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卒業旅行は何回を予定
していますか？

旅行の時期は？ 旅行期間は？ 旅行費用は？

アンケート回答：180 枚

くれぐれも安全には気をつけて！帰っ
てくるまでが旅行です。 花房

皆さんアンケートありがとうございま
した。学生生活最後に楽しい思い出を
作ってくださいね！ 堀川

回答を見ていて、私も旅行へ行きたく
なりました。ご協力ありがとうござい
ました！ 高橋

卒業旅行の目的が勉学の学生もいて驚
きました。知的好奇心に感服です！ 
 知野

意外と国内の旅行先が多かったことに
驚きです！アンケート回答へのご協
力、感謝します。 中尾

　2015年度も終わりに近づいてきました。みなさん、この1年はどう過ごしましたか？今回のGAIDAI NEWS では、卒業生の皆さ
んに「卒業旅行」の計画についてお尋ねしました！学生時代最後の春休みに、どのような素敵な思い出を作るのでしょうか。１・２・
３年生の皆さんも、ぜひとも参考にしてみてくださいね！

国内派
　神戸市内の有馬温泉や、遠いところで
は北海道・沖縄などさまざまな旅行先が
ありました！
　観光や食べ歩きの他に、日本の世界遺
産を制覇/卒論で取り扱った地域を訪問/
某アイドルグループの拠点めぐり、と
いった目的で旅行する人もいるようです。

海外派
　韓国や台湾、東南アジア・ヨーロッパ・
アメリカなどさまざまな地域を旅行先に
選んでいるようです。観光地めぐりや買
い物と共に、有名ホテルに宿泊/短期の語
学留学/巡礼といった目的がありました。
その他には、ワーホリや留学でお世話に
なった人たちや、友人に会うという回答
もありました。外大生らしいですね！

編集後記

旅行に行く前に、、、
海外旅行に行く前には、マナーや習慣だけでなく、外務省の海外安全
ホームページ等で海外情勢を必ず調べましょう。国内旅行の場合も、
しっかり準備をして、4 月からの新生活にも備えるようにしましょう。専攻言語との関係

　専攻言語と旅行先に関係がない人は98人、関係ある人が38人でし
た。これは多くの人が在学中に海外経験をし、卒業旅行では新たな世
界に挑戦する傾向があるということではないでしょうか。
また、旅行プランはオリジナルが101人、自由時間
ありのツアーへの参加が34人でした。やりた
いことを自分で具体化し、それを実行する力を
学生時代に培ってきた結果と言えるのではな
いでしょうか。

旅行のプランニングにおける有力な情報源
　旅行において何よりも重要なのはプランニングの情報源。調査の結
果、Web サイトから情報を得ている人が最多でした。
　旅行会社運営のパンフレットや観光地情報を参考にしている人も
いましたが、航空券やホテルを比較するものが特に目立ちました。価
格やオプション等旅行の優先項目を比較するのに便利です。
　次にツアーパンフレットやガイドブックが続き、また日本人の旅行ブ
ログや現地へ留学したことがある友人の経験談も多く見られました。
ガイドブックに記載のない旅先での細かな注意事項だけでなく、お得
な情報や実はよく知られていない現地の名物など、やはり生の情報は
貴重なようです。

同行者は？
1.外大生97人　2.その他の友人21人　3.恋人5人　4.その他6人
5.無回答11人
　仲の良さが売りの外大、卒業旅行のお供も外
大生が圧倒的多数！「仕事が始まると長期旅行は
難しくなるので恋人との思い出を作りたい！」と
いう人も。また、バックパッカーなど一人旅を
楽しむ人がいるのも外大ならでは！？

卒業旅行の実態！ 分析すると外大生らしさが見えてきました

アンケート結果！ まずはアンケートの結果をグラフで紹介

■国内　■海外　■未定旅行先

行く人に
聞いて
みました！
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みんなの卒業旅行事情



The 66th KCUFS Drama Festival 2015
12 月 5日・6日の２日間にわたり第 66回語劇祭が行われました。1947 年の初回上演から続いている本学の伝統行事です。今年も、
各劇団ともさまざまな演出等で観客をおおいに魅了し、ハイレベルな語劇祭となりました。受賞結果と各劇団の監督さんと役者さん
の感想・メッセージをお届けします。

