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2015 Autumn今年もやってき
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 5 日（土曜）・6 日（日曜）10 月 31 日（土曜）12 時～ 19 時

11 月 1 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

面倒くさがり屋の主人公グズーキンの家には 3 ヶ月前から仲人ばあさんが通っている。
だが、腰が重くてなかなか結婚に踏み出せないでいる。そこにお節介な親友も加わって、
やっとある女性とお見合いすることに。お見合い相手の家へ行ってみるとそこには他に
も花婿候補がいて…！？果たしてこのお見合いの行く末はいかに…？？

幻の台本、発見される！
季節は冬。場所は実業家リカルド・ホルダンの事務所。競争相手の策略により会社の株
価は暴落、愛人や仲間にも裏切られ、窮地に立たされていた。そこに謎の黒衣の紳士が
現れ、ある取引を持ちかける。その取引の内容とは、殺人を犯すのと引き換えに彼を救っ
てやろうというものであった…

丁香悦は田舎生まれ田舎育ちの独身女。今年 30 歳になる彼女は才色兼備であるにも関わ
らず婚期を逃し続けてきた。そんな彼女がついに婚活を始めることを決意。幸せを掴む
ために本当の自分を隠して理想の女性を演じてきたが次々と現れる個性的な男を前に結
婚への希望を失いかけていく。愛正に汝を待てり。果たして愛は彼女を待っているのか。

舞台はフランス郊外の山荘。失踪した妻の帰りを待つダニエルのもとに、彼の妻を名乗る女
が現れる。しかし彼女はこれまで会ったこともない人物だった。

「ぼくは罠にかかってしまった…信じられない、なにもかも！」
緻密に仕組まれた筋書きの上で、役者たちは何を企み、何を疑うのか。英米語劇屈指の
ミステリー劇！

離婚調停中の Dusa、彼に浮気された Fish、売春を繰り返す Stas、そして、食欲不振
の Vi — 性格も、階級も、ファッションも、何もか も全く違う４人の女性たちが共に
暮らす、小さなシェアハウスで起きた奇跡。歯車のように絡み合い生きる彼女たちは、
何気ない日常の中で大きな 変化を遂げ—衝撃のラストに 200 人が涙する !!

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「Женитьба 〜結婚〜」

イスパニア語劇団
「漁夫なき漁船〜La Barca sin Pescador〜」

中国語劇団「愛、正に汝を待てり」

英米語劇団「罠 -trap-」

第２部英米語劇団「Dusa, Fish, Stas and Vi」

11：55～12：00 開祭式 12：40～13：35 天下統一～いざ幕開けじゃ～★

12：00～13：30 音系３団体ライブ 13：45～14：15 手話サークルSHARE

13：55～14：25 船木香里LIVE 14：25～14：40 室内楽団

14：45～15：10 Mogi-1グランプリ★ 14：50～15：10 吹奏楽団

15：20～15：40 ベリーダンス 15：20～16：00 はちさき部

15：45～16：20 Trick or Trick★ 16：10～16：55 世界一周トラベラー★

16：35～17：25 くまごろうLIVE 17：00～17：40 G.O.D（ダンスサークル）

17：45～18：10 劇団バベルの塔（外国語劇）

18：15～18：55 gemstone（ダンスサークル）

10：00～10：35 はちさき部 10：00～13：00 音系三団体

10：45～11：05 日本舞踊 14：05～14：35 チクたん

11：15～11：45 GhannaGhanna 15：35～15：55 神戸よさこいまつり湊

11：55～12：30 ゴスペル 16：10～16：50 女祭～硝子の靴を脱ぎ捨てろ～★

12：40～13：00 The　Marmiloes 17：00～17：40 gemstone（ダンスサークル）

13：15～14：05 Mahalo Lei Hula Studio

14：25～14：45 RichなBINGO★

15：00～16：00 吉本芸人お笑いライブ

16：10～16：30 フラメンコ

16：40～17：40 歌声選手権★

17：50～18：15 劇団バベルの塔（外国語劇）

18：20～19：00 G.O.D（ダンスサークル）

19：00～ 閉祭式 ★：学園祭実行委員会企画
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※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。

