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ロシア 新規交換留学先大学の紹介
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日本人がいない大学だったかったからです。そんな状況に自分をおくことで
人として成長できるのではないかと考えました。

①�日本人が少ないが、街自体がそこそこ大きく、生活に困らない地域にあるから。
②�大学についてたくさんの人に聞いてみたが、悪いことは1つも聞かなかったから。

何事に対しても積極的に自発的に取り組めるようになったと思います。

忍耐力がついたこと、強くなったこと。

人から必要とされる人になる。
Стать�челавеком ,�который�нужен�людям .

ロシアと日本がもっと近くなるように何かできたら、と思っています。
Я�хочу�поспособствовать�развитию�российско-японских�от
ношений,�чтобы�две�страны�стали�ближе�к�друг�другу.

ロシアの新年パーティーです！３日間くらいずっと友だちと騒いでいまし
た。年が明けた瞬間、一面に打ち上がる花火も印象的でした。

ロシアの正月です。新年が近づくと街の雰囲気が変わって広場にツリーが現れ、
人々が忙しそうに準備の買い物をしていました。年越しのときは、とても寒かっ
たですが、外にはたくさんの人がいて、しきりに花火を上げていました。おいし
いものをたくさん食べて、ロシア人みんなが大好きなお正月を満喫しました。

自分がどんな人間になりたいのか、どうすればそうなれるのか、ということ
を考えてそれを実行に移してみると充実した学生生活が送れると思います！

留学しただけでロシア語が上手になるわけではありませんが、留学すれば、その可
能性は格段に大きくなります。しっかりと目標をもってロシアに行ってきてください！

その大学を選んだ理由は？

その大学を選んだ理由は？

留学してどんな変化がありましたか？

留学してどんな変化がありましたか？

夢・目標は？

夢・目標は？

一番心に残ったことは？

一番心に残ったことは？

神戸外大の後輩に、メッセージをお願いします。

神戸外大の後輩に、メッセージをお願いします。

ロシア学科４年（留学時３年）

ロシア学科４年（留学時３年）

2016 年度より、クバン国立大学、ウラル連邦大学の２大学がロシアの交換留学先として追加されます。両大学に 2014 年度派遣留学
した学生２名に、各大学の紹介をしていただきます！

■クバン国立大学について教えてください。
　場所がいいです！ロシアの南部クラスノダー
ル地方に位置し、極寒のイメージのあるロシアですがこの地域は神戸
と同じような気候です。同じ地域にはオリンピックで有名になったリ
ゾート地のソチもあります。
　授業は、１クラス 10人程度の少人数編成で先生や学生間の距離が
近いです。私がいたクラスでは誕生日の学生がいると、必ず誕生日パー
ティーが開催されました！

■留学体験談
　勉強はもちろん頑張りましたが、それよりも現地でしかできないこ
とをいろいろやってみたかったのでボランティアをしたり、近くに旅
行に出かけたり、現地でできた友だちと遊ぶ時間も大切にしていまし
た。その中で自然と学んだロシア語は、授業では出てこないけれど便
利なものも多く、留学したからこそ得ることができた知識だと考えて
います。有意義で満足のいく留学ができたと思います！

■ウラル連邦大学について教えてください。
　ウラル連邦大学はエカテリンブルクというロシア第3の都市にある、
ロシアで最も大きな大学の1つです。ロシア人の先生は皆優しく親切で、
良い意味で友だちのようでした。留学生も多く受け入れているので、
最近ロシア人学生とのバディシステムが始まったり、留学生イベントな
ども増えてきたりと留学生にとって良い環境になりつつあります（日本
人は少ないです！）。大学には東洋学部があり、日本語を勉強している
学生も多いです。

■留学体験談
　ロシアで生活することは、何もかも日本とは違います。しかし、そ
んなことも「ロシアらしい」とすぐに慣れることが、ロシアでの生活
を楽しむ秘訣だと思いました。ロシア語学習においても、「わからない」
「伝えられない」というような壁に何度もぶちあたり、悔しい思いを
何度もしてきました。しかし、周りに友だちがいてくれたから、何で
もふんばって、乗り越えることができました。友だちといろいろなと
ころに出かけたり、ロシアらしいことをしたりと毎日楽しく過ごすこ
とができ、もちろん、ロシア語もたくさん勉強できたので、私の留学
は無事成功に終わったと言えます。