：ロシア語劇団
：近藤拓真（英米語劇団・3 年）
：松岡舞（ロシア語劇団・4 年）
：イスパニア語劇団
：知野雅敏（ロシア語劇団・4 年）
：嶋津ハンナ（ロシア語劇団・4 年）
：中国語劇団
：小林謙太（中国語劇団・3 年）
：一原瑞稀（イスパニア語劇団・3 年）

：中国学科・3 年　小林謙太
：英米学科・3 年　近藤拓真
：第２部英米学科・3 年　井川真実
：イスパニア学科・3 年　一原瑞稀
：ロシア学科・4 年　松岡舞
：イスパニア語劇団
：イスパニア語劇団
：イスパニア語劇団
：ロシア語劇団
：ロシア語劇団

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」

中国学科３年

１００点満点です！
にぎやかなメンバーでまとめるのが難しいこともありましたが、このメンバーだ
からこそ、この芝居ができました。４カ月間、全員で頑張って、悲しいときも楽
しいときも共にしてきました。苦しいときも踏ん張ってくれた仲間に感謝ですね。こんな監督に
ついてきてくれて本当にありがとうございます。この一言につきます。

英米学科３年

今までで最高の出来です！ 
新人が多く、やり直しばかりで大変でしたが、時間が経つにつれて次第に意見も言い合えるよう
になって劇もさらによくなりました。最優秀男優賞をいただきましたが、これは一人の役者を他
の役者・裏方みんなで支えて取れた賞です。点数をつけるとする と 100 点は超えます。この語
劇祭を１つの思い出にしてほしいと思います。みんなありがとう。

第２部英米学科 2 年

まっすぐ前を向いて舞台に挑めました！
最初から最後まで不安な気持ちもあり、私自身みんなに迷惑をかけ、困らせてきました。でもな
んとかここまでやってくることができました。みんながついてきてくれてよかったです。役者と
監督を兼任して、演じられたのもみんなのおかげです。委員会のみなさん、他劇団のみなさん、
私を最後まで支えてくれた劇団員の方々、本当にありがとうございました。

（英米語劇団３年）

みんなで掴んだ賞です！
みんなと３カ月間やってきたものが、形
になり本当にうれしかったです。英米語
劇団みんなで掴んだ賞です。とても愛着
のある役で、演技していてとても楽しく、
自然に役になりきっていました。

イスパニア学科３年

支えてもらってここまできました！
うまくいかないこともありましたが一人一人の頑張りや、先輩方の助けもあり、
本番まできました。最優秀劇団賞を受賞できず悔しい気持ちもありますが、本番
を見て今までで一番よかったと心から思います。ほんの短い間でしたが、2015 年度のイスパニ
ア語劇団の監督を務められて光栄でした。語劇祭に関わってくれたみなさんに感謝しています。

ロシア学科３年

終わったら全部吹っ飛びました！
観客席の笑い声や「よかったよ」という反応がすごくうれしかったです。達成感で
いっぱいです。閉会式では、部門賞や男優賞・女優賞を受賞し、まさか最優秀劇団
賞までいただけるなんて、本当に感無量です。賞を受け取ったのは私でしたが、みんなでとった賞
だと思っています。本当にうれしいです。しんどいことや悩んだこともありますが、それが糧にな
ると思っています。劇団員の皆さん、頼りない私でしたが最後までついてきてくれてありがとう。

（ロシア語劇団 4 年）

初めての賞です！
今まで４年間やってきましたが、賞をも
らったのが初めてなので、すごくうれしい
です。今年は男役だったので、ただ男の人
の真似をするだけでなく、男役だからでき
る男の役者になれるよう努力しました。

最 優 秀 劇 団 賞
最 優 秀 男 優 賞
最 優 秀 女 優 賞
優 秀 劇 団 賞
優 秀 男 優 賞
優 秀 女 優 賞
審査員特別劇団賞
審査員特別男優賞
審査員特別女優賞