Lang-Café
世界弾丸ワープツアー
企画めぐりラリー
かそうパーティー
魔法使いを探せ！

ゴーストハウス2015～恐怖の洋館～
幼稚園・小学校絵展示企画
子ども向けマジック教室
移動動物園
トリックアート

一
般
企
画

要チェック！

　外大の秋の目玉行事といえば、　　　　　と　　　　　。
めいっぱい楽しむために広報サポーターが秋の２大行事を
紹介します。初参加の１年生も、もう何回も参加している
上回生もまずはこの GAIDAI NEWS を

「外大祭」「語劇祭」

★★

KCUFS Festival!

2014年度第65回語劇祭で最優秀劇団賞を受賞したイスパニア語劇団
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外大祭って？ずばり、神戸市外国語大学の学園祭のこと！
他の大学と違って学生が主体となって運営・企画していく
のが特徴です。
学園祭実行委員会の方に取材し、一足先に見所を教えて
もらいました！今年の学園祭にも大注目！！！ 本学の語劇祭は、今年で66回目を迎える伝統行事です。まだ観たことがない人、そして１年生のみなさん、ぜひ語劇祭を観劇するべし！

今回のGAIDAI NEWSでは、語劇とはなにか、そして各劇団の注目ポイントを紹介します！

What’s語劇祭？

今年もやります！

女祭 ～硝子の靴を脱ぎ捨てろ～

教えて監督さん!

実際に行ってみよう！

広報サポーター、facebook、twitterにて情報発信中！

英米語劇団
新進気鋭の役者陣で挑むミステリー
サスペンス！
言語だけでなく演技・演出に注目。イ
ギリス英語の会話劇も楽しんでほし
いです。作品の至る所に事件解決の謎
が隠され、1つ1つが見逃せません！

語劇祭、おもしろそう！
でもどうやって観にいったらいいの？
そんな語劇初心者の方はこちらをチェック！

＜会場案内＞
神戸アートビレッジセンター
神戸高速「新開地駅」8番出口より徒歩約５分
JR「神戸駅」ビエラ神戸口より徒歩約10分
神戸市営地下鉄「湊川公園駅」東改札口より徒歩約15分

HP facebook twitter

　   More Information
さらに詳しい情報は、学園祭実行委員会のHP,facebook,twitterに掲載！

Mogi-1 グランプリ開催！

外大祭の楽しみの１つである模擬店。今年も約40店舗もの
模擬店が出展します！

3
そ
の

模擬店

外大祭といえば、さまざまなステージ企画！外大のクラブ活
動の発表や参加型のイベントがもりだくさん。広報サポー
ターのおすすめ企画を紹介します。

女子の皆さん、最近無理していませんか？女子力やモテ技な
どばかり気にして、自分を抑えていませんか？ そんなもの
は脱ぎ捨てて、今こそありのままの美しさを魅せましょう。
今、飾らない美しさを備えた外大一の「真のレディ」を決定し
ます。