留学先機関名：クバン国立大学
留学期間：2014年9月～2015年1月
　　　　　（約４カ月）

留学先機関名：ウラル連邦大学
留学期間：2014年4月～2015年1月
　　　　　（約10カ月）
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課外活動報告　留学体験記 国際関係学科４年　

私は2013年 8月から14年 8月までの１年間大学を休学し、
西アフリカのガーナ共和国にあるガーナ大学（首都アクラ）へ
留学しました。留学のきっかけは、映画「ブラッド・ダイアモ
ンド」を観て、アフリカの紛争に関心を持った1年生の冬でした。
それ以来、アフリカの紛争についてもっと知りたい、アフリカ
へ行きたい、という思いが常に自分の中にありました。そして
3年の春、情報収集を重ねたあと、ガーナへ留学することに決
めました。
留学中は、ガーナ大学で勉強する傍ら、日本のNPOメディ
ア「開発メディア ganas」のボランティア記者として、現地
から情報を発信していました。具体的には、滞在する中で疑問
や関心をもったテーマについて調べ、現地の友人やガーナ大学
の教授、企業、政府機関などを取材し、合計 12本の記事にま
とめました。その題材として「金鉱山の採掘による環境問題」
や「首都アクラでの水問題」、「ガーナの南北格差と気候の関係」
などを取り上げたことがきっかけで、紛争の原因にもなる環境
問題に関心を持つようになりました。
そのため、留学中の前期は主に政治学科や社会学科の授業を
履修していましたが、後期には地理学科で「気候変動」や「資
源管理」「人口と開発」など環境系の授業に出て勉強するよう
になりました。
楽しい留学生活でしたが、期待はずれだったことも多々ありま

した。例えば、ガーナ大学の教授の多くは欧米や日本に留学し
ているため、授業でも欧米の教科書を使うことが多く、「アフリ
カの大学で学んでいる」という感じがしないこともありました。
逆に、アフリカの大学ならではの面白い授業もありました。ひ

とつは、1500年以前からのアフリカの歴史の授業です。日本の
高校世界史では詳しく触れられない「ヨーロッパ人の影響が及
ぶ前のアフリカ」、つまり、キリスト教の布教や奴隷貿易、植民
地化前のアフリカ史にいて、王国の勃興を中心に勉強しました。
ほかにも、「資源管理」や「気候変動」の授業では、アフリカ、
特に西アフリカで今まさに起きている環境問題を題材としてい
て、現地の先生や生徒とのディスカッションから学ぶことも多く
刺激的でした。これらの授業で学んだことは、本当に「アフリカ
に留学したからこそ学べたこと」でした。
私はガーナに留学したことを、とてもよい選択だったと思っ
ています。「アフリカの紛争を学びたい」という思いで、例え
ばイギリスの大学に留学していたなら、「アフリカ」というも
のを「研究対象」としてしか見られなかった。アフリカの問題
は、「他人事」のままだっただろうと思います。現地の学生と
ともに学び、苦楽をともにしたからこそ、いま「アフリカの問