ベストキャラクター賞

音 響 賞
照 明 賞
舞 台 美 術 賞
衣 装 メ イ ク 賞
字 幕 賞
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オーストラリア留学体験談
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もともと学んでみたいと思っていたツーリズム専攻のコースがあったの
でこの大学に決めました。また、田舎町で（訛りがきつくなりがちです）、
日本人が少ないというあえて厳しい環境を選択してみようと思ったから
です。

大学のレベルが高いからです。
それ以外でいうと、立地ですね。比較的便利でした。シティまでバスで
約 20 分です。

気候と環境が抜群に良いです。リズモアという小さな町にありながら、ゴール
ドコーストやブリスベンといった大都市へのアクセスもあります。気温は日本
の夏ほど暑くなく、日本の冬ほど寒くもないのでとても過ごしやすいです。キャ
ンパスは自然に囲まれ、野生のワラビーやコアラに遭遇するチャンスもありま
す。日本人の学部留学生が非常に少ないのも勉強面では魅力的なポイントだと
思います。

勉強に打ち込める環境があることです。この大学は、オーストラリア国内でも
有名な大学で、授業のレベルも高く、来ている学生が優秀で、私の友だちもと
てもよく勉強していました。なので、私も一生懸命勉強することができました。

留学では大変なことも楽しいこともどちらもたくさんあって忙しいで
すが、そこから得られることには計り知れない重さがあります。しっ
かり目標をもって臨めば、自分だけの貴重な経験が必ずできます！

なんでも、努力すればなんとか道は開けます。
したいと思うことを全部してください。

セッションの中程に１週間休みがあるのですが、その期間に友人たちと行っ
たゴールドコースト旅行が心に残っています。有名なサーファーズ・パラ
ダイスに初めて行きました。長いきれいなビーチがとても印象的でした。

最後、farewell（お別れ会）を寮で開いたときに、友だちがサプライズで
ビデオを作ってくれました。パソコンを開いた瞬間から終わった後まで
泣き止まない私を見た友だちが連続でハグしてくれたことです。素敵な
人たちばかりで、この寮にしてよかったなあと今でも思います。

オーストラリアに移住して、オーストラリアのすてきな場所を日本人
にもっとたくさん知ってもらうこと！
Migrating to Australia and promoting beautiful places in 
Australia to Japanese people!

夢は、シドニーで働くこと、移住することです！
My dream is to work and settle down in Sydney !

以前よりオープンになり、行動力が増したと思います。

ポジティブになりました。予想外のことが起こった際に、それを悪く
とらえても、しんどいだけということが改めてわかりました。また、
オージーの友だちに感化されて、よい意味でイージーになりました。

その大学を選んだ理由は？

その大学を選んだ理由は？

留学先の大学のよいところ

留学先の大学のよいところ

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。

一番心に残ったことは？

一番心に残ったことは？

夢・目標は？

夢・目標は？

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？

英米学科３年　

国際関係学科４年　

　私が留学したのは 4 カ月という本当に短い期間でしたが、英語も精神面も鍛え
られたと思っています。課題は今までに経験したことがないくらい大変で、多い
時期には寝る間も惜しんで頑張りました。また、未知の世界で１人でやっていく
ことで精神的に自立できたと思います。慣れない環境の中で右も左もわからない
私に手を差し伸べ、生活面でも勉強面でもサポートしてくれた素晴らしい友人た
ちに出会えたこともかけがえのない財産です。

　９カ月とは思えないような、中身の濃い留学生活でした。
　初めての寮生活、英語での勉強、慣れないことだらけで最初は本当に大変でした。
とりあえず、勉強の毎日でした。（生きていた中で一番勉強したといっても過言ではあ
りません。笑）友だちに励ましてもらいながら、数をこなしていくうちに要領がつか
めてきて、二学期目はonとoffのバランスを大切にするようにし、友だちとビーチに行っ
たり、趣味のダンスも息抜きにしていました。かけがえのない経験ができたと思います。

