
シンガポールで学んできたこと 

ＮＵＳで勉強すると、語学だけでなくシンガポー

ルについて学ぶことができます！ 

シンガポールの社会保障についての授業を受講し

ていたのですが、シンガポールでは年金がないので

自分で稼がないといけないことをまず知りました。 

実際、年配の人がモスバーガーのレジで働いてい

るのを目の当たりにして複雑な気持ちになったり、

メイドさんはフィリピン人やインドネシア人ばかり

という格差社会の実情も垣間見られました。 

また、授業では講義以外で街頭でのアンケート調

査、ファミリーサービスセンター訪問などの貴重な

体験ができました。 
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ＮＵＳを選んだ理由は？ 

アジアの中の日本の存在に興味があり、アジアと

いうものを見てみたかったのが一つの理由です。 

実際行ってみて、日本はアジアの中心として注目

されているということを実感しました。 

世界中の若者に日本のアニメは人気ですが、シン

ガポールの若者には日本のドラマが人気でした！ 

滞在中に驚いたことは？ 

あまりリサーチして行かなかったので、まず、シ

ンガポールにはインド人いるんや！と驚きました。

中国人、ベトナム人、マレーシア人など、色々な

人種が同じクラスにいるのが不思議でしたが、各国

の文化をそれぞれ活かしているところが良かった

です。各文化を主張しすぎず、お互いの文化を紹介

しあう文化交流イベントもありました。（民族衣装

の交換など） 

勉強はどうでしたか？ 

人生で一番勉強しました！ 

バスでの移動時間も利用して、と

にかくいつでも勉強しました。 

後輩へメッセージ 

事前にリサーチしすぎず、最低限の情報のみ持って挑み、自分

の肌ですべてを感じてほしいです。人によって感じ方は違うの

で、先入観を持たず現地で体感することが大切だと思います。 

今しかない時間をしっかり使って悔いのないように過ごして

ください！ 

また、シンガポールからはアジア各国への旅行がお得です。私

はカンボジア・タイ・マレーシアへ行きました。みなさんも日本

へ帰国する前に、是非アジア各国へ旅行してみてください！ 

国立シンガポール大学(NUS)留学 

（2007.8～2007.12） 

英米学科３回生 笹川 泰世 

その他派遣留学の体験談は国際交流センターでご覧いただけます。 



おおお 知知知 ららら せせせ   

学生支援・教育グループから 

 

★成績通知書の交付について 

２月２６日（火）・２７日（水）に配布します。 

※配付場所・時間は、本部棟前の掲示板に後日掲示します。 

 

★講義概要・時間割表(学部・第２部)の交付について 

４月１日（火）・２日（水）に配布します。 

※配付場所・時間は、本部棟前の掲示板に後日掲示します。 

 

★２００８年度履修登録について 

日程：４月１５日（火）～１８日（金） 

場所：CAI 教室 

※時間等については、本部棟前の掲示板に後日掲示します。 

 

★専攻語学Ⅲ・Ⅳの予備登録について 

英米・第 2 部英米学科の３・４年生は、専攻語学Ⅲ・Ⅳの

予備登録が必要です。カリキュラム班にて手続きを行ってく

ださい。 

期間：4/１(火)・２(水)（講義概要等配布日と同じです。） 

★科目等履修生の募集要項の配布について 

「科目履修生募集要項」を 2/1(金)よりカリキュラム班で

配布します。 

１．募集人員 

①一般・語学課程：<学部>48 名、<第２部>36 名 

②教職課程：<学部>16 名、<第２部>12 名 

③司書課程：<第２部>24 名(うち新規は 12 名) 

④学校図書館司書教諭課程：<第２部>6 名 

２．出願期間：2/28(木)・29(金) 

３．試 験 日：3/7(金) 

★学部・第２部転部試験について 

下記の書類及び受験料を下記受付期間内にカリキュラム班

まで提出してください。（募集要項はカリキュラム班にて配

布しています。） 

１．提出書類：転部願書・転部試験受験承認書・受験票・

転部出願理由書 

２．受 験 料：第 2 部英米学科･･･15,000 円 

学 部英米学科･･･17,000 円 

３．出願日時：2/26(火)・27(水) 14 時～17 時 

４．試験日時：３/７(金) 10 時～ 

 