題」は「私の友人たちの問題」であり、「自分ごと」になりま
した。そして、アフリカと日本（を含む「先進諸国」）との関
係も、また違った風に見えてきました。
実は世界のほとんどは「途上国」で、私たちの住む「先進国」
はほんの一部です。日本の大学生の間では「留学」というと欧
米諸国が中心ですが、アフリカやアジア、中南米、中東、東欧
などの「発展途上国」と呼ばれる地域も、選択肢として考えら
れてはいかがでしょうか。自分の大学が提携していない大学で
も、自分でアプリケーションを準備することは可能です。志が
あれば、道は開けます。
余談ですが、アフリカの大学（南アフリカを除く）は、欧米
諸国と比べて学費が格段に安いです。ガーナ大学の場合、1セ
メスター（約 3〜 4 ヵ月）の学費と寮代（水・電気代含む）
を合わせて約 30万円。一年でも 60万円と破格でした。お金
がないけど留学したい人にもオススメです。
もちろんアフリカ留学はいいことばかりではなく、アフリカ
ならではのデメリットもあります。欧米の大学なら経験しな
かったであろう数多くのトラブル——3週間のストライキ、停
電、断水、食中毒、下痢、騒音、欧米人を狙ったしつこいナン
パ（求婚）——に見舞われました。これらを乗り越えるのは大
変でしたが、周りの素晴らしい友人たちの支えもあって、なん
とか１年間持ちこたえることができました。現地の人々が経験
している困難を自分も経験したからこそ、より深くアフリカを
知ることができたと思います。
私が１年の留学生活のなかで得たものは、アフリカに対する
理解とともに、新たな志でもありました。現地で垣間見たさま
ざまな環境問題の現実——鉱山業による汚染被害を受ける住民
や生態系、気候変動の影響を受ける農家や水力発電、先進国か
ら輸送されてくる電気製品の廃棄物（e-waste）、無秩序に拡
大する都市、都市部にあふれるゴミ——は、すさまじいもので
した。自分もそうした問題に日常的に巻き込まれることもあり、
しだいに環境分野の専門家になりたいと思うようになりまし
た。帰国後は卒業論文のテーマとして「日本の高度経済成長期
の公害・労災問題」を研究する傍ら、化学や生物学、環境科学
の勉強も地道に進めています。卒業後は環境科学を学べる大学
に進学する予定です。
最後に、私が留学中に執筆した「開発メディア ganas」の
連載が、今年 4月に「ガーナNOW! 女子大生は見た」という
一冊の本になりました。書籍は外大の図書館にあるほか、
「BCCKS」というウェブサイトで販売していますので（「ガー
ナNOW　BCCKS」で検索）、ぜひ手にとってみてください。
アフリカをもっと知りたいと思っている「4年前の私」のよう
な後輩たちを、後押しする一冊になれば幸いです。これから留
学する外大生を応援しています！

Study in Ghana!

アフリカ留学
体験記



少しでも興味を持ったら、“行く、見る、知る”です。その結果、更に興
味が出てくると思いますので、また“行く、見る、知る”を繰り返して
ください。思い立ったら即行動です。後悔することのないよう、精一
杯頑張ってください。

★後輩へのエール

8:00 出社・メール＆当日のスケジュール整理

会社の勤務開始時刻は9:15ですが、その前にその日すべ
きことを準備/整理。朝にTODOリストを整理しても、い
ろんなアクシデント・イベントが発生し、思い通りにいか
ない日もあるんですが、、、。

8:30 午後の客先面談に使用する資料の作成

客先に提出する資料の内容・質が、当社の真剣度合を先方
に伝えることになるので、内容はもちろん、記号やフォン
トの統一など、細部にもこだわります。

9:30 部内コーポレート部門と面談

営業現場の状況・課題を的確に伝え、必要なサポートを請
います。

10:30 上記面談内容を国内・海外関係者と共有

上記面談を踏まえ、誰が何をいつまでにやる、という今後
のアクションを関係者と共有します。

12:00 ランチ

18:00 取引先と会食

お互い昼間の面談上では言いにくいこともあるんです。

★現在の業務 
　私は現在、生活資材本部 林産資源部 製紙原料課に所属して
おり、紙の原料となる木材チップの日本向け輸入業務、三国間
向けのトレード業務を行っています。担当している国は、ベト
ナム、オーストラリア、日本、中国など。双日の連結子会社であ
るベトナムの木材チップ製造会社（VIJACHIP社）の決算管理
業務、製紙に関連する機械の受発注や輸出の手配なども担当し
ています。所属している部署に縛られることなく、資源の獲得
から、生産、加工、物流、小売まで、本部を横断するようなビジネ
スを将来的に実現していきたいと思っています。

★社会人になって感じたこと
　誤解を恐れずに言えば、収益モデルの変化が激しい商社業界
においては、自己主張をせずして自身の価値を発揮することはで
きないということです。社会の変化を見極めきれず、先人が築い
たビジネスをただただ踏襲していては生き延びてはいけません。