留学先：Southern Cross University
留学期間：2015年2月～2015年6月（4カ月）

留学先：University of New South Wales
留学期間：2015年2月～2015年11月（9カ月）

Mon Tue Wed Thu Fri

1時間目

2時間目 マネジメント ツーリズム アボリジニの
文化と歴史

3時間目 アボリジニの
文化と歴史

コミュニケー
ション

4時間目 コミュニケー
ション

Mon Tue Wed Thu Fri

1時間目 Psycholinguistics
（Lecture）

Cultural 
Experience 

（Tutorial）

Australian 
Legend

（Lecture）

2時間目
Cultural 
Experience 

（Lecture）
Korean 

（Lecture）
Korean 

（Tutorial）

3時間目 Korean
（Tutorial）

Psycholinguistics
（Tutorial）

Bachelor of Business in 
Tourism and Hospitality 
Management

言語学、教育学を中心に
勉強しました。



　就職活動において、ほぼすべての企業が所定のESを作っています。
ESには大学名、住所、連絡先などの個人情報に加えて、「志望理由」「自
己紹介」「自己PR」「大学で力を入れたこと」などをわかりやすく簡潔に
述べる欄があります。多くは、一項目あたり六百字以内など字数制限が
あります。
　ESで記載する内容は、さまざまなバリエーションがありますので、
どんな質問にも対応できるよう、できるだけ多くの事柄を自分なりに
整理しておくと良いでしょう。この作業を「自分の棚卸し」といいます。
　棚卸しを行うときには、自分が経験したことを具体的に、実例などを
交えて記述すると伝わりやすくなります。それが、あなたの人物像を浮

結局のところ実際にやってみるまで「どの仕事が自分に向いてるか」
はわかりません。自分の可能性を自分で絞らず、思い切りやりきって
くださいね。

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.29　

ネスレ日本株式会社　営業本部　北日本支社

9:00 支社間でSkype会議

月曜日には仙台・盛岡・札幌の3拠点をつなぎ、互い
の情報共有と目線あわせを行います。

8:30 出社・todo優先順位付け・
 販売実績確認

重要度と緊急度の2軸で日々todoを整理します。

次のアクションにつなげるため、商談時には、やる・や
らないに関わらず必ず具体的な回答を引き出します。

15:30 店頭確認＆商社同行で
 小売バイヤーと商談

17:00 商談結果を上司に報告、計画の更新

物流・決済・倉庫機能を担うパートナーである商社と、
提案内容を打ち合わせます。小売の課題解決が商社
にとってもメリットがあることを伝え、サポートしてもら
えるように段取りを整えておく必要があります。

14:30 商社と打ち合わせ

小売店が抱える課題をいかに面白く解決できるかを
考え、A4用紙1枚にまとめます。ネスレは小売の売上
に与えるインパクトが大きいため、より質の高い提案
が求められます。

9:15 小売店向け提案書の作成

緊急度が低そうなメール確認は必ず重要なタスクが
終わってから。朝イチでやってしまうと意識をそちらに
とられてしまうので…

12:00 軽めのメールチェック

東北では食べ物には困りません。最近は秋田の比内
地鶏親子丼がイチオシ！

12:30 昼食＆移動

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　営業本部北日本支社に所属し、岩手と秋田の顧客(商社・小売店)を担当
しています。顧客が抱える課題(集客、客単価、利益etc)を自社製品によっ
て解決すべく、現場での情報収集やPOS分析をベースに販促や店頭プロ
モーションの提案&実行をしています。東北は国内で最も高齢化が進む
市場なので、ここでの試行錯誤を他支社だけでなく世界に発信できる面
白さがあります。英語ではなく東北弁にてこずる楽しい毎日です。

★社会人になって感じたこと
　果敢に挑戦することが認められることに驚きと安心を感じました。正
解がない世界では小規模での実践/検証/修正が不可欠。学生時代はアイ
デアを出して終わりでしたが、今はそれを実際に試せるので最高です。

★大学生活を振り返って
　マーチングバンドに魅了され、1年間休学してアメリカでプレーしまし
た。対象は何であれ、本心から「やりきった」と言えるほど何かにのめり込
めた経験は無二の財産です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　［テストセンター1日7回］何が何でも面接に進みたい企業が高い足きり
を設定していたので、最高の結果を求めて受験し続けました。タフでした
が、結果は全通過。覚悟を決めた人が強いと実感した思い出です。