Trick or Trick

友好か、金か。相手の心理を読み、
自分の心理を読まれながら、
賞金を手に入れるのは…？
出演ご希望の方は当日メインステージ前まで！

1
そ
の

ステージ

今年のMogi-1は、ステージで審査員が実際に試食して、
審査します。アツい戦いが繰り広げられること間違いなし！

ゴーストハウス2015 

～恐怖の洋館～

4
そ
の

番外編　学園祭の準備
の様子を紹介！

外大祭は、ステージだけじゃない！
学舎、学生会館、中庭など学内あらゆる場所で企画がたくさん！

毎年大人気のゴーストハウス。
今年のテーマは『ハロウィン』！
最恐の秋になりそう！

トリックアート

階段の壁、渡り廊下の柱、など 今年の外大祭は普段見慣れた
場所にトリックアートが潜んでいる!?
見つけたらぜひ、写真を撮るなどして
楽しんでみてください。

2
そ
の

一般企画＆特別企画

今回は、子ども向けの企画
（マジック教室や移動動物園）などの
初めてのものもたくさん！
パンフレットやHPもチェックしよう！

劇場でお待ち
しています！

そもそも語劇祭って何？と思う人もいるかもしれません。そこで今さら聞けない語劇のいろはを改めて
語劇祭実行委員会委員長さんにお聞きしてきました！

各劇団の注目ポイントは？
劇団により、劇の内容はもちろん異なり、どの劇団もとても魅力的！
各劇団の監督さんに、注目ポイントを聞いてきました！

Q.語劇祭って？

A.今年で66回目を迎える本学の伝統行事です。２日間にわた
り、各言語で約２時間の劇を上映します。

Q.語劇団の活動内容は？

A.劇に関することは全て！台本の選定、演技指導、発音練習、大道具・小道具の準備、字幕・音響・照明そして衣装・
メイクも全て劇団員の学生主体！
オープンキャンパスや学園祭でも上演しますが、メインはこの語劇祭！どの劇団も一生懸命準備をしています。

Q.外大にはいくつの劇団があるの？

A.英米語劇団、ロシア語劇団、中国語劇団、イスパニア語劇団、第
２部英米語劇団の５つの劇団があります！

英米語劇団監督

中国語劇団
今年の中国語劇は新しいことにチャ
レンジ！最初から最後まで目が離せ
ません。
お客様に純粋にお芝居を楽しんでもら
えるよう工夫を散りばめました。主人
公の内面と外面の交差に注目です！ 中国語劇団監督

第2部英米語劇団
登場人物はたったの４人、その上、全員が女性!!―心動かさ
れるストーリーに引き込まれること間違いなし。各役者が
劇中に遂げる変化に注目。物語の鍵となる小道具の数々、衣
装や効果も見逃せない。

第２部英米語劇団監督

ロシア語劇団
今も昔も変わらず人生における転機と
なる「結婚」がこの劇の中では集団お見
合いというありえない設定の中で繰り
広げられます。登場人物達が織り成す
ドタバタコメディーに注目です！

ロシア語劇団監督

イスパニア語劇団
主人公をはじめとする役者の感情の
変化に注目。また、それをより際立た
せる裏方も必見。イスパらしさと、
　　 イスパとしては珍しいハッピー
エンドに魅了されること間違いなし！

イスパニア語劇団監督

ストーリーや役者さんにはもちろん、
上演中は舞台のセット、衣装・メイク、
音響、照明、字幕にも注目してみよう！
新たな視点から語劇祭を楽しめます。

日 時
場 所
チケット購入方法

注 意 事 項 な ど

12月5日（土曜）・6日（日曜）
神戸アートビレッジセンター
チケット１枚500円
各劇団ごとのチケット販売で事前購入可能。学館の入り口付近で昼休みに販売予定。
当日券もあるが人気のため売り切れることも…事前購入がオススメ
日本語字幕がリアルタイムで表示されるので、だれでもばっちり楽しめます！
立ち見の可能性もあるので、上演10分前には入場しよう！
写真を撮る場合は、フラッシュをたいたり音がでないように気をつけよう！
上演後は、劇団のメンバーと話ができる。写真撮影のチャンス。感動の瞬間を一緒に共有しよう！

1年生である私にとってはじめての外大祭、語劇祭ということもあって、具体的なイメージがもてませんでしたが、
取材を通して、外大祭のさまざまな企画、語劇祭の各語劇団の特色など、この外大の２大イベントの魅力を深く知る
ことができました。この記事を読んで、、外大祭、語劇祭に行ってみたい!と思っていただければ幸いです。（特に、一年
生のみなさん！） 広報サポーター　乗松黎

神戸アートビレッジセンター

この他にもおもしろい企画がたくさん！
芸人さんも３組来られます。
もうチェックしましたか??

