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2014年度の本学の就職率は堅調な結果となりました。就職に
対する「しっかりとした自分の軸」を持つことが、就職活動のス
タートです。学業や課外活動に真剣に取り組み、「自己」を確立
し就職活動に臨んでください。
� （キャリアサポートセンター）

学科別・主な就職先

【英米】
京セラ、国際石油開発帝石、コマツ、シャープ、マルハニチロ、岡
谷鋼機、阪和興業、SBJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
新関西国際空港、西日本鉄道国際物流事業本部、日本通運、日本郵船、
三井倉庫、デル、JTB西日本、日本旅行、大阪法務局、京都府教育
委員会（中学校教員）、神戸市教育委員会（中学校教員）など

【ロシア】
ジェイテクト、住友ゴム工業、東洋ゴム工業、ニプロファーマ、日
立オートモティブシステムズ、ロクシタンジャポン、千趣会、大垣
共立銀行、三菱東京UFJ 銀行、ANA大阪空港、NYK�Container�
Line、上組、キューソー流通システム、山九、戸田建設、日本航
空（JAL）、高松国税局、堺市役所、外務省在外公館派遣員（ウク
ライナ）、日本原子力研究開発機構�など

【中国】
関西ペイント、スズキ、日本精工、ノーリツ、パナソニック、富士
通テン、ヤンマー、岩谷産業、日鉄住金物産、SMBC日興証券、
日本生命保険、三菱UFJ信託銀行、ゆうちょ銀行、りそなホールディ
ングス、全日本空輸（ANA）、日本放送協会（NHK）新潟放送局、
神戸税関、近畿地方整備局、大阪府庁、福岡県庁�など

【イスパニア】
エア・ウォーター、島津製作所、宝酒造、不二越、モロゾフ、リー
ガルコーポレーション、伊藤忠ケミカルフロンティア、福井銀行、
みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、近鉄エクスプレス、
JAL スカイ、郵船ロジスティクス、朝日広告社、時事通信社、電
通沖縄、日本アイ・ビー・エム・サービス、JTB西日本、シャン
グリ・ラホテル東京、阪急交通社�など

【国際関係】
IHI、アシックス、オリンパス、塩野義製薬、シスメックス、テルモ、
東芝、トヨタ紡織、久光製薬、ブリヂストン、瀧定名古屋、日立建
機日本、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、日本航空
（JAL）、アクセンチュア、日本アイ・ビー・エム、楽天、沖縄県庁、
神戸市役所�など

【第 2 部英米】
神戸屋、住江織物、三五、ダイフク、大和冷機工業、ディーエイチ
シー、ニトリ、LIXIL ビバ、中国銀行、三井住友海上火災保険、上組、
JALスカイ大阪、西濃運輸、日本航空（JAL）、インテリジェンス、
エイチ・アイ・エス、京阪アーバンシステムズ、ザ�パーク�フロン
ト�ホテル�ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、名鉄観光サービス、
神戸市役所�など

2014 年度卒業生就職状況

学科 就職
希望者数 就職者数

就職者の内訳 就職率
(%)民間 公務員 教員

英米 134 134 118 6 10 100.0
ロシア 33 33 31 2 0 100.0
中国 50 50 42 7 1 100.0
イスパニア 34 34 33 0 1 100.0
国際関係 67 65 61 4 0 97.0
第 2部英米 58 54 48 3 3 93.1
合計 376 370 333 22 15 98.4

業種別・主な就職先
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【貿易・商事】
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近鉄エクスプレス③、山九④、JALスカイ、新関西国際空港、西濃運
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県教育委員会（教員）、神戸市教育委員会（教員）②、外務省在外
公館派遣員（ウクライナ）、大阪大学、京都大学、日本原子力研究
開発機構、日本鉄鋼連盟�など



私は最初からサービス業を目指していたわけではありません。就職
活動は会社との出会いです。やりたいことを目指すのも大事ですが
視野を広く持って、「受かる」のではなく、自分を求めてくれる会社と
「出会う」、そういう考え方で活動して欲しいと思います。