（第 2 部英米学科　2014 年卒業）

営業はただ売るだけが仕事ではありません。“計画通
りに”売らなければ、欠品や在庫過剰を引き起こし、
ロスが膨らみます。計画はとっても大事！

18:00 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！

　ネスカフェやキットカット、ミロでおなじみのネスレは、スイ
スで創業した世界最大の総合食品飲料企業です。
　ネスレ日本は神戸三宮に本社を置き、グローバルブランドを
日本のお客様向けにローカライズするだけでなく、日本独自ブ
ランドの開発、近年ではネスカフェアンバサダーやキットカッ
トショコラトリーなどの少子高齢化対応ビジネスモデルを他国
のネスレに輸出するといった、グループ内でも重要な役目を果
たしています。

就職活動スタートに備えて
2．自己分析とES

社会人、頑張ってます！

　今回は、就職活動のために、あなたが準備しておかなければならない「自己分析」についてご紹介します。
　企業への就職活動では、第一の関門はエントリーシート（以下ESと略します）の作成です。そのために、あなたが
これまで培ってきた事柄についてまとめてください。改めてその意味と手順を説明します。

き上がらせ、企業があなたを理解する手がかりになるのです。
　ESの記載項目としては他に、「長所、短所は？」「これまでの成功体
験、挫折体験は？」「将来へのキャリアプランは？」といったものなどあ
り、加えて「リーダーシップを発揮した実例は？」といった状況を問う
ものなどがあります。
　一人で机に向かって考えていて、煮詰まったら、キャリサポに相談し
てください。カウンセラーがあなたとの会話の中で、自己分析の引き出
しをひとつでも多く作れるようにお手伝いします。



12 月 12 日、全国 19 大学 37 チームより予選を勝ち抜
いた 6 チームと、本学１チームの計７チームが大ホールに
集い、英語によるマーケティングプランを競いました。こ
のコンテストは、学生の想像力、企画力、発信力などの向
上を目指し、アダム・アカー准教授と国際コミュニケーショ
ンコースの学生を中心とする運営委員会が企画・実施する
大会で、今年で５回目の開催となります。

今回は、神戸市と包括連携協定を締結しているキリン株
式会社をメインスポンサーに迎え、「午後の紅茶おいしい無
糖」、「メッツコーラ」いずれかの販売促進戦略に加え、未
成年飲酒撲滅のための SNS でのキャンペーンという社会
的なテーマを頂きました。各チームが独自のプランを練り、
豪華な審査員陣の前で、熱のこもったプレゼンを行いまし
た。優勝は甲南大学の Team GoCUBE、２位は慶応義塾
大学の Team Men’s Onon-no、３位は関西大学の Team 
Mens COLA でした。

外大生ボランティア 5 名による計 5 回（12 月 2 回、1
月 3 回）の英会話教室を開催しました。この英会話教室は、
神戸市交通局より、増加する外国人観光客へ現場の職員が
英語で対応ができるようにしてほしいとの依頼を受け始動
しました。12 月 9 日の初回の受講者は 13 名。外大生が講
師として各グループに入り、事前に英訳したテキストを使
いながら英会話指導を行いました。基本的な挨拶から始ま
り、回を追うごとに、行き先案内、料金案内、運行トラブ
ルの伝え方など、より現場に即した会話練習を行いました。
参加した受講者の方々からは「小グループに分かれて教え
てもらったので、話しやすかった。」 「優しく、丁寧に教え
てもらえた。」と、大変好評でした。

11 月 14 日、第 4 回「神戸イングリッシュ・フェスティバル」を本学に
て開催しました。神戸市内の中学生が授業で習得した英語力を活用・発表
することを目的とし、今年は「Bosai（防災）　～私たちにできること～」
をテーマに、合計 10 校、約 100 名の中学生が素晴らしい発表を繰り広げ
ました。地域の消防署の方にインタビューをして、防災のための施設につ
いて教えてもらったり、校長先生に阪神・淡路大震災の体験談を聞いて、
自分たちができることをしっかりと考えていました。どのグループも中学
生とは思えないほど流暢な英語で、自信を持って発表していました。イベ
ントはＡＬＴが進行役を務め、発表の合間には歌やコントなどで会場を盛
り上げていました。