語劇祭facebook 語劇祭twitter

入り口のゲートやステージのバックパネルなど
デザインから作成まで、全て学園祭実行委員会の
方がされています！

広報サポーターfacebook 広報サポーターtwitter

編
集
後
記
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主人公をはじめとする役者の感情の
変化に注目。また、それをより際立た
せる裏方も必見。イスパらしさと、
　　 イスパとしては珍しいハッピー
エンドに魅了されること間違いなし！

イスパニア語劇団監督

ストーリーや役者さんにはもちろん、
上演中は舞台のセット、衣装・メイク、
音響、照明、字幕にも注目してみよう！
新たな視点から語劇祭を楽しめます。

日 時
場 所
チケット購入方法

注 意 事 項 な ど

12月5日（土曜）・6日（日曜）
神戸アートビレッジセンター
チケット１枚500円
各劇団ごとのチケット販売で事前購入可能。学館の入り口付近で昼休みに販売予定。
当日券もあるが人気のため売り切れることも…事前購入がオススメ
日本語字幕がリアルタイムで表示されるので、だれでもばっちり楽しめます！
立ち見の可能性もあるので、上演10分前には入場しよう！
写真を撮る場合は、フラッシュをたいたり音がでないように気をつけよう！
上演後は、劇団のメンバーと話ができる。写真撮影のチャンス。感動の瞬間を一緒に共有しよう！

1年生である私にとってはじめての外大祭、語劇祭ということもあって、具体的なイメージがもてませんでしたが、
取材を通して、外大祭のさまざまな企画、語劇祭の各語劇団の特色など、この外大の２大イベントの魅力を深く知る
ことができました。この記事を読んで、、外大祭、語劇祭に行ってみたい!と思っていただければ幸いです。（特に、一年
生のみなさん！） 広報サポーター　乗松黎

神戸アートビレッジセンター

この他にもおもしろい企画がたくさん！
芸人さんも３組来られます。
もうチェックしましたか??

語劇祭facebook 語劇祭twitter

入り口のゲートやステージのバックパネルなど
デザインから作成まで、全て学園祭実行委員会の
方がされています！

広報サポーターfacebook 広報サポーターtwitter

編
集
後
記



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ころでしょうか？
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
　場数が自信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。本学の学生はほぼ100％内定を勝ち得て卒業しています。
●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
生・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・団体を招いて
『業界研究講座』を、2～3月には約200の企業・団体を招いて
『企業採用説明会』を開催します。学内に多数の企業・団体が来
るまたと無い機会ですので、積極的に参加しましょう。

自分に正直に、自分の言葉で就職活動に臨んでください。自分が本当に
したい仕事、好きな会社に全力でぶつかり、相思相愛になれる会社に出
会えれば就職活動は大成功です。悔いのないように！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.27　

株式会社阪急阪神エクスプレス
京都支店　営業課

8:45 メール・スケジュールチェック

海外からのメールは夜中に届くことも。朝、
1日の行動予定と合わせて確認します。

同僚や先輩と共にワイワイとした昼食のと
きや、上司と仕事の打ち合わせをしながら
ランチをすることもあります。

12:00 ランチタイム

13:00 お客様訪問

8:30 出社

お客様のニーズに沿った内容の提案ができ
るよう、関係各所と連携を取りつつお客様
の心をつかむ提案書を作成。

10:00 午後に使用する提案資料作成・チェック

営業チームで 1 日の予定を確認し、チーム
内で進捗を共有します。
問い合わせに順次対応します。

9:00 社内ミーティング・問い合わせ対応

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　航空輸出入・海上輸出入・ロジスティクス、国際物流に関する全モード
の営業を担当しています。お客様の貨物の輸送や商品管理、納品など幅広
く仕事を任せられています。物流は単にモノを動かす仕事と捉えられが
ちですが、物流サービスとしての品質があり、その品質を高めて業務を行
うことを常に考えて仕事をしています。現在は、日本発着のもののみなら
ず、世界各国の物流をサポートしています。

★社会人になって感じたこと
　何事にも計画性も持って取り組むことと、一緒に働く方々との連携は
常に頭に入れて仕事に取り組むことです。仕事は自分のしている業務で
は完結せず、皆が協力し合って成り立っていると実感しました。

★大学生活を振り返って
　大学生活は語学と野球部での活動に注力し、語学では何事にも探究心を
もって取り組むこと、野球部ではチームワークの大切さを学びました。大
学生活で得たことは現在も仕事をする上で生きています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　自分が会社に興味を持つことと同じく、企業の人事の方々も自分に興
味を持っていただけていることを実感する機会がたくさんありました。
さまざまな企業や人に出会え、就職活動を通して自分を見つめなおすこ
とができました。