★後輩へのエール

12:00 客室清掃

当日のチェックインの時間までにお部屋を仕上げます。
スピードとクオリティどちらも重要です。

14:00 チェックイン、お客様へのご案内とご滞在のアレンジ

受付からお部屋まで専用車でご案内。チェックインはお
客様の情報を引き出す大事な時間。そこからそのお客様
に合ったサービスや滞在プランをご提案します。

16:00 休憩

休憩中は先輩後輩関係なく和気あいあいとした雰囲気。
楽しい時間と同時にその日の営業に関する情報を交換で
きる貴重な時間でもあります。

17:00 夕食準備

夕食レストランの営業にむけての準備

18:00 夕食サービス

21:00 退勤

その日気付いたお客様の情報をデータに残し、退勤。
退勤後は、寮に住んでいるので同じ寮の同期とご飯を食べた
りお酒を飲んだりします。

★現在の業務 
　入社して1年、星野リゾートの本拠地である星のや軽井沢で
サービススタッフとして働いています。業務は幅広く、フロン
トや調理、客室清掃などお客様の動きに合わせて1日の間で複
数の業務を行うマルチタスクという働き方をしています。ま
た、サービス以外にも顧客満足度分析から改善点を考えたり、
日本文化や地域の魅力を楽しんで頂けるような企画を通して
お客様の滞在をより魅力的に演出するのが私の仕事です。

★社会人になって感じたこと
　学生の時は働くことに対してマイナスのイメージしかあり
ませんでした。しかし、仕事をする上での知識や失敗も、全てが
自分の教養や成長になります。辛いこともありますがそう思う
と毎日充実して楽しく働けますよ。

★大学生活を振り返って
　自由な時間を十分楽しめたと思います。暇さえあれば国内、
海外と旅行に行きました。社会人になると難しいので、大学時
代にいろいろな所へ行けてよかったと思います。またその経験
が今の仕事に生きています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　星野リゾートに内定を頂いた際、内定通知書になぜ私を採
用してくれたのか、私の魅力は何かという面接官からのメッ
セージがありました。自分のことをこんなに理解してくれる
会社は他にないと強く感動し、入社を決めました。

お客様に地元の魅力を楽しんでいただけるよう、会話を
通じてお料理の説明やお酒のご提案をします。同時にお
料理のペースもコントロールします。たまに調理スタッ
フになることもあります。

ある日のスケジュール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.25　

株式会社　星野リゾートマネジメント
（中国学科　2014 年卒業）

　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！

星野リゾートは、旅館やリゾート施設を運営するリゾー
ト運営会社です。原点は100年前に軽井沢にできた温泉
旅館です。そこから運営分野に特化し、お客様の満足を重
視しながらも十分な利益を確保できる運営の仕組みを作
り、この仕組みを生かして経営不振に陥ったリゾート施
設の再生事業にも取り組んでいます。現在では日本にそ
して海外にも30を超える施設を運営しており、今後も
続々と新施設が開業される予定です。

星のや軽井沢　サービスチーム

企業選びや面接の際には、企業の詳細情報を知ることが重要になります。
以下の媒体を効果的に利用して、就職活動を有利に進めましょう。

1. 新聞の読み方 ： （日経新聞は図書館やキャリサポにあります）
第一面、総合・経済・金融・国際・企業・社会などの「見出し」は目を通しておきましょう。
　面接で「最近気になったニュースは何ですか？」と言った質問がよくあります。
　テレビやウェブでは興味のある記事ばかりに目がいきますが、就職対策や社会人になってからは新聞の記事を毎日網羅的に見
ておくことが必要です。全部読む時間が取れない人は、見出しとリードを読むだけでもしておきましょう。

2.『日経テレコン』の使い方 ：（図書館とキャリサポのPCで利用可能）
企業の過去30年分の記事を簡単に検索することが出来ます。
　企業のHPや会社案内には説明されていない、企業の活動状況や業績動向などの過去の報道記事を見ることができます。企業研
究にとても役立ちます。

3.『EDINET』でIR情報をチェックしよう：（閲覧自由のWEBサービス）
IR（投資家向け）情報を確認することで、企業の良いところも悪い所も読み取れます。
　「事業の内容」「対処すべき課題」「事業等のリスク」「研究開発活動」などの項目を絞って読みこなすことで、その企業の内容や方
向性の理解にとても役立ちます。
　面接前には必ず目を通しておくことをお勧めします。

就職活動に各種媒体を効果的に利用しよう！
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JSAF“Prestige Study Abroad Program (PSAP)”の紹介
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Q. Q.