★学内施設の使用停止について 

本学入学試験の当日＜2/25(月)、3/12(水)＞については、

学内施設の使用は全面的に停止します。課外活動等での使用

も同様です。また、学生支援・教育グループの窓口業務につ

いても休止します。 

★春季休業中の学生支援･教育グループ窓口の執務時間について 

月・水・金曜日･･･9:00～20:00 

火 ・ 木 曜 日･･･9:00～17:00 

学生会館の利用も原則として上記と同じ扱いです。休日の

会議室等の使用は、特別使用許可が必要です。（基本的に土・

日・祝日は休業です） 

★卒業式・修了式について 

日時：３月２５日（火）１０：００～≪時間厳守≫ 

場所：大ホール 

学位記･卒業証明書等は式終了後に指定教室でお渡ししま

す。教室は本部棟前の掲示板に掲示します。当日は式会場に

も掲示しますので、ご確認ください。 

★卒業・修了・成績証明書の発行について《重要》 

卒業･修了予定者で、卒業･修了･成績証明書の交付を希望さ

れる方は、学生支援教育グループにて下記日時に申請を行っ

てください。式当日の申請・交付はできません。 

日時：2／26(火)・27(水) 

<学部>10:00～17:00、<第 2 部>17:00～19:00 

手数料：各 1 通につき 300 円 

※窓口の混雑が予想されますので、卒業・修了予定者以外

の方はご遠慮下さい。 

※3／26（水）からは申請・交付ができます。 

 

図書館から 

 

★閉館期間中のサービスについて 

すでにお知らせしましたように空調工事に伴い、図書館は

２/１(金)～３/３１(月)の間、閉館します。その間のサービス

は以下の通りです。詳しくは、図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認くだ

さい。また、開館中に館内でご自由にお取りいただいていた

「図書館閉館期間のサービス案内」（裏面は自習室カレンダ

ー）は学生支援班窓口に常備しますので、ご利用ください。 

①図書の貸出（閲覧室の資料を除く） 

②予約図書の受け取り 

③他の図書館の資料の取り寄せ（現物貸借・文献複写）と

返却 

④紹介状の発行等ご希望の方は下記までご連絡下さい。 

電話：０７８－７９４－８１５３  

Mail：mado@lib.kobe-cufs.ac.jp 

★閉館中の図書の返却について 

図書館入口のブックポスト（返却ポスト）に図書を入れて

ください。ただし、ブックポストに返却できるのは本学図書

館の図書のみです。 

★今春卒業予定者の最終返却期限について 

今春卒業予定の方に貸出した資料の最終返却期限は３月６

日（木）です。この期限までに返却されない場合は返却する

まで卒業証書をお渡しできないことがあります。 

★卒業後の図書館の利用について 

卒業後も図書館の利用を希望される方は４月以降に図書館

カウンターに申し出てください。資料の閲覧と複写ができま

す。住所を証明するものがあれば貸出も可能です。 

 

視聴覚ライブラリーから 

 

★春季休業中の開室時間について 

2008 年 2 月～3 月に大規模な空調工事が予定されてお

り、その間視聴覚ライブラリーの使用が出来なくなります。

具体的な日程は、決定次第、掲示板等でお知らせします。 



 

 

 

