、面
接対策など出遅れないよう準備を進めましょう。（但し、中小企
業は大企業より遅れて採用活動を開始するケースもあります）
●就職活動量に内定は比例
　場数が自身に繋がり成長を促します。エントリーシート・面
接も数をこなすほど質が上昇し、内定も近くなります。
●内定を得るまで、決してあきらめない
　卒業後は正社員としての求人は激減します。卒業まで頑

張って内定を獲得しましょう。また、必ず正社員として就職し
ましょう。
●一人でこもらず、情報のネットワークを形成
　とにかく他の人と触れ合う事を心がけてください。両親・先
輩後輩・友人・キャリサポの職員・社会人の方など、周囲からヒ
ントを得られる事は多々あります。
●学内の『業界研究講座』『企業採用説明会』を活用しよう
　就活解禁に先んじて、11月には約30の企業を招いて『業界
研究講座』を、2～4月には約160の企業を招いて『企業採用説
明会』を開催します。学内に多数の企業が来るまたと無い機会
ですので、積極的に参加しましょう。

就職活動は、お見合いのようなものです。ご自身のやりたいこと、人柄、経
験などと会社の採用したい人物像がマッチするかどうかです。ご自身の
やりたいこと、送りたい人生を頭に置き、たくさんの会社を訪問されるこ
とをお薦めします。

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.22　

帝人フロンティア株式会社
PT TEIJIN FRONTIER INDOENSIA, GARMENT DIVISION　

8:30 移動

移動中の車内でもメールチェックが欠かせ
ません！

移動中もメールチェック。商談のまとめも
あわせて行う。

13:30 移動

14:30 生地メーカーにて商談

7:00 顧客をホテルにてPICK UPし、
　　　商談をする為に縫製工場へ移動

インドネシアでは車で移動します。工場は、
郊外にあるため車で 3時間ほど掛かります。
150kmの道のりです。

インドネシア名物のナシゴレンを食べます
が、美味！

12:00 工場にて昼食

製品の生産スケジュール確認、納期交渉、価
格交渉、新規依頼などを行ないます。電話で
なく、現地で直接行う点がポイントです。

10:00 縫製工場にて商談

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　2013年3月よりインドネシアにて、現地法人PT TEIJIN FRONTIER 
INDONESIAの駐在員として勤務をしています。衣料製品を扱う部署に属
し、衣料製品の縫製工場新規開拓、生地開発、生産管理、現地スタッフ教育
などと幅広い業務に当たっています。中国の賃金高騰などで、衣料製品の
生産拠点をASEANに移行する流れとなっているため、日々、来客対応や
工場訪問とインドネシア国内を飛び回っている状況です。

★社会人になって感じたこと
　商社は人・人との繋がりが命。商社は自分達だけではモノを作れませ
ん。お客様、縫製工場、生地メーカー、資材メーカー、物流会社など多くの
会社・人のご協力の下、商売ができています。各会社の中心となって、商売
の流れ・仕組みを作り上げられる「人」そして、「人との繋がり」の大切さを
感じています。

★大学生活を振り返って
　5年間の学生生活の中で、サッカー部での活動、1年間の留学、一人旅など
など学生時代にしかできない経験を積むことができました。

★就職活動時の印象に残った出来事
　毎日のように、神戸から大阪へ通い、たくさんの会社説明会、OB訪問な
どに参加しました。
　そして、取ってきた情報を同期のサッカー部仲間と交換をしたり、お互
いのエントリーシートをチェックしあうなど、よきライバル・よき友とし
て時間を過ごすことが印象に残っています。

（第２部英米学科　2009年卒業）

主に素材に関する生産スケジュール確認、
納期交渉、価格交渉、新規素材開発などに
ついて、商談を行ないます。

日本食屋も数十件あり、日本と変わらない食
事ができます。酒への関税が非常に高く、
1.8Lの焼酎が、1万円近くします。（日本では、
2千円しない焼酎なのですが。。。）
※実は食事も大事な商談の場です。