★大学生活を振り返って
　今思えば、クラスメイトやゼミのメンバーと「それはそう
じゃなくて、こうだろう」とか「俺ならこうする」など、お互いの
成長のために刺激をしあう機会が少なく、もっと頑張れたな、
という気がします。

★就職活動時の印象に残った出来事
　就職活動時においては、英語教師や通訳家、翻訳家など、語
学の専門家にならない限り、語学はあくまでツールに過ぎず、
何を語るのか、すなわちどれだけの人生経験を自身が積んで
きたのか、が重要であるということを痛感しました。

同僚と、ランチを食べながら結婚式二次会余興の練習に
励む！

14:00 取引先との面談、販売交渉

当社案件・商品の売り込み！そして、次の商売のチャンス
も狙います。

16:30 上記面談内容を国内・海外関係者と共有

ある日のスケジュール

VOL.26　

双日株式会社
（国際関係学科　2011 年卒業）

双日は伝統と若さが共存する会社であり、所属や年次にかかわ
らず、その人の意見やその人がやりたいと考えている事業が、
社会にとって、また会社にとって正しいかどうかをフェアに判
断してくれる人も大勢います。また、自分から求めて主体的に
動けば、それに応えてくれる環境、組織があり、人がいる。これ
が双日の魅力です。双日には、限りない可能性と限りないビジ
ネスフィールドがありますから、限界ぎりぎりのところから、
さらに一歩踏み出せる忍耐力と行動力があると思う方、ぜひ双
日で一緒に未来を作っていきましょう。

生活資材本部 林産資源部 製紙原料課

　夏休み、2017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。

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

　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！

内定を得るポイント① 2015年8-9月号

○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ましょう（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。インターンシップは夏休み
だけではなく秋や冬にも実施されますので、気になる企業のホーム
ページやナビサイトを時々チェックしておくことをお勧めします。

○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。夏休み頃から毎日少しず
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や、テストセンターを経験して自分の
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おきま
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度に高くなり
ます。志望する企業は全て応募すべきですが、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。まず
は新聞の株式欄や業界マップ（図鑑）を活用して業種や企業の名前を知
ることから始めてください。

　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。



国際卓球選手権大会　通訳ボランティア報告
　6 月 23 日～ 28 日の 6 日間で開催されました、「ジャパンオープン・荻村杯 2015 国際卓球選手権神戸大会（GAC 
Group 2015 ITTF World Tour Japan Open, Kobe）」に本学から８名の学生が参加し、英語・中国語の通訳を行いま
した。参加した学生の感想を紹介します。

　通訳はやはり簡単でありませんで
した。 一度に大量に話される中国語の

記憶を残しつつ、すぐさま日本語に変換
することは、2 年間の外大生活、1 年間の中国

留学を通して初めての体験で、自分の中国語の限
界を思い知らされました。
　ある程度準備をして臨みましたので、卓球用語は
予習の甲斐もあり訳すことができました。ただ、「決
勝進出」のような基本単語や中国語独特の四字熟語
など普段勉強しておくべきところで躓くことが多
く、やはり日々の授業を大切にすることが重要だと
痛感しました。
　最後に、こんな経験はそうそうできるものでは
ありません、後輩の皆さんにも積極的に参加して
いただきたいです。もちろんある程度の語学力を
つけてからですが。

中国学科 3年 　今回、選手やメディア関係者の通
訳をする機会をいただきましたが、実
際に英語を話すことと、インタビューの
内容を通訳するのとでは、全く違う難しさが
あることを知りました。たとえ簡単な通訳でも、緊
張や語彙力不足で、なかなか思ったように日本語や
英語が出てこなかったり、メモなしでは聞いたこと
を忘れてしまったりしていました。3 年生からは国
際コミュニケーションコースで通訳の授業を積極的
に取るようにし、通訳の力を鍛えたいです。