（英米学科　2012 年卒業）

普段お世話になっているお客様から新規の
お客様まで、さまざまな業界の方とお仕事
をさせていただいています。

お客様から依頼された見積りのうち、当日
に作成できるものはすぐにお客様へ案内し
ます。
関係各所と調整が必要な項目については
メールで連絡しておきます。

16:00 帰社、上司に状況報告

帰社後すぐに上司にお客様訪問時の状況を
共有します。アドバイスを頂きながら、提案
書の内容を考えます。

17:00 見積り作成、メール整理、翌日の準備

退社後は職場の仲間と飲みに行ったり、ス
ポーツをしたり、仕事・プライベートのメリ
ハリをつけて活力を維持してます。

18:30 退社

　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！

　当社は国際航空・海上貨物輸送、ロジスティクス、通関業を展開す
る国際物流企業です。物流のプロフェッショナルとして、お客様に
最適なサービスを提供しております。私たちは単に物を運ぶだけで
なく、情報やお客様の思いもグローバルにつなぐことで、さまざま
な価値を結びつけています。入社後は、国内外でさまざまな仕事に
携わるチャンスがあり、自身のキャリアステップに活かせます。自
分の意見を伝える機会が多くある、風通しの良い会社です。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！
Kobe City University of Fore

ign
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tud
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UCLA Extension 夏季短期派遣留学レポート

クラス分けテストで最大７段階のレベルに振り分けられます。20 人程度の少人数
クラスの中で、いろいろな国から来たクラスメイトとのディスカッションが主要。
さらに、上級クラスでは午後の授業が選択できるようになっています。一部の授
業では、海辺に課外授業に行くことも。

キャンパス内には、UCLA グッズを売っているお店の他にたくさんの飲食店
や洋服屋があります。お昼や放課後に、新しく出来た友だちと行くのもアリ。

UCLA 内にはいろいろ
な 方 角 に 行 く バ ス が
走っており、ハリウッ
ドやサンタモニカはも
ちろん、ほぼどこにで
も行くことができます。

学生寮は基本 3 人一部屋で、バスルームと
ランドリーは共同です。各階にはラウンジが
あり、同じ階の人とも話す機会になります。

プログラムにはさまざまな国や年齢
層の人たちがいて、普段聞けないよ
うな話もできます。

食堂はビュッフェ形式で、毎日豊富なメニューか
ら好きなものを好きなだけ取ることができます。

UCLA はとにかく広くて、教室に行く
だけでも良い運動になりますし、学校
専用の無料バスも走っています。

キャンパス

授業風景

食べ物

食堂

友達との写真

英米学科1年

　今年度の UCLA Extension 夏季短期派遣留学は 8 月 3
日～ 9 月 11 日の 6 週間で実施され、本学より 10 名が参
加しました。グループリーダーを務めた英米学科 1 年生
の留学レポートをご紹介します！

大学周辺

York St. John University（イギリス）と学生交換協定を締結しました
　神戸市外国語大学は 2015 年 8 月、York St. John University と学生交換協定を締結しました。
当大学は、ロンドンやエジンバラから２時間のところにある観光地の York に位置します。学生
数 6,000 人のうち 7% が留学生で、人文学部、教育学部、健康科学部、経営学部の４つの学部を
設けています。
　当協定により、本学学生は 2016 年度から York St. John University の学部課程で学習し、同
大学の学生は、本学の「日本語教育プログラム」で学習します。
• 交換人数：毎年 2 名
• 期　　間：１年以内
• 対 象 者：本学 英米学科・第２部英米学科・国際関係学科の学生
• 英語要件：IELTS 6.0
• 交換留学生は、授業料が免除される（旅費、宿泊費、保険費用等は自己負担）
• HP：http://www.yorksj.ac.uk York St. John University の様子

学生寮



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ころでしょうか？
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
　場数が自信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。本学の学生はほぼ100％内定を勝ち得て卒業しています。
●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
生・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・団体を招いて
『業界研究講座』を、2～3月には約200の企業・団体を招いて
『企業採用説明会』を開催します。学内に多数の企業・団体が来
るまたと無い機会ですので、積極的に参加しましょう。