Q.
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Q.

Q.
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A. A.
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A.
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履修科目が自由、多種多様な人種の生徒がいて、なおかつ日
本人が少なかったことです。スポーツが強く学生生活が充実
していそうという点も決め手になりました。

外大から世界有数の大学で学ぶチャンスがすぐ近くにある
ことを知って欲しいです。少しでも興味がある外大生は、ぜ
ひ挑戦してください！

PSAP は TOEFL スコア基準が高く、短期間でスコアを上げ
る必要がありました。もう少し余裕をもって勉強ができたら
よかったと思います。

海外に関わることができる職に就きたいという気持ちが強
くなりました。日本を海外に発信する役割を担いたいです。

授業を通して Critical Thinking が身につきました。日本に
いたころは苦手意識がありましたが留学を経て鍛えること
ができたと思います。

留学について迷っている時に、JSAF の説明会があり参加し
たことがきっかけで、コーネル大学を紹介されました。その
他にも候補校がありましたが、挑戦することが好きなので、
世界トップレベルのコーネル大学に挑みたいと思いました。

International Development（国際開発）を学ぶ予定です。

まずはきちんと全ての単位を取得
できることが目標。余裕があれば、
模擬国連やインターンにも参加し
たいです。コーネル大学にはさま
ざまなバックグラウンドを持った
人がたくさんいると思うので、で
きるだけたくさんの人とネット
ワーキングしたいです。

次回の JSAF 学部留学説明会は、6 月 25 日（水曜）です。

留学を決心したのが遅かったので、
IELTS のスコアの取得や奨学金申請な
どが出遅れました。奨学金は、早くか
ら動けばたくさんあります。奨学金＝
要返済と思っている人が多いですが、
給付型も結構あるので、とにかく早め
に探して応募することをお勧めします。

狭い大学だとみんなよく言っていますが、それをプラスに使
うべき。先生と仲良くなりやすいですし、今の環境でできる
ことを精一杯しましょう。僕はイエスマンになって何でも引
き受けました（笑）

「楽しいこと」「挑戦すること」が好きなんです。挑戦するレベルが
高ければ高いほど、達成感も増す。それがやみつきになるんです。
Nori’s Word: 「達成感は中毒性がある！！」

海外勤務のある JICA も考えていますが、MCJ や ICC の授
業で刺激を受けて、クリエイティブな仕事やマーケティング
などに興味を持ち、広告代理店への就職も検討しています。

この大学を選んだ理由は？ 神戸外大の後輩に、メッセージをお願いします。

PSAPを目指すにあたって、大変だったことは？
今後の目標、将来の夢は？

留学してどんな変化がありましたか？

PSAP、そしてコーネル大学を選んだ理由は？

勉強予定の分野・科目は？

留学中に達成したい目標は？

留学準備で大変だったこと、アドバイス

今から留学を目指す後輩に、メッセージ

尾立さんは、MCJや模擬国連など、色んなことに挑戦していますよね。

将来の夢は？

国際関係学科４年

国際関係学科４年

　本学が提携している JSAF（日本スタディアブロードファンデーション）のうち、世界トップレベル大学を集めたのが“Prestige Study Abroad Program（PSAP）”。
　このプログラムに、本学から２名の留学者が出ました！
　１人目は、先日帰国した国際関係学科４年学生。もう１名は、この夏から留学予定の国際関係学科４年学生。アメリカのアイビーリーグ、コーネル大学に合格しました！

留学中は毎日が挑戦の連続で、楽しい
こと、辛いこと、色々な経験を得た濃
い一年を過ごすことができました。ア
メリカに来て勉強の面白さを再確認し、
特に社会学の人種・ジェンダーについ
ての授業は物事の見方を変えた特別な
授業になりました。この授業や友人と
の関わりの中で一番学んだのは“あたり前”という考え
方が人間性を狭めてしまう危険性を含んでいるというこ
とです。“あたり前”を取り払うことは難しいですが、帰
国後も常に多様性を受け入れることができる人でありた
いと思うようになりました。