イスパニア学科３年 坂口 裕祐 

僕は８月から早めに就職活動を行い、夏休みにはさまざま

なインターンシップを体験しました。ここでは富士通でのイ

ンターンシップについて書きます。富士通のインターンシッ

プに参加した理由はビジネス現場の社員や空気に触れたかっ

たからです。 

富士通のインターンシップは５日あり、６人チームでグル

ープワークを徹底的に行いました。テーマは主に「LEGO の

車(おもちゃでお馴染み)を用いたプログラミング」と、「ドリ

ームアイランド島計画のプレゼンテーション」の２つでした。

LEGO のプログラミング作業では、僕たちは文系と理系で役

割分担を行いました。文系は主に車がどのような複雑な動き

が可能であるか限られた時間の中でアイデアを出し合い提案

しました。その提案を受けて、理系はその実現が可能かどう

かを判断しプログラミングを進めていきました。僕たち文系

のちょっとした一言が理系を刺激させ、完成により近づいた

ときがあり、これこそグループワークの醍醐味であると感じ

ました。 

ドリームアイランド島計画では、その島に永住させたいタ

ーゲットを決め、彼らのニーズを考え、富士通の持っている

技術を用いてどのようなことができるのかを３日間で決めて

いきましたが、このグループワークは困難を極めました。そ

もそも僕たちは富士通の持っている技術を知らないので、富

士通のパンフレットやインターネットで調べることから始め

ました。とりわけ最も困難だったことは、ターゲットを決め

るときに意見が２つに分かれてしまい、素早く意見をまとめ

て解決するのにどのようにすればいいのかということでした。

僕はあまりグループワークに慣れていなくて、適切な解決の

手段がわからなかったので、とにかくみんなの話をよく聞い

て積極的な姿勢だけは崩さずにいました。１人で決めること

はできても、みんなで決めて意思統一することがこれほど難

しいとは思いませんでした。 

富士通のインターンシップの内容は限られたスペースでは

十分書ききれない程で、僕は本当に多くのことを学びました。

役割分担の重要性（効率性）、ディスカッションの大変さ、プ

レゼンテーション、グループワークの進め方などです。すべ

てに共通していることは「時間は限られている」ということ

でした。これはどんな傑作を完成しても与えられた時間を過

ぎると０点と同じだということです。コンクールで締め切り

後にすばらしい作品を出されても採点不可能なのは当たり前

のことです。僕は時間の大切さを学びましたが、他の人もそ

れぞれ色々な事を学んだと思います。インターンシップに参

加すれば必ず何か得られるものがあります。大学一年生から

でもインターンシップに参加できる企業もあります。興味が

あればぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

第２部英米学科 ３年 山下 晶子 

今夏、全日本空輸株式会社のインターンシップに参加させ

ていただき、羽田空港にて、グランドスタッフの仕事を一部

経験させていただきました。インターンシップ開始前日に、

座学研修を行い、「ANA について」「立ち居振る舞いについ

て」「業務について」を学びました。その後、約３週間、１日

５時間半、４勤２休で業務をさせていただきました。 

研修内容は、大きく分けて３つありました。１．カウンタ

ー業務（「キッズらくのり」というお子様一人旅の受付）２．

「キッズらくのり」ご利用のお子様のご案内（到着した飛行

機から、到着ロビーでお待ちの保護者の元まで）３．搭乗口

業務（搭乗口でチケットを機械に通したり、出発間近になっ

ても搭乗口にお越しにならないお客様を探しにいきます） 

これら以外にも、ブリーフィング（会議）に参加させていた

だいて、車椅子の使い方について学ばせていただいたり、サ

ービスについてのディスカッションをする時間も設けていた

だきました。 

私がインターンシップに参加した理由は、ANA の客室乗務

員（ＣＡ）になることが夢だからです。今回の研修は機内で

はなく空港でしたが、「飛行機を飛ばす」という目的に変わり

はありません。お客様が飛行機にご搭乗される前後の流れを

知ることは、客室乗務員になっても活かせると思いました。

選考方法はエントリーシートの提出でした。初めて書くエン

トリーシートに戸惑いましたが、キャリアサポートセンター 

の方や、４年生の先輩にもアドバイスをいただいたおかげ

で、このような機会に恵まれました。 

このインターンシップを通して得たものは、計り知れませ

んが、ここでは３つ述べたいと思います。１つ目は、失敗で

す。失敗して、悩んで、「どうしたらお客様に喜んでいただけ

るか」を毎日考えていました。その結果、お客様の立場に立

つことの大切さを教えられました。２つ目は、お客様の姿、

社員の方々の姿です。出会ったお客様の笑顔や言葉は、その

時嬉しく感じただけでなく、今も私を幸せにしてくれます。

そして、社員の方々の姿は、言葉で説明することは難しいの

ですが、やさしく、強いと思いました。時間と戦いながらも、

お客様に対するおもてなしの心を持ったその姿は、まさにお

客様が求めていらっしゃることだと思ったのです。３つ目は、

３週間をともにした素敵な仲間です。今も同じ夢に向かって

いる、努力家で、前向きな仲間がいるということは、とても

心強く、励みになります。その仲間と再び一緒に働きたいと

いう気持ちが、より一層 CA になる、という想いを高めてく

れます。 

人それぞれ、インターンシップによって得るものは異なる

と思いますが、必ずやその経験が就職活動をする上で支えに

なってくれると思います。ぜひ、挑戦されてみてはいかがで

しょうか。

 