自分に正直に、自分の言葉で就職活動に臨んでください。自分が本当に
したい仕事、好きな会社に全力でぶつかり、相思相愛になれる会社に出
会えれば就職活動は大成功です。悔いのないように！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.27　

株式会社阪急阪神エクスプレス
京都支店　営業課

8:45 メール・スケジュールチェック

海外からのメールは夜中に届くことも。朝、
1日の行動予定と合わせて確認します。

同僚や先輩と共にワイワイとした昼食のと
きや、上司と仕事の打ち合わせをしながら
ランチをすることもあります。

12:00 ランチタイム

13:00 お客様訪問

8:30 出社

お客様のニーズに沿った内容の提案ができ
るよう、関係各所と連携を取りつつお客様
の心をつかむ提案書を作成。

10:00 午後に使用する提案資料作成・チェック

営業チームで 1 日の予定を確認し、チーム
内で進捗を共有します。
問い合わせに順次対応します。

9:00 社内ミーティング・問い合わせ対応

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　航空輸出入・海上輸出入・ロジスティクス、国際物流に関する全モード
の営業を担当しています。お客様の貨物の輸送や商品管理、納品など幅広
く仕事を任せられています。物流は単にモノを動かす仕事と捉えられが
ちですが、物流サービスとしての品質があり、その品質を高めて業務を行
うことを常に考えて仕事をしています。現在は、日本発着のもののみなら
ず、世界各国の物流をサポートしています。

★社会人になって感じたこと
　何事にも計画性も持って取り組むことと、一緒に働く方々との連携は
常に頭に入れて仕事に取り組むことです。仕事は自分のしている業務で
は完結せず、皆が協力し合って成り立っていると実感しました。

★大学生活を振り返って
　大学生活は語学と野球部での活動に注力し、語学では何事にも探究心を
もって取り組むこと、野球部ではチームワークの大切さを学びました。大
学生活で得たことは現在も仕事をする上で生きています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　自分が会社に興味を持つことと同じく、企業の人事の方々も自分に興
味を持っていただけていることを実感する機会がたくさんありました。
さまざまな企業や人に出会え、就職活動を通して自分を見つめなおすこ
とができました。

（英米学科　2012 年卒業）

普段お世話になっているお客様から新規の
お客様まで、さまざまな業界の方とお仕事
をさせていただいています。

お客様から依頼された見積りのうち、当日
に作成できるものはすぐにお客様へ案内し
ます。
関係各所と調整が必要な項目については
メールで連絡しておきます。

16:00 帰社、上司に状況報告

帰社後すぐに上司にお客様訪問時の状況を
共有します。アドバイスを頂きながら、提案
書の内容を考えます。

17:00 見積り作成、メール整理、翌日の準備

退社後は職場の仲間と飲みに行ったり、ス
ポーツをしたり、仕事・プライベートのメリ
ハリをつけて活力を維持してます。

18:30 退社

　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！

　当社は国際航空・海上貨物輸送、ロジスティクス、通関業を展開す
る国際物流企業です。物流のプロフェッショナルとして、お客様に
最適なサービスを提供しております。私たちは単に物を運ぶだけで
なく、情報やお客様の思いもグローバルにつなぐことで、さまざま
な価値を結びつけています。入社後は、国内外でさまざまな仕事に
携わるチャンスがあり、自身のキャリアステップに活かせます。自
分の意見を伝える機会が多くある、風通しの良い会社です。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！



8 月 9 日・23 日の２日間に渡り、オープンキャンパスを開催しました。合計 4600 名の方が参加され、活気あ
るオープンキャンパスとなりました。

今年も、朝のウエルカムステージ、キャンパスツアー、外大生と話そうコーナーなどの催しを学生スタッフが主
体となって運営したほか、各クラブの練習見学や発表会、有志の方による語劇（プレイベント）など、多くの学生
の方に協力いただきました。