16:30 商談終了後、ジャカルタへ移動

移動中に再度メールチェック。

19:00 顧客と夕食　　

22:00　帰宅

来客中でも、別の顧客や国内支社からメール
連絡が来ているので、ざっと目を通します。
1日 200 件近いメールが来るため、目を通す
だけでも一苦労。。。

22:30 メールチェック

　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！

　帝人フロンティア（株）は、帝人グループの製品事業部門として、年間約2､
300億の売上をあげる繊維専門商社です。主に、産業資材部門、衣料製品部門
に分かれおり、産業資材部門では、カーシート、カーテン、テントなどなど、生
活の中にあふれている繊維商品を扱っています。衣料製品部門では、テキス
タイル輸出入、カジュアル衣料製品、重衣料、軽・中衣料製品を扱っています。
2012年に、同グループの帝人ファイバーと合併し、商社でありながら、メー
カー機能を備えたハイブリットカンパニーとして、お客様のニーズを捉え、
素材・製品の開発・提供をめざしています。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！
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　「イギリスに行きたかった！」とい
うのがいちばんの理由ですが、暮らし
やすいこと、そして協定校の中でまだ
誰も行ったことのない大学であった、
ということが私には魅力的でした。

　イギリスの文化・歴史に興味があり、そ
の繁栄の中心地と言っても過言ではないロ
ンドンで一度暮らしてみたかったのでミド
ルセックス大学を選びました。この大学へ
の初の派遣留学生として、未開拓の地に挑
戦するという魅力ももう一つの理由でした。

　わからないときはわからないと
はっきり言葉にすること、そして積極
的に英語を使うことです。あとは、頭
の中で何か考えるときも、できれば英
語で考えるように心がけていました。

　速度の速い授業で活躍するのは大変でし
たが、グループプロジェクトでは、あらかじ
めリサーチや意見の準備をしておくようにし
ました。その結果ディスカッションがスムー
ズにできたり、多くの意見やアイディアが支
持されたりと貢献することができました。

　自分が学ぶ学問に関する基礎知識を固めておくこと、あとは
やはり日本の宗教観についてですね。「日本人は何教なの？」
とよく聞かれ、説明するのに苦心しました。

　「どっちでもよい」ではなく、その場で
決断し、自分の意見をよりはっきり伝え
るようになったと思います。そして日本
語の曖昧さを再認識しました。

　留学前にイギリス英語の勉強をしていたのですが、ロンドン
はさまざまな国籍の人であふれていて、むしろ純粋なイギリス
英語に触れることがありませんでした。単純にリスニング力を
鍛えるのも大事ですが、あらゆる英語の癖に慣れておいたほう
がよいと思います。

　英語力を落とさないように努力しよう
と思います。そして、向こうでスペイン
人の友人がたくさんできたので、スペイ
ン語を学んで、その子たちに会いに行く
のが夢です。

　今、留学をしようかどうか迷っている方もおられるかと思い
ます。留学で得るものは人それぞれですし、やはりお金もかか
るので、絶対に行ったほうがいいよ！と一概には言えませんが、
私はイギリスに留学したことを後悔していません。今後も付き
合っていきたいと思える友達ができたことや、いろいろな異文
化体験にあふれる 9カ月であったこと、そしてヨーロッパ圏を
旅行できたことは自分にとってかけがえのないものになってい
ると思います。楽しいことばかりではないですが、一生のうち
に一度、経験するのもありだと思います。

　最初の頃は不安でいっぱいでしたが、
さまざまな国の人と関わりながら、友情
を育んだり、ともにプロジェクトを完成さ
せることができました。今回の留学を通
して今まで学んできたこと、そして自分の
可能性に自信が持てるようになりました。

　新しいことや困難なことに挑むチャレ
ンジ精神を持って、自分の可能性を拡げ、
さらに成長し、前進していきたいです。目
前の目標としては、就活に専念し、留学
を通して学んだことを生かして、誇りを
持って働ける仕事を得ることです。

　英語力に自信のない方、海外で生活することに不安を感じて
いる方、思い切って一年間留学してみてください。必ず慣れます。
半年だとむしろ自信を失うだけです。私は今回の留学を通して、
自分ができることの再確認ができました。挑戦してみてできる
ようになったこともあります。がむしゃらに何かに挑むことも
大切ですが、せっかくの機会なので、目標や計画をしっかり立
てて、後悔のない留学にしてください。ひたむきに努力してい
れば見えてくるものがあります。やってみてできないことより
もできることのほうが多いのだから。