国際関係学科 2年

　通訳をするのは初めてで、英語を
瞬時に理解して言語化することの難し

さを痛感しました。私の通訳はつたない
ものでしたが、お互いにコミュニケーション

をとろうとしているため、十分理解し合えます。
恥ずかしがらずに積極的に挑戦していくことが大
切だと感じました。
　また、世界で活躍する卓球選手の試合を間近で見
ることができ、大変刺激を受けました。私も彼らの
ように目標をもってがんばりたいと思いました。

　国際試合での通訳という貴重な体
験をさせていただきました。アスリー
トや記者団、運営側に対しての語学面で
のヘルプや試合の案内等の業務が主でした。
また、通訳の実践の機会もありました。試合後の
プレスインタビューでは、選手の言葉を聞きなが
らそのまま英語に訳していく同時通訳を行いまし
た。反省するところばかりでしたが、これからの
目標をより明確に意識することができました。間
近で世界で活躍されている選手たちの試合を見る
ことができたことも大きな刺激となりました。同
世代の選手たちの 1 ゲームにかける思いをインタ
ビューで聞くことができ、その言葉からプロのア
スリートの努力や強さを感じることができました。
そんな大舞台でボランティア通訳として参加させ
ていただき大変勉強になりました。

第 2部英米学科 3年

国際関係学科 4年

通訳ボランティア等の情報は、GAIDAI PASS や学内の掲示板にてお知らせしています。



講演会　報告

６月４日・５日の２日間、ニューヨークを拠点に
演劇活動を行っている宮本万里氏を講師にお迎え
し、英語を使った応用インプロ（即興劇）ワーク
ショップを開催しました。参加者は、インプロの基
本原則に則ってアイスブレイキング、ゲーム、簡単
なシーンワークを
体験しました。
学部生・院生・
教職員・一般参加
者のべ 67 名が参
加しました。
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WORKSHOP 2015
English Education x Creativity

アドルフォ・ビオイ・カサレスと日本文化

「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」

19世紀イギリス自転車事情

英語落語ワークショップ

講演会

講演会

講演会

大学ホームページ、学内掲示、神戸市外国語大学外国学研究所 Twitter（@KCUFS_rifts）等にて講演会の
お知らせを行います。

国際卓球選手権大会　通訳ボランティア報告
　6 月 23 日～ 28 日の 6 日間で開催されました、「ジャパンオープン・荻村杯 2015 国際卓球選手権神戸大会（GAC 
Group 2015 ITTF World Tour Japan Open, Kobe）」に本学から８名の学生が参加し、英語・中国語の通訳を行いま
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瞬時に理解して言語化することの難し

さを痛感しました。私の通訳はつたない
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をとろうとしているため、十分理解し合えます。
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切だと感じました。
　また、世界で活躍する卓球選手の試合を間近で見
ることができ、大変刺激を受けました。私も彼らの
ように目標をもってがんばりたいと思いました。

　国際試合での通訳という貴重な体
験をさせていただきました。アスリー
トや記者団、運営側に対しての語学面で
のヘルプや試合の案内等の業務が主でした。
また、通訳の実践の機会もありました。試合後の
プレスインタビューでは、選手の言葉を聞きなが
らそのまま英語に訳していく同時通訳を行いまし
た。反省するところばかりでしたが、これからの
目標をより明確に意識することができました。間
近で世界で活躍されている選手たちの試合を見る
ことができたことも大きな刺激となりました。同
世代の選手たちの 1 ゲームにかける思いをインタ
ビューで聞くことができ、その言葉からプロのア
スリートの努力や強さを感じることができました。
そんな大舞台でボランティア通訳として参加させ
ていただき大変勉強になりました。

第 2部英米学科 3年

国際関係学科 4年
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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。なお、外務省
海外登録「たびレジ」に登録することで、在外公館な
どから緊急時情報を得られるようになります。「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
てください。
　兵庫県では、10月より自転車の保険加入が義務とな
りました。未加入の学生は、保険に加入してください。