来場者アンケートでは「インターネットだけではわからない学校の雰囲気がわかった」、「この大学に行きたいと
思えた」など、好意的な意見が多く寄せられました。なかでも、「外大生と話せてよかった」、「学生さんの挨拶が
とても気持ちよかった」といった学生スタッフとの交流についての記述が多く、本学の魅力が詰まったオープンキャ
ンパスとなりました。

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。

全国大学生マーケティングコンテスト（MCJ）は、全国から参加した大学生
チームが、自分たちの持つ創造力、企画力、発信力、英語力を最大限に活用し、
企業から与えられたテーマに対する具体的なマーケティングプランを英語でプ
レゼンする大会です。毎年スポンサー企業を含む大手企業などで実際に活躍さ
れている方々を審査員にお迎えしており、出場チームにはクリエイティブかつ
本格的なマーケティングプランが求められます。

企画・運営は、神戸市外国語大学の学生運営委員会によって行われ、第 5 回
目を迎える 2015 年度は、神戸市と包括連携協定を締結しているキリン株式会
社からテーマをいただきました。たくさんの外大チームの参加をお待ちしてい
ます。また観覧は自由ですので、たくさんの方のご来場をお待ちしております。

第5回全国大学生マーケティングコンテストを開催します

（過去の大会風景）

オープンキャンパス2015報告

テーマ１：　「午後の紅茶おいしい無糖 500ml ペットボトル」の販売促進戦略
テーマ２：　「メッツコーラ 480ml ペットボトル」の販売促進戦略　
※テーマ１または２に加え、各チームはコンプライアンスキャンペーンとして「未成年飲酒撲滅」

の提案を行う。

【参加申込締切】2015 年 11 月 11 日（水曜）
【関西地区予選】2015 年 11 月 28 日（土曜）　 於　甲南大学 CUBE
【決勝大会日時】2015 年 12 月 12 日（土曜）　13 時開始　 於　神戸市外国語大学大ホール
【 Ｈ Ｐ 】http://marketingjp.com/outline/

テーマ



市民講座／オープン・セミナー

オープン・セミナー2015後期 （9月～12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「日本社会はどこに向かうのか」というテーマのもと、本学教員等8名がそれぞれ専門領域から日本の将来に
ついて語ります。

2015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：英語で読む 20 世紀イギリスの歴史
教 授：光永 雅明
日 付：9月25日～12月18日（毎週金曜日）
時 間：12 時 45 分～ 14 時 15 分
受 講 料：14,400 円（全 12 回）

（5）教養講座Ⅲ： バイリンガリズムと第二言語習得
准 教 授：星野 徳子
日 付：10 月 2 日～ 23 日（毎週金曜日）
時 間：10 時 30 分～ 12 時 00 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

（6）教養講座Ⅳ：米国はいかなる国か－米国史を学び直す
教 授：田中 敏彦
日 付：11 月 10 日～ 12 月 1 日（毎週火曜日）
時 間：19 時 30 分～ 21 時 00 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

（2）語学講座Ⅱ：ロシア語入門 2
教 授：岡本 崇男
日 付：9月25日～12月18日（毎週金曜日）
時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
受 講 料：14,400 円（全 12 回）

准 教 授：福江 翼
日 付：9月29日～10月20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）

（4）教養講座Ⅱ：アジアの文字とことばの世界
客員研究員：岩尾 一史・西田 愛、仲尾 周一郎・稲垣 和也
日 付：11 月 10 日～ 12 月 1 日（毎週火曜日）
時 間：16 時 05 分～ 17 時 35 分
受 講 料：4,800 円（全 4 回）