留学先を選んだ理由は？ 留学先を選んだ理由は？

留学中に心がけていたことは？
留学中に心がけていたことは？

もっと準備してから行けばよかったと思うことは？

留学してどんな再発見や変化がありましたか？

もっと準備してから行けばよかったと思うことは？

今後の夢・目標を教えてください。

留学を考えているみなさんにメッセージ

留学してどんな再発見や変化がありましたか？

今後の夢・目標を教えてください。

留学を考えているみなさんにメッセージ

留学先：イギリス
留学先大学名：Middlesex University

（ミドルセックス大学）
留学期間：2013年9月～2014年6月

留学先：イギリス
留学先大学名：Northumbria University

（ノーサンブリア大学）
留学期間：2013年9月～2014年5月

（中央）

英米学科 4年 ( 留学時 3年 )
（写真左）

英米学科4年(留学時3年)



夏休みも終わり、3年生の皆さんは来年3月からの就活本番に向け徐々に準備を始める頃でしょうか？
前回の『内定を得るポイント①』に引き続き、就活で気をつけて欲しい事を数点、お話します。

●就職時期に出遅れないよう、積極的に就活を行う
　企業は熱意のある優秀な学生を早期獲得するべく動きま
す。3月からプレエントリーが開始されるので、キャリアサ
ポートセンターを活用しつつ、エントリーシート、筆記試験、面
接対策など出遅れないよう準備を進めましょう。（但し、中小企
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接も数をこなすほど質が上昇し、内定も近くなります。
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　卒業後は正社員としての求人は激減します。卒業まで頑

張って内定を獲得しましょう。また、必ず正社員として就職し
ましょう。
●一人でこもらず、情報のネットワークを形成
　とにかく他の人と触れ合う事を心がけてください。両親・先
輩後輩・友人・キャリサポの職員・社会人の方など、周囲からヒ
ントを得られる事は多々あります。
●学内の『業界研究講座』『企業採用説明会』を活用しよう
　就活解禁に先んじて、11月には約30の企業を招いて『業界
研究講座』を、2～4月には約160の企業を招いて『企業採用説
明会』を開催します。学内に多数の企業が来るまたと無い機会
ですので、積極的に参加しましょう。

就職活動は、お見合いのようなものです。ご自身のやりたいこと、人柄、経
験などと会社の採用したい人物像がマッチするかどうかです。ご自身の
やりたいこと、送りたい人生を頭に置き、たくさんの会社を訪問されるこ
とをお薦めします。

★後輩へのエール

OB・OGからの報告
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8:30 移動

移動中の車内でもメールチェックが欠かせ
ません！

移動中もメールチェック。商談のまとめも
あわせて行う。

13:30 移動

14:30 生地メーカーにて商談

7:00 顧客をホテルにてPICK UPし、
　　　商談をする為に縫製工場へ移動

インドネシアでは車で移動します。工場は、
郊外にあるため車で 3時間ほど掛かります。
150kmの道のりです。

インドネシア名物のナシゴレンを食べます
が、美味！

12:00 工場にて昼食

製品の生産スケジュール確認、納期交渉、価
格交渉、新規依頼などを行ないます。電話で
なく、現地で直接行う点がポイントです。

10:00 縫製工場にて商談

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　2013年3月よりインドネシアにて、現地法人PT TEIJIN FRONTIER 
INDONESIAの駐在員として勤務をしています。衣料製品を扱う部署に属
し、衣料製品の縫製工場新規開拓、生地開発、生産管理、現地スタッフ教育
などと幅広い業務に当たっています。中国の賃金高騰などで、衣料製品の
生産拠点をASEANに移行する流れとなっているため、日々、来客対応や
工場訪問とインドネシア国内を飛び回っている状況です。

★社会人になって感じたこと
　商社は人・人との繋がりが命。商社は自分達だけではモノを作れませ
ん。お客様、縫製工場、生地メーカー、資材メーカー、物流会社など多くの
会社・人のご協力の下、商売ができています。各会社の中心となって、商売
の流れ・仕組みを作り上げられる「人」そして、「人との繋がり」の大切さを
感じています。

★大学生活を振り返って
　5年間の学生生活の中で、サッカー部での活動、1年間の留学、一人旅など
など学生時代にしかできない経験を積むことができました。

★就職活動時の印象に残った出来事
　毎日のように、神戸から大阪へ通い、たくさんの会社説明会、OB訪問な
どに参加しました。
　そして、取ってきた情報を同期のサッカー部仲間と交換をしたり、お互
いのエントリーシートをチェックしあうなど、よきライバル・よき友とし
て時間を過ごすことが印象に残っています。