【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
　危険ドラッグ・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
若年層への拡大が特に顕著となっており、本学の皆さ
んの身近にも起こり得る可能性があります。
　危険ドラッグ・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
　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利用上の注意
　近頃、サイバー攻撃・ウイルス感染等による個人情
報の漏えいが他大学で多発しています。一人一人が危
機感を持ち、対策を行うことが大切です。
　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順守するとともに、
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＞�
月・水・金曜：９時〜19時
（８月19日（水曜）・21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 19 日（水曜）・21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（火曜）〜9月18日（金曜）、9時〜17時

＜国際交流センター＞
8 月 18 日（火曜）〜 9月 18 日（金曜）、9時〜 17
時 15分

＜学生コンピュータ室＞
8月5日（水曜）〜8月14日（金曜）8時40分〜21時
8月18日（火曜）〜9月8日（火曜）8時 40分〜�16
時 30分
9月9日（水曜）〜9月18日（金曜）8時40分〜21時
9月24日（木曜）以降は8時 40分〜21時
土・日曜、祝日は終日閉室です。

＜図書館＞
★夏季休業期等の開館時間と休館日
○ 8月 5日（水曜）〜 9月 18 日（金曜）の開館時間
は次のとおりです。
8月 5日（水曜）〜 8月 14日（金曜）
8時 40分〜 21時 20分�
8 月 18日（火曜）〜 8月 25日（火曜）
蔵書点検につき休館
8月 26日（水曜）〜 9月 8日（火曜）
9時〜 16時 30分
9月 9日（水曜）〜 9月 18日（金曜）
8時 40分〜 21時 20分�
9 月 17日（木曜）館内整理日
12時〜 21時 20分
○休館日
毎週土曜・日曜、祝日、大学指定休日
蔵書点検期間［8月 18日（火曜）〜 8月 25日（火曜）］
※ 9月 24日（木曜）以降は通常開館です。

第 16 回神戸研究学園都市大学交流戦が 6月 27 日〜 7 月
12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�13 競技が行われました。5日には、レ
クレーションとしてドッチビー大会が行われ、大学間の交流が
深まりました。
今年度のスローガンは「One�for�all,�all� for�one」でした。
スローガンには同じ部活で共に汗を流す仲間を大切にしてい
き、協調していくという思いがこめられていました。

学園都市交流戦

８月 17 日（月曜）は大学指定休日のため、
施設の利用はできません。



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 29日（水曜）〜 8月 4日（火曜）
前期成績発表　9月 17日（木曜）
前期成績問い合わせ　9月17日（木曜）、18日（金曜）、24日（木曜）
　前期試験、成績発表、成績問い合わせに関する詳細は、7月上
旬より本部棟前掲示板およびGAIDAI�PASS にてお知らせしま
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
　補講期間は 8月 5日（水曜）〜 14日（金曜）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お
よびGAIDAI�PASSにてお知らせします。

★後期履修登録
　9月 24日（木曜）〜 10月 1日（木曜）

　夏の節電対策について

　日頃は節電にご協力いただき、ありがとうございます。
　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、下記の通り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、適正な温度管理（教室 27℃、教
室以外の施設 28℃）を実施することにより、2010 年度比で
15％以上の電力使用量の削減を目指します。
　また、7月 6日から 10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。

　2015年度オープンキャンパス開催！

　8月 9日（日曜）、23日（日曜）の両日、2015 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（7月～11月）

日　時 行　事

7月 20日（月曜） 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） オープンキャンパス

8月17日（月曜） 大学指定休日

8月23日（日曜） オープンキャンパス

9月9日（水曜）〜18日（金曜） 集中講義

9月11日（金曜） 東京外国語大学との合同セミナー
（大学院）場所：東京外大

9月17日（木曜） ゼミ募集説明会（２年生対象）

9月17日（木曜） 成績発表
9月17日（木曜）、18日（金曜）、
24日（木曜） 成績問い合わせ

9月24日（木曜） 授業開始（月曜の授業）

9月27日（日曜） 大学説明・個別相談会

9月28日（月曜） 2015 年度前期修了者修了式・卒業式

9月30日（水曜） コース説明会（１年生対象）

10月17日（土曜） 大学院修士課程第１次入学試験

10月30日（金曜） 予備日（全学休講）

10月31日（土曜）・11月1日（日曜） 外大祭

★ 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
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