【神戸駅前で開催される講座（兵庫県立神戸生活創造センター）】
（3）教養講座Ⅰ：天文学入門　～宇宙の光～

【第 5 回】
「経済の発展と会計の役割の変化」
講師：石椛 義和

（土曜）

17
10

【第 2 回】
「グローバル商取引の構造と限界」
教授：中村 嘉孝

10（水曜）

7

【第 4 回】
「日本の財政の現状と今後」
准教授：藤井 隆雄

10（水曜）

14

【第 6 回】
「人口動態を通してみる日本の将来」 
～東京一極集中、地方消滅、そして神戸の直面する人口問題とは～

准教授：中嶋 圭介

10（水曜）

21

【第 8 回】
「変化する日本の賃金制度　～過去と現在～　」
准教授：森谷 文利

10（水曜）

28

【第 1 回】
「日銀の異次元金融緩和について」
准教授：友田 康信

10（土曜）

3

【第 3 回】
「平成の憲法
～行く末の前提としての来し方～」 
教授：山口 智

10（土曜）

10

【第 7 回】
「今後 10 年間におけるわが国の地方経済の動向と
課題について」
客員研究員：東 裕三

10（土曜）

24

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 回ごとの受講は 1000 円／ 8 回通しで 5000 円
他大学学生・高校生：1 回ごとの受講は 500 円／ 8 回通しで 2500 円

【本学で開催される講座】 【本学で開催される講座】

【本学で開催される講座】

【本学で開催される講座】

【三宮で開催される講座（神戸国際協力交流センター）】

Twitterで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ています。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
報
告

2015 年 8 月 8 日（土曜）～ 11 日（火曜）、琉球大学准教授の
加藤潤三氏をお招きし、講演会を開催しました。

異文化間関係に関するゲーミングシミュレーションである「移
民シミュレーション」ファシリテーターを担当してもらうととも
に、研究・教育ツールとしてのゲーミングの方法論的可能性など
についてもお話していただきました。シミュレーション後のディ
スカッションでは、小中高等学校の保護者や教員を対象としたト
レーニングの可能性について積極的な議論が行われました。

学生・教員等、15 名が参加しました。

2015 年 10 月 1 日、本学客員教授であり、大阪大学名誉教授で
もある森安　孝夫氏による講演会を開催しました。

講演会の前半では人類史の大きな潮流を説明し、後半では敦煌
やトゥルファンから出土した古代ウイグル語をはじめとする多言
語の手紙文書を紹介しながら、ユーラシア世界の経済・文化交流
を支えたシルクロードの実態に迫りました。

学生・教員等、41 名が参加しました。

加藤潤三講演会
「異文化交流ゲーム「移民シミュレーション」の実践」

客員教授　森安 孝夫氏講演会
「ユーラシア世界交流史とシルクロードの手紙文書」



お 知 ら せ
　国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催（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：2015 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 5 日（木曜）12 時 10 分～ 12 時 35 分
場所　504 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2015年度修士論文提出

2015 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　2015 年 11 月 10 日（火曜）17 時まで
２. 修士論文

（1）提出期限　2016 年 1 月 12 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

　2015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30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住所変更、払込書送付先変更等がある場合は、至急、学生支援・教
育グループ学生支援班または経営企画グループ財務班まで申し出
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

　2016 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 4 日（水曜）16 時～ 17 時（502 教室）
　　　11 月 11 日（水曜）13 時～ 14 時（502 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、2016 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 27 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

　2015 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 27 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14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 24 日、大阪産業大学梅田サテライト孔子学院において、「第
14 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 3 年の中條雄貴さん、梯紗和子さんが 2 等賞、
縬谷翼さんが 3 等賞を受賞しました。

　行事予定（9月～1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

9月25日（金曜）～12月18日（金曜） オープンセミナー2015
（9月～12月）

9月27日（日曜） 大学説明・個別相談会

10月3日（土曜）～28日（水曜） 2015年度市民講座

10月17日（土曜） 修士課程（第一次募集）入試

10月30日（金曜） 外大祭準備のため休講

10月31日（土曜）、11月1日（日曜） 外大祭

11月25日（水曜） 4年生対象 大学院学内説明会

11月28日（土曜） 推薦入試、特別選抜入試
（帰国子女・外国人・社会人）

11月29日（日曜） 特別選抜入試（社会人）

12月5日（土曜）・6日（日曜） 語劇祭

12月21日（月曜）～12月25日（金曜） 補講・集中講義

2016年1月13日（水曜）・14日（木曜） 補講

2016年1月15日（金曜） センター試験準備のため休講
（※学舎立入禁止）

2016年1月16日（土曜）・17日（日曜） 大学入試センター試験
（※学内立入禁止）