留学先：North Carolina University-Chapel Hill, USA
留学期間：2014年9月～2015年5月

留学先：Cornel University, USA
留学予定期間：2015年9月～2016年6月

Mon Tue Wed Thu Fri

1時間目
8時〜10時45分

ARTS105
Basic�
Photography

ARTS105
Basic�
Photography

2時間目
11時〜12時15分

DRAM160
Stagecraft

DRAM160
Stagecraft

3時間目
12時20分〜13時10分

SOCI444
Race,�Class�
and�Gender

SOCI444
Race,�Class�
and�Gender

SOCI444
Race,�Class�
and�Gender

4時間目
14時〜15時15分

ANTH259
Culture�&�
Identity

ANTH259
Culture�&�
Identity

5時間目
14時30分〜17時30分

GLBL486
Sports�&�
Globalization

インタビュー日和だったので、屋外で
伸び伸びと語ってもらいました！実り
ある１年にしてきてください！



北出れいあさん、栄藤里咲さん

金子裕加里さん、甲藤梨彩さん

国際関係学科

山田百峰さん、梅谷咲貴子さん、
馬野志美さん、西浦南さん

ロシア学科

青柳圭一郎さん、藤本郁哉さん、日下滉　さん

英米学科

新入生インタビュー
今号の広報サポーター企画は、「外大生写真」。今回のテーマは「新入生インタビュー」です。
４月に入学してそろそろ大学生活も落ち着いてきた新入生のみなさんに、
１．大学生活で楽しいこと、これから楽しみなこと
２．GAIDAI NEWS で特集してほしいこと
３．大学生活の目標　　を聞かせてもらいました。

そんな新入生への先輩からのメッセージも併せてどうぞ！

広報サポーター企画

先輩から新入生へ

太田朱音さん、大木波瑠加さん、山田百峰さん、

大槻香緒里さん、大井愛永さん

ロシア学科

川邊裕香さん、畑茉優香さん

中国学科

岩井星華さん、村山希理子さん

イスパニア学科

山下ショーン貴英さん、大竹瑛士さん

野村亮介さん、大久保健太さん

国際関係学科

吉野有輝さん、横濱和敬さん、谷真嘉さん、山口修平さん、

吉村優吾さん、高橋宏知さん、継山仁さん

英米学科

小椋彩さん、笹岡香名子さん、西脇梨花さん

英米学科

１. 大学生活で楽しいこと、これから楽しみなことは？

中本和希さん、纓坂晃平さん

英米学科

第２部英米学科４年生

吉岡拓洋さん

中国学科４年生
山田弘士さん

イスパニア学科２年生

大塚初音さん

英米学科４年生
小林弘樹さん

英米学科４年生

北原亜莉沙さん

英米学科４年生
笠井一穂さん

中国学科４年生

中上有美さん

国際関係学科２年生
杜 頡頲さん

英米学科４年生

岡村拓見さん

２.GAIDAI NEWS で特集してほしいこと

３. 大学生活の目標は？
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2015 年 3月に、ニューヨークで開催された模擬国連世界大会に、立木ドナ教授とローリーゼ
ネック西出准教授の引率のもと、本学学生３名が参加しました。
模擬国連とは、国際連合での会議を想定し、参加者が各国代表として会議に臨み、特定の議題

について担当国の政策や歴史、外交関係などに照らし合わせて、外交戦略を立てながら何日間に
もわたって会議を行うものです。高度な英語運用能力はもちろん担当国の政策立案や外交戦略を
立てる際の情報収集やリサーチ、他国との外交交渉など、あらゆる能力が求められる会議で、国
際問題への理解や交渉技術が飛躍的に向上します。
今回この大会に参加し、多くの賞を獲得した 3名の学生のスケジュールや感想を紹介します。

Outstanding Position Paper 賞（２つ）
※上位 10% が受賞
Honorable Mentioned Delegation 賞（１つ）
※上位 10％が受賞
Distinguished Delegation 賞（１つ）
※上位 10％が受賞
Participant 賞（１つ）

3 月 21日　現地到着後、ニューヨーク視察
3月 22日　（模擬国連１日目）開会式、会議
3月 23日　（模擬国連２日目）EU国連代表とのブリーフィング、会議
3月 24日　（模擬国連３日目）会議
3月 25日　（模擬国連４日目）会議、決議
3月 26日　（模擬国連５日目）総会、閉会式
3月 27日　帰国

英米学科３年

今回の模擬国連参加は、自分の未熟さを痛感したと同時に、自分への自信にも繋がった経験となりました。アメリカやカナダなど英語圏の国
のみならず、アジア・ヨーロッパなど英語を母国語としない国の参加者と交渉する上で、自分の伝えたいことが思うように伝わらないもどかし
さを何度も痛感し、相手の言っていることが上手く理解できないこともありました。ただ、そこで逃げるわけにはいかず、自分にできることと
いえば、諦めずに行動することでした。そして自分たちの決議案が採択されたことや、賞をいただいたときの達成感は忘れられません。