（第２部英米学科　2009年卒業）

主に素材に関する生産スケジュール確認、
納期交渉、価格交渉、新規素材開発などに
ついて、商談を行ないます。

日本食屋も数十件あり、日本と変わらない食
事ができます。酒への関税が非常に高く、
1.8Lの焼酎が、1万円近くします。（日本では、
2千円しない焼酎なのですが。。。）
※実は食事も大事な商談の場です。

16:30 商談終了後、ジャカルタへ移動

移動中に再度メールチェック。

19:00 顧客と夕食　　

22:00　帰宅

来客中でも、別の顧客や国内支社からメール
連絡が来ているので、ざっと目を通します。
1日 200 件近いメールが来るため、目を通す
だけでも一苦労。。。

22:30 メールチェック

　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！

　帝人フロンティア（株）は、帝人グループの製品事業部門として、年間約2､
300億の売上をあげる繊維専門商社です。主に、産業資材部門、衣料製品部門
に分かれおり、産業資材部門では、カーシート、カーテン、テントなどなど、生
活の中にあふれている繊維商品を扱っています。衣料製品部門では、テキス
タイル輸出入、カジュアル衣料製品、重衣料、軽・中衣料製品を扱っています。
2012年に、同グループの帝人ファイバーと合併し、商社でありながら、メー
カー機能を備えたハイブリットカンパニーとして、お客様のニーズを捉え、
素材・製品の開発・提供をめざしています。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！



市民講座／オープン・セミナー

オープン・セミナー2014後期 （9月～1月）

市民講座

語学講座２コース、教養講座４コースを開催します。（外大生でも有料です。）

今年度は「漢字の国のレトリック」というテーマのもと、本学教員ら8名が、自分の専門領域から言語、文化に関するさまざ
まな事例を平易な語り口で紹介します。

2014年度市民講座、オープン・セミナーを下記のとおり開催します。
※詳細・申込みについては大学HP参照

（1）語学講座Ⅰ：第一次大戦下の英文学
准 教 授：Henry Atmore
日 付：9月30日～12月16日（毎週火曜日）
時 間：10 時 30 分～ 12 時 00 分
受 講 料：14,400 円（全 12 回）

（5）教養講座Ⅲ：�黒字であれば問題ない？
－利益情報を活かす方法－

講 師：石椛 義和
日 付：1 月 6 日～ 27 日（毎週火曜日）
時 間：12 時 45 分～ 14 時 15 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

（6）教養講座Ⅳ：共通語アクセント入門
―朗読、アナウンスの基礎―

教 授：中井 幸比古
日 付：9 月 17 日～ 10 月 8 日（毎週水曜日）
時 間：18 時 00 分～ 19 時 30 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

（2）語学講座Ⅱ：スペイン語講座（初級）Ⅱ
准 教 授：成田 瑞穂
日 付：10月1日～12月17日（毎週水曜日）
時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
受 講 料：14,400 円（全 12 回）

（4）教養講座Ⅱ：ドイツ美術　（1911 年〜 2014 年）
准 教 授：Edgar Franz
日 付：10 月 15 日～ 11 月 26 日（隔週水曜日）
時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

【三宮で開催する講座（神戸国際協力交流センター）】
（3）教養講座Ⅰ：映画が開く国際関係の扉　その２

教　授：船尾 章子・名誉教授：村上 信一郎・
准教授：大石 高志・准教授：江阪 太郎
日 付：11 月 26 日～ 12 月 17 日 （毎週水曜日）
時 間：16 時 05 分～ 17 時 35 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