11 月 18 日、東町小学校の児童約 160 人が外大を訪問
しました。外大生 33 名をリーダーとする小学生 4 ～ 5 人
のグループに分かれ、個人研究室や教室、学生会館、図書館、
体育館など外大の至るところで、教職員や外大生に英語で
のインタビューを行いました。今年は例年と比べ質問の種
類も増え、参加した小学生は自分たちの興味のあることを
積極的に質問していました。外大生リーダーに協力しても
らいながら、楽しそうに英語でのコミュニケーションに挑
戦していました。

なお当日の模様は、同日夕方の NHK ニュースでも放映
されました。

第５回全国大学生マーケティングコンテスト決勝大会の開催

本学学生により英会話教室の実施

イングリッシュ・フェスティバル

東町小学校児童の本学訪問

＜運営委員会からのコメント＞
毎年パワーアップしていく MCJ ですが今年度も無事大

成功に終わることができ感無量です！今年度は留学生のみ
のチームも出場できるようになり大会全体がさらに盛り上
がったように感じました。全国の大学から応募のあるハイ
レベルな大会ですし、就活のネタになる経験ができる機会
なのでホーム校
である神戸外大
生にもぜひもっ
と知ってほしい
と思います！



お知らせ
　2015年度 TOEFL iBT及びIELTSの受験料補助（本学学部生対象）

　国際交流センターでは、以下のとおり受験料の補助を行なってい
ます。対象者は必ず期日までにお申込みください。
1. 補 助 対 象 者： 学 部 生 で あ っ て、2015 年 4 月 1 日 以 降 に
TOEFL-iBT 又は IELTS を受験した者。（在籍中、1 人 1 回に限る）
2. 補助金額：5,000 円 / 人
3. 補助金の申請手順：国際交流センターにて配布している申請書
類に記入の上、必要書類と共に提出。
4. 申込期日：2016 年 3 月 4 日（金曜）17 時

　日本学生支援機構奨学金

＜ 2016 年 3 月貸与終了となる方へ＞
　2016 年 3 月で貸与終了となる学生（主に４年生 / 卒業予定者）
の奨学金の返還は、2016 年 10 月 27 日（木曜）が初回の引き落
し日になります。卒業後、進学する場合は進学先の学校に、また、
留年などで卒業時期が延びる場合は 4 月に学生支援班に「在学届」
を提出すると返還期限が猶予されます。
　また、病気・失業などの事情で返還が困難になった場合は、割賦
金額の減額または、返還期限の猶予を願い出ることができます。
　奨学金は、先輩奨学生からの返還金が、後輩奨学生の奨学金とし
て循環運用されています。一人ひとりが奨学生としての責任を自覚
し、必ず返還してください。
　 な お、 卒 業 後 の 問 い 合 わ せ は、 奨 学 金 返 還 相 談 セ ン タ ー

（TEL:0570-666-301）で受け付けています。
【問合せ先】学生支援・教育グループ学生支援班　
TEL:078-794-8131

　留年等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度

　本学では学生支援の一環として留年等の修学にかかわる問題につ
いて出来るだけ早期の解決につなげるよう、保証人にその状況を通
知する制度を 2012 年度より行っています。
　これまでは保証人から情報提供の依頼があり大学として必要と判
断した場合に限って事実をお知らせしていましたが、2012 年度か
らは請求をいただかなくても、学生が留年した場合と学期初めに履
修未登録が続いている場合には、保証人へその事実を通知するよう
にしたものです。
　なお、神戸市個人情報保護条例に基づき、この通知は学生本人の
同意を前提に実施しています。2012 年度以降入学の学生について
は入学時に既に同意をいただいておりますが、2011 年度以前に入
学した学生については、学生本人が保証人に対する通知を望まない
場合は通知できませんので、ご注意ください。

　試験

■後期試験
　２月２日（火曜）～８日（月曜）に後期試験を行います。
　（２月９日（火曜）は試験予備日）
　詳細は、GAIDAI PASS、本部棟前の掲示板に掲示（公表）して
います。
※期間外に試験を行う科目もあるので、掲示に注意してください。
■追試験
　正当な事由により後期試験を受けることができない学生で、追試
験を希望する場合は、追試験願書（教務入試広報班で交付または
GAIDAI PASS からダウンロード）と事由証明書を教務入試広報班
へ提出してください。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　教務入試広報班
TEL. 078-794-8133