国際関係学科３年

外大代表としてNMUNに参加するのは今回で３回目でしたが、参加するたびに新鮮な興奮を覚えます。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、ラ
テンアメリカなど世界中から学生が集まるその会場は、熱気と少しピリっとした緊張感に包まれます。いざ会議が始まるとみなが一国を代表
する外交官として振る舞いますが、会議外ではカジュアルに打ち解け、和気あいあいとした時間を過ごすことができます。

英米学科４年

私は今回初めて国際規模の模擬国連に参加し、文字通り世界中から述べ 5,000 人を超える学生たちと、5日間担当国の大使として国際問題
について、特に今日の複雑化する紛争問題や平和維持活動について議論しました。会議自体の内容も難しく、留学経験もないので英語のネイティ
ブスピーカーとの交渉では不安なところもありましたが、今まで自分の調べてきたことや身につけてきた知識のおかげで、自分の意見をはっ
きりと伝え、相手の主張なども正確に理解することができました。

「１. 気候変動問題に対する技術移行の財源措置」、「２. 北極に
おける持続可能な開発」、「３. 都市部開発における資源の効率

化の促進」です。私たちはこの３つめの議題について、議論しました。
事前に、国連や他の機関の議題に対しての枠組みや取り組みと、自
分の担当国がその議題や機関に対し、どのように貢献しているのか
を調べました。

会議中に自分が提案したことが同じグループのメンバーに受け
入れられ、それをベースに議論がさらに深まったことです。英

語を共通言語として、世界中から集まった学生たちと意思疎通がス
ムーズに図れたことに感動を覚えました。模擬国連では、議題に関
する深い知識とそれを表す語彙力が必要になります。準備にかけて
きた時間と労力が報われたと感じた一瞬でした。

私は、ポーランドの大使として参加しました。ポーランドは
EU加盟国なので、紛争問題について EUとして従事してきた

ことにも焦点を当てて調べました。その結果、会議中もフランスを
はじめとする他の EUメンバーたちと話し合いをスムーズに進めて
いくことができました。

模擬国連はとにかく刺激的で、人生に
おいて忘れることのできない１週間に

なると思います。そして自分を大きく変えて
くれる経験です。参加を決めている人へのア
ドバイスは、「引き下がらず挑戦し続けるこ
と」です。

交渉術、リサーチ能力、パブリックスピー
キング力やプレゼンテーション力などの

スキル面は言うまでもありませんが、何より
も自分が「国際社会という舞台で動いていく
ための心構え」を学びました。これらの感覚
や意識というものは、どのような分野におい
ても必ず生かされると思います。

交渉力の違いです。自分の意見をはっきり
と言い、相手の主張も尊重し、その上で

相違点を議論していく。相手の出方を探る交渉
スタイルが主流な日本ではなかなか経験できな
いことでとても勉強になりました。

参加者の感想

模擬国連ニューヨーク大会参加レポート

この「模擬国連世界大会」を 2016 年 11 月に日本で初めて本学で開催します！

今 回 の 受 賞 ス ケ ジ ュ ー ル

Q.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

Q.

Q.

当日の議題を教えてください。

印象に残っている出来事は？

議題について話すにあたり、どういった下調べをしま
したか？

Q. 模擬国連への参加を考えている人へのアドバイス。

Q. 模擬国連で学んだことは？

Q. 日本と海外の違いは感じましたか？



●概要
日　時：6月 23日（火曜）

14時 25分〜１5時 55分
場　所：神戸市外国語大学　第２学舎 504教室
講　師：坂元　正樹（さかもと�まさき）

客員研究員
参加費：無料
本学学生は、事前の申し込みは不要です。

◆講演内容
わたしたちの日常生活に欠かせない移動手段・
自転車は、1890 年頃のイギリスにおいて、現在
の形態に近いものへと変化していきました。しか
し、それ以前の時期に、前輪が大きく後輪が小さ
な自転車が、娯楽やスポーツの道具として、すで
に数十万人の利用者を得ていたのでした。
本講演では、その前輪の大きな「オーディナリ
型自転車」と、1880 年代に登場した各種の「セー
フティ型自転車」の歴史を、当時の雑誌・地図・
旅行記・カタログといった資料から、多面的に見
ていきたいと思います。