平尾隆弘氏講演会
「芥川・直木賞と文藝春秋」

本学卒業生で文藝春秋前社長の平尾氏に芥川・直木賞選
考の裏側を語っていただきます。

日 付：10 月 23 日（木曜）
時 間：14 時 30 分～ 16 時 00 分
場 所：三木記念会館

高遠菜穂子氏講演会
「私はなぜイラクへ行くのか　

～支援活動の『今』と『これから』～」
イラク支援ボランティアとして活動を続ける高遠氏にイラクの

「今」を語っていただきます。
日 付：11 月４日（火曜）
時 間：16 時 05 分～ 17 時 35 分
場 所：第２学舎 501 教室

【第5回】
「中国人のジョーク、駄洒落」
教授：太田 斎

（水曜）

15
10

【第 2回】
「変幻自在の錬金術―100年の文体を俯瞰する―」
准教授：津守 陽

10（土曜）
4

【第 4回】
 「返り点のいらない中国語」
福岡大学講師：川澄 哲也

10（土曜）
11

【第 6回】
「「おみくじ」とチベットの「さいころ占い」」 
客員研究員：西田 愛

10（土曜）
18

【第 8回】
「冠婚葬祭からみた中国人の死生観」
教授：秦 兆雄

10（土曜）
25

【第 1回】
「字謎　―中国の文字当てなぞなぞ―」
教授：竹越 孝

10（水曜）
1

【第 3回】
「「詩は“戯れ”のゆく所なり」　
　―ユーモラスな漢詩を読む―」 
准教授：紺野 達也

10（水曜）
8

【第 7回】
「くには高く、地は清し」
　―古代チベットの慣用句とその世界―
客員研究員：岩尾 一史

10（水曜）
22

時 間：水曜日 :18 時～ 20 時／
土曜日 :14 時～ 16 時

受講料：外大生は無料です。一般：1 回毎の受講は 1000 円／ 8 回通しで 5000 円
他大学学生・高校生：1 回毎の受講は 500 円／ 8 回通しで 2500 円

【学園都市開講講座】【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】

研究所
はじめました

神戸市外国語大学外国学研究所 Twitter アカウントを開設しました。
本学が開催する市民講座、オープン・セミナー、講演会等の最新情報をお届けします。

アカウント名 : 神戸市外国語大学 外国学研究所
アカウント ID: @KCUFS_rifs

講
演
会
の
お
知
ら
せ

Twitter



　8 月 10 日（日曜）に予定されていたオープンキャンパスは台風のため中止となってしまいましたが、24
日（日曜）に開催されたオープンキャンパスには過去最多となる 3,200 名の方にお越しいただきました。
　今年のオープンキャンパスでも、学生スタッフがキャンパスツアーなどの催しものから、誘導などさまざま
な場面で活躍しました。ウエルカムステージでは、歌とダンスで来場者の方を歓迎し、キャンパスツアーでは
施設のみならず学生生活の紹介を交えながら学内を案内しました。
　来場者アンケートでは「この大学に入りたいと思った」、「とても学生生活が充実していることが伝わりまし
た」など、好意的な意見が多数見られました。
　今後とも、学生とともに教職員一体となり魅力的なオープンキャンパスを開催していきます。

　今年で 4 回目となる MCJ は、外大生が運営する委員会が企画・実施す
るコンテストで、学生の創造力、企画力、発信力の向上をめざすものです。
神戸市内の地元企業等から毎年違うテーマをいただき、そのテーマに対す
る具体的なマーケティングプランを全国から参加した大学生チームが英語
で発表し競い合います。関東・ 関西で予選を行い、12 月 13 日（土曜）に、
本学大ホールで決勝大会を行います。 
　今回は、神戸市と包括連携協定を締結している伊藤ハム株式会社から『伊
藤ハム製品「ポークビッツ」の販売促進戦略』等のテーマをいただきました。
参加チームは英語でのマーケティングプランの作成・発表を通じて、プレ
ゼンテーション能力や提案内容の実現可能性を競います。 
　英語を使って何かがしたい！マーケティングに興味はあるけど何から始
めたらよいかわからない…そんな外大生の皆さん、必見です！「THE 
BEGINNING IS HERE!!」ふるってご参加ください。詳細情報、お問い合
わせ、お申し込みは下記 URL まで。

第４回全国大学生マーケティングコンテスト（MCJ）を開催します

（MCJホームページ）http://marketingjp.com/ （過去の大会風景）

2014年度オープンキャンパス報告



お 知 ら せ
　国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催について（学部1年生対象）

　下記のとおり、ICC の説明会を開催します。
　対象学生のうち、ICC 希望者は、必ず説明会に出席してください。

【対象】2014 年度入学の学部生で、２年生に進級予定者
　　　 ※第２部学生、編入・転部の学生は除く。

【日時】11 月４日（火曜）12 時 10 分～ 12 時 35 分
【場所】503 教室
ICC の申し込みには、TOEIC のスコア提出が必要です。

　大学院2014年度修士論文提出

2014 年度修士論文の提出について
１. 修士論文題目届（本学所定の様式）

（1）提出期限　2014 年 11 月 10 日（月曜）17 時まで
２. 修士論文

（1）提出期限　2015 年 1 月 13 日（火曜）17 時まで
（2）提出物
　　①修士論文 3 部
　　＊ページ数については、指導教員と相談してください。
　　②日本語による要旨 4 部
３. 注意事項