 

学生ボランティア・サークル 「イスパニア絵本翻訳の会」 

～エルサルバドルの文部大臣より感謝状を贈られる～ 

「イスパニア絵本翻訳の会」は、2007 年春よりカミロ・ボニーヤ

さん（エルサルバドル救援委員会代表・兵庫県在住）をアドバイザー

に迎え、絵本をイスパニア語に翻訳する活動を始めました。毎週水曜

日に活動し、昨年１２月までに４２冊を完成させました。 

私たちが翻訳したこの絵本が、カミロさんによってエルサルバドルの「ちびっこ図書館」まで届けられ、私

たちはエルサルバドルの文部大臣より感謝状を頂くことになりました。大変光栄に思うのと同時に、活動に協

力してくださった方々にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。 

今のサークルメンバーの大半は今春卒業してしまうため、少しでも絵本翻訳ボランティアに興味のある

方は、ぜひ、ボランティアコーナーにお越しください。お待ちしています。 

（「ちびっこ図書館」は、絵本に接する機会をもてない子どもたちのために、カミロさんの尽力で造られたものです。） 

 

 

ボランティア・コーナーより 

 

昨年 12/18、外大生 12 名がこの春

に向けての花植え活動

を実施しました。 

春にはチューリップ、

パンジー、デイジーな

どがキャンパスを彩っ

てくれることを期待し

ています。 

 

 

いろいろな『相談窓口』 

 

一人で悩んでいること、困っていることはありません

か？ 

学習のこと、進路のこと、健康のこと、生活のこと、

友人関係、自分の性格等、ちょっと人に話すことで気

持ちが楽になるかもしれません。ちょっと人に話すこ

とで自分の考え方の選択性が広がるかも知れません。 

人に悩みを話すことは自分の心を解放する第一歩で

す。気楽に保健室、学生相談室をたずねてみてはいか

がですか？ 

保健室はいつでも利用できます。（長期休暇中は 17

時までなので、気をつけてください）。学生相談室の相

談日は、月・水・木曜日の 12 時～18 時です。相談し

てみたい方は、事前に保健室で予約してください。（長

期休暇中は水曜日の 11 時～17 時です）。 

また、学内にはチューターの教員、ゼミ担当教員、授

業などに関する相談窓口等もありますので気軽に相談

してください。（詳しくは学生便覧をご覧ください。） 

 

行 事 予 定 
2 月 17 日(日)･･････････････大学院博士及び修士２次入学試験（発表２/２１） 

18 日(月)～22 日(金)･･･編入学試験願書受付 

22 日(金)～29 日(金)･･･大学院研究生・研修員願書受付 

25 日(月)･･････････････一般入試<前期日程>入学試験（発表３/６） 

3 月 2 日(日)･･････････････大学院修士<英語教育学専攻>入学試験（発表３/６） 

7 日(金)･･････････････転部、編入学、科目等履修試験（発表３/２０） 

12 日(水)･･････････････一般入試<後期日程>入学試験（発表３/２０） 

13 日(木)・14 日(金)･･･一般入試<前期日程>、大学院博士、修士 2 次、英語教育学専攻入学手続き 

14 日(金)･･････････････外国人研究生、大学院研究生・研修員選考試験（発表３/２０） 

25 日(火)･･････････････卒業式・卒業記念パーティ 

27 日(木)･･････････････一般入試<後期日程>、編入学、科目等履修、外国人研究生、大学院研究生・研修員

入学手続き 

４月 ７日(月)･･････････････入学式 

８日(火)･･････････････授業開始 

９日(水)･･････････････オリエンテーション 
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卒業記念パーティのお知らせ 

同窓会および伸興会主催の「2007 年度 卒業

記念パーティ」を下記のとおり開催いたします。

多数の卒業する学部生・院生の参加をお待ちして

おります。ご父母の方々もぜひご参加ください。

事前申し込みは不要です。（参加費無料） 

●日時：2008 年 3 月 25 日(火)13:30～ 

●場所：西神オリエンタルホテル ４階

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 

次号は４/１発行予定です。