本学では KEMSの認証を取得し環境保全活動を継続的に推進しておりま
すが、東日本大震災以後のひっ迫した電力需給状況をふまえ、学生や教職員
への環境に関する啓発の観点から、太陽光発電設備を設置しました。在学生、
教職員一人ひとりが環境負荷低減のための活動に取り組んでまいります。

太陽光発電設備の概要
設置場所：楠ヶ丘会館、三木記念会館屋上
発電出力：45KW
年間想定発電量：約 4万 3千 KWh
竣工年月：2015 年 3月

●概要
日　時：６月 26日（金曜）16時〜 17時 30分
場　所：神戸市外国語大学　三木記念会館
参加費：無料
本学学生は、事前の申し込みは不要です。

◆講演者
長田俊樹（おさだ�としき）　客員教授
総合地球環境学研究所名誉教授。
2006 年からインドなどで共同研究を展開し、日本の調査隊とし
て初めてインダス遺跡の発掘調査を行ったほか、砂漠の地質や人骨
のDNA解析などを行い、インダス文明の栄えた時期の気候や生活
環境を総合的に調査した。
その調査結果から、「インダス文明は大河文明とは言えない」と
いう、これまでのイメージを覆す説を提唱している。

◆講演内容
インドといえば、かつては「悠久の大地」「貧困大国」いまや「IT
先進国」などと言われてきましたが、実際には一口では語れない多
様な文化を持った国です。そのインドには先住民と呼ばれる人びと
が人口の８％いますが、その中のムンダ人世界を紹介いたします。

19世紀イギリス自転車事情

太陽光発電設置

インドの知られざる先住民・ムンダ人の世界
－サラソウジュ林文化考

講演会 講演会

 

 

 

 

 【申込・問合せ先】 
神戸市外国語大学 研究所グループ 
FAX: 078-794-8160  TEL: 078-794-8177  
e-mail: shouhei@office.kobe-cufs.ac.jp 

インドといえば、かつては「悠久の大地」「貧困大国」いま

や「 先進国」などと言われてきましたが、実際には一口

では語れない多様な文化を持った国です。そのインドには

先住民と呼ばれる人びとが人口の８％いますが、その中の

ムンダ人世界を紹介いたします。

日 時 ２０１５年６月２６日(金)  
１６時～１７時３０分 

会 場 神戸市外国語大学 三木記念会館  
(学園都市駅徒歩５分) 

参加費 無料 先着 60 名 
申 込 e-mail または FAX で 

(講演会名・氏名・住所・電話番号を明記) 

 

詳細は で！ 

 

 

長田 俊樹 神戸市外国語大学客員教授 
(言語学・南アジア研究) 

年からインドなどで共同研究を展開し、日本の調査隊として初めてイン

ダス遺跡の発掘調査を行ったほか、砂漠の地質や人骨のＤＮＡ解析などを行

い、インダス文明の栄えた時期の気候や生活環境を総合的に調査した。その

調査結果から、「インダス文明は大河文明とは言えない」という、これまで

のイメージを覆す説を提唱している。 

インドの知られざる先住民・

ムンダ人の世界 
－サラソウジュ林文化考 

 

 

２０１５年

６月２３日火曜日

時 分 時 分

神戸市外国語大学

第 学舎 教室

定員： 名

講師
講師 

坂元 正樹 客員研究員 

【定員】 
本学学生は申込不要 

学外者は若干名 要申込 

 

わたしたちの日常生活に欠かせない移動手段・自転車は、 年頃

のイギリスにおいて、現在の形態に近いものへと変化していきまし

た。しかし、それ以前の時期に、前輪が大きく後輪が小さな自転車

が、娯楽やスポーツの道具として、すでに数十万人の利用者を得て

いたのでした。

本講演では、その前輪の大きな「オーディナリ型自転車」と、

年代に登場した各種の「セーフティ型自転車」の歴史を、当時の雑

誌・地図・旅行記・カタログといった資料から、多面的に見ていき

たいと思います。

19 世紀イギリス自転車事情 

研究者等招へい特別講演会

講演会名・氏名・住所・電話番号を明記し または で。

【お申込み・お問い合わせ】 

神戸市外国語大学研究所
：



★ 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

2016年に神戸市外国語大学は、
創立70周年を迎えます。

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/

お 知 ら せ
　授業関係

★前期試験
前期試験期間　7月 29日（水曜）〜 8月 4日（火曜）
試験日程発表　7月上旬
前期成績発表　9月下旬（詳細は後日、発表します。）
（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月上旬に本部棟前掲示板に掲示します。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5日（水曜）〜14日（金曜）までが補講期間になります。
補講実施については、7月中旬に本部棟前掲示板に掲示します。