（1）提出場所は、いずれも研究所事務室
（2）本学所定の様式は GAIDAI PASS よりダウンロードしてく

ださい。
（3）論文を綴じる必要はありません。左上をダブルクリップ等

で留めてください。
（4）土日祝は受付不可。提出期限後は一切受理しません。
（5）内容等については、指導教員の指示に従ってください。

　授業料後期分の納入について

　2014年度後期授業料払込書を10月上旬に送付しましたので、
払込期限（10月31日（金曜））に遅れないように銀行又は郵便局の
窓口で納付してください。
＜注意事項＞
①�払込書送付先変更等がある場合は、至急、経営企画グループ財務
班まで申し出てください。住所変更がある場合は、学生支援教育
グループ学生支援班まで申し出てください。
②�期限までに払い込みができない場合は、必ず経営企画グループ
財務班までご相談ください。

【問合せ先】　経営企画グループ　財務班　TEL 078-794-8123

　日本学生支援機構奨学金　返還説明会

　2015 年 3 月貸与終了予定者対象（主に現在 4 年生　ただし、
2009 年以前に採用された方は除く）
日時：11 月 5 日（水曜）16 時～ 17 時（501 教室）
　　　11 月 12 日（水曜）13 時～ 14 時（501 教室）
対象：現在、日本学生支援機構奨学生（2010 年以降に採用され
た方）で、2015 年 3 月に貸与終了となる学生。掲示板でお知ら
せします。（※多くが卒業予定者）
手続き締切日：11 月 28 日（金曜）
　期限までに必要書類を揃え、学生支援班へ提出しなければなり
ません。いずれかの日程に必ず出席してください。書類の提出が
ない場合、奨学金の返還ができず、延滞となる場合があります。

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

　学生顕彰者の募集について

　2014 年度の学生顕彰被推薦者を募集します。
　団体または個人で各種大会等に参加し、学生顕彰基準に該当す
る優秀な成績を収めた場合は審査のうえ表彰を行いますので、該
当者は 11 月 28 日（金曜）までに学生支援班に「課外活動等成
績報告書」を提出してください。
　なお、12 月以降に新たに該当する成績を収められた場合も学
生支援班に逐次提出をしてください。
　大会のパンフレット、概要、表彰状、成績表、新聞記事等のコピー
も提出してください。
　顕彰表彰基準については大学ホームページで確認してください。
※「課外活動等成績報告書」は学生支援班にあります。

　第13回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選大会

　5 月 25 日（日曜）大阪産業大学梅田サテライト孔子学院にお
いて、「第 13 回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区
予選大会」が行われ、中国学科 4 年の宮田知佳さんが特等賞（最
優秀賞）を受賞、中国学科 3 年の春口昌輝さん、武井宏光さん
が 2 等賞、川上俊輝さんが 3 等賞を受賞しました。

　行事予定（9月～12月）

　新任教員紹介

★ 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

9月17日（水曜）～
2015年1月27日（火曜）

オープン・セミナー2014
（9月～1月）

10月1日（水曜）～25日（土曜） 2014年度市民講座

10月31日（金曜） 外大祭準備のため休講

11月1日（土曜）・2日（日曜） 外大祭

11月29日（土曜） 推薦入試、特別選抜入試（帰国子女・
外国人・社会人）（学内立入禁止）

11月30日（日曜） 特別選抜入試（社会人）

12月6日(土曜）・7日（日曜） 語劇祭

12月22日（月曜）～26日（金曜） 補講・集中講義

2015年1月16日（金曜） センター試験準備のため休講
（学内立入禁止）

2015年1月17日（土曜）・18日（日曜）大学入試センター試験（学内立入禁止）

ロシア学科 金子�百合子��准教授

専門は現代ロシア語の文法ですが、特にアスペクトや
語形成を中心に対照言語学的視点から研究しています。
授業を通してロシア語に対するさまざまな「気づき」
を促しながら、皆さんと一緒に、私にとっては二度目の、
外大生活を過ごしていきたいと思います。