　後期成績・履修等

■卒業・進級予定者の発表
日程：３月７日（月曜）15 時

　本部棟前掲示板および GAIDAI PASS にて発表します。
■成績発表
日程：３月７日（月曜）15 時
　各自、学内の PC にて閲覧してください。詳細は掲示および
GAIDAI PASS にて確認してください。
■成績問い合わせ
日程：３月７日（月曜）～３月９日（水曜）
　成績問い合わせの委任状については、GAIDAI PASS でダウン
ロードできます。
■科目等履修生の募集要項の配布
　２月１日（月曜）から、ホームページ及び教務入試広報班窓口に
て要項を配布します。継続の方も毎年必ず出願手続きが必要です。
　出願日：３月７日（月曜）・８日（火曜）14 時～ 19 時
　試験日：３月 10 日（木曜）
■講義概要（シラバス）・時間割表
　講義概要（シラバス）・時間割表については、３月中旬に
GAIDAI PASS で公開します。
※紙の時間割表については、学生支援・教育グループ　教務入試広
報班窓口で４月上旬から希望者に配布します。
■履修登録
　日程については３月上旬に GAIDAI PASS でお知らせします。
■予備登録
　情報科学概論３、英米学科・第２部英米学科の専攻語学 III 及び
IV 階程については、事前に予備登録が必要です。詳細は掲示およ
び GAIDAI PASS にて確認してください。

　春季休業中の施設開室時間

★学生支援・教育グループカウンター
月曜・水曜・金曜　8 時 30 分～ 19 時

（注意）17 時以降に窓口に来られる学生は、できるだけ用件を 17
時までに担当者に電話等で伝えたうえで来てください。
火曜・木曜　8 時 30 分～ 17 時
★学生会館
月曜・水曜・金曜　9 時～ 19 時 30 分
火曜・木曜　9 時～ 16 時 30 分
土曜・日曜・祝日　9 時～ 17 時 30 分

（注意）土曜 ･ 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、使用願は利用日の１週
間前までに提出してください。
★学生コンピュータ室
8 時 40 分～ 16 時 30 分
ただし、2 月 25 日（木曜）および土・日曜、祝日は終日閉室です。
★図書館
■春季休業中の開館時間
月曜日～金曜日：9 時～ 16 時 30 分
閉館日：土曜・日曜・祝日、2 月 11日（木曜）2 月 18 日（木曜）、2
月 25 日（木曜）、3 月 24 日（木曜）～ 31日（木曜）、4 月 5 日（火曜）
■春季休業に伴う長期貸出
下記のとおり長期貸出を行います。
期間：1 月 19 日（火曜）～ 3 月 23 日（水曜）
返却期限：4 月 8 日（金曜） 
※院生は 3 月 11 日（金曜）以降の貸出分の返却期限が 4 週間後に
なります。
※今春卒業・修了予定者は長期貸出が適用されません。
■卒業・修了予定者の最終返却期限
　今春卒業・修了予定者の方へ貸し出した資料の最終返却期限は 3
月 10 日（木曜）です。期日までに必ず返却してください。
■卒業後の図書館の利用
　卒業後も図書館を利用することができます。資料の閲覧・複写、
図書の貸出が可能です。利用する際は 4 月以降に図書館カウンター
に申し出てください。図書館カードを発行するには住所を証明する
書類が必要です。