★ 2015 年度　前期卒業
　2015 年度前期（9月末）卒業を希望する学生は、学生支援・教
育グループ教務入試広報班に申し出てください。
前期卒業希望申し出期限：6月 22日（月曜）
　前期卒業希望届け出用紙（用紙は教務入試広報班にあります。）
の提出が必要です。
卒業論文提出期限（前期卒業予定者）：7月 3日（金曜）21時
　指導教員の了承を取り、学生支援・教育グループ教務入試広報班
に提出してください。

★成績通算措置および単位認定措置の申請
　2015 年度後期から 1年間休学予定の学生、または後期から留学
予定の学生で、成績通算措置および単位認定措置を希望する学生は、
申請書類を学生支援・教育グループ教務入試広報班まで提出してく
ださい。（提出にはゼミ担当教員のサインが必要です。）
提出期限：6月15日（月曜）

　授業料減免申請の受付について

　2015 年度後期分（10 月〜３月分）授業料について、次のとお
り減免申請を受け付けます。
1. 対象者
①生活保護法による生活扶助を受けている学生
②奨学金の給貸与を受けてもなお授業料の支払いに困難をきたしてい
る学生。かつ、学業成績において所定の減免基準を満たしている学生
　※ただし、成績による留年者は除く
2. 申請書交付期間：６月 1日（月曜）〜 19日（金曜）
3. 申請受付締切日：６月 19日（金曜）18時
4. 面接
　７月初旬に学生支援班において家計状況等についての面接を行い
ます。日程については申請書交付時にお知らせします。欠席者は減
免不許可となるので注意してください。
【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班　　
Tel.078-794-8131

　日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会

　６月に奨学生として新規採用された学生は、下記の日程で返還誓
約書説明会を開催しますので、振込を確認のうえ、必ず出席してく
ださい。当日は奨学生証と返還誓約書を配布します。
　なお、期日までに返還誓約書の提出がない場合は、すでに振り込
まれた奨学金を返戻し、採用取り消しとなります。
日時：７月 1日（水曜）　（1）13時〜 14時（2）16時〜 17時
場所：501教室
※ 5月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 6月 3日（水曜）
に開催しました。

　2015年度TOEFL iBT及びIELTS受験料補助について（本学学生・院生対象）

　2015 年 4 月 1 日以降に TOEFL�iBT 及び IELTS を受験した本
学学生・院生に対し、下記のとおり申請に基づいて補助金を交付し

ます。これは、TOEFL�iBT や IELTS の皆さんの積極的な受験を
支援することを目的としています。国際交流センターにて募集要項
および申請書類を配布していますので、対象者はお申込みください。
補助対象者：2015 年 4 月 1 日以降に TOEFL�iBT 又は IELTS を
受験した学部生・院生
補助金額：5,000 円／人
申請手順：下記の所定書類一式を国際交流センター事務室に提出の
こと
補助金交付申請書、補助金請求書、通帳のコピー、公式スコアのコ
ピー、TOEFL�iBT 及び IELTSに関するアンケート
申込期限：2016 年 3月 4日（金曜）17時
・申請は在籍中において 1人 1回のみとします。
・申請は上記期限まで常時受付けますが、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します。
・2016 年 3月 31 日までに受験予定で、上記申込期限までに申請
できない場合は、上記期限までに申し出てください。

支給予定日：受付けた申請は、5月末、7月末、9月末、11月末、
1月末、3月 4日、と２カ月毎に取りまとめ、その翌月末に支給（振
込）します。

　なお、予算の範囲内で補助金の交付を行うので、申込期日が早目
に打ち切られることがあります。補助金の交付申請を行う場合、早
期の受験・早期の申請をお願いします。

　行事予定（6月～9月）

日　時 行　事

6月17日（水曜） 2016年度交換・長期派遣留学募集説明会
＠503

7月1日（水曜） 日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会

7月20日（月曜・祝日） 休日開講

7月29日（水曜）〜8月4日（火曜） 前期試験

8月5日（水曜）〜14日（金曜） 補講・集中講義

8月9日（日曜）・23日（日曜） オープンキャンパス

8月17日（月曜） 大学指定休日

8月17日（月曜）〜9月23日（水曜）夏季休業

9月9日（水曜）〜18日（金曜） 集中講義