　行事予定（2月～4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

2月1日（月曜）～8日（月曜） 外国人研究生2次、研究生、研修生、願書受付

2月2日（火曜）～8日（月曜） 後期試験

2月9日（火曜） 試験予備日

2月9日（火曜）～16日（火曜） 編入・転部　願書受付

2月10日（水曜） 春季休業　開始

2月13日（土曜） 修士課程2次・博士課程　入学試験

2月18日（木曜） 修士課程2次・博士課程　合格発表

2月25日（木曜） 一般入試（前期日程）

2月28日（日曜） 修士課程２次英語教育学専攻　入学試験

2月29日（月曜） 外国人研究生2次、研究生、研修生　入学試験

3月7日（月曜）

一般入試（前期日程）　合格発表

卒業・進級予定者発表　成績発表

修士課程2次英語教育学専攻、外国人研究生
2次、研究生、研修員　入学試験合格発表

3月7日（月曜）～8日（火曜） 科目等履修　願書受付

3月10日（木曜） 転部・編入・科目等履修　入学試験

3月12日（土曜） 一般入試（後期日程）

3月14日（月曜）～15日（火曜）

一般入試（前期日程）、修士課程、博士課程、外国人
研究生、修士課英語教育学専攻、研究生、研修生
入学手続き

（大学院2014年度入試より入学手続きは15日
（火曜）の1日のみ）

3月20日（日曜） 一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修
合格発表

3月25日（金曜） 卒業式、卒業パーティ

3月26日（土曜） 一般入試（後期日程）・編入　入学手続き

3月28日（月曜） 転部・科目等履修　入学手続き

4月2日（土曜）（予定） 修士課程英語教育学専攻
宣誓式・オリエンテーション

4月5日（火曜） 入学式・宣誓式、新入生オリエンテーション、
伸興会総会

4月6日（水曜）
新入生オリエンテーション

外国人研究生オリエンテーション

4月7日（木曜） 授業開始

　卒業・修了・成績証明書の事前申し込み

　卒業・修了予定者で、卒業・修了・成績証明書の交付を卒業式３月
25 日（金曜）に希望する学生は、学生支援・教育グループにて下記
期間に申請してください。式当日は証明書の受付のみ行い、発行は翌
週以降になります。
申請期間：３月７日（月曜）15 時～３月 11日（金曜）
※受付時間については、掲示板及びホームページで確認してください。
手数料：証明書１通につき 300 円

【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班（証明書担当）　
TEL. 078-794-8132

　在学生の証明書発行

　3 月 7 日（月曜）午後は在校生の証明書発行は行いませんので注
意してください。在学生の 2015 年度後期までの成績証明書につい
ては、3 月 28 日（月曜）より発行できます。また、3 月 14 日（月曜）
～ 25 日（金曜）の間は、成績証明書の発行はできません。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班（証明書担当）
TEL.078-794-8132

　2015年度卒業式・修了式

日時：3 月 25 日（金曜）10 時～（受付開始　9 時 30 分～）
場所：神戸市外国語大学　大ホール
※保護者の方は、第 2 学舎で中継をご覧ください。

　2015年度卒業記念パーティーのお知らせ

　神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「2015 年度　卒業記
念パーティー」を下記のとおり開催いたします。卒業する学部生・院
生の参加をお待ちしております。保護者の方々もぜひご参加ください。
日時：3 月 25 日（金曜）13 時 30 分～（受付 13 時～）
場所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸
神戸市垂水区東舞子町 18-11　TEL.078-706-3711
交通機関：大学より舞子ビラ神戸までの送迎バスを予定

（JR 神戸線「舞子駅」、山陽電鉄「舞子公園駅」より徒歩 7 分「舞子
駅」より「舞子ビラ神戸」シャトルバス有り）
参加費：伸興会・同窓会加入の卒業生及び保護者の方は無料

　課外活動報告

　12 月 4 日、関西外国語大学において、「米国総領事館主催　第 4
回 A O-K Speech Contest」が行われ、第 2 部英米学科 2 年の村
岡英樹さんが第 3 位を受賞しました。

　11 月 29 日、ひらかた仙亭において、「第 40 回関西地区外国人
留学生による日本語弁論大会」が行われ、外国語学研究科　日本ア
ジア言語文化専攻 2 年の周穎さんが優勝しました。

　12 月 6 日、NHK 神戸放送局において、「2015 大学生が創る
KOBE の未来に向けた政策提案コンテスト最終公開プレゼンテー
ション」が行われ、杉山ゼミ チーム女子が優秀賞、杉山ゼミ チー
ム K6 が審査員特別賞を受賞しました。　

　1 月 8 日、メルパルクホールにおいて、「第 19 回 NBA 全国バ
レエコンクール」が行われ、ロシア学科 1 年の太田朱音さんが第 2
位の 2 を受賞しました。

　一般入試に伴う施設使用について

　２月 24 日（水曜）・３月 11 日（金曜）については、入試準備の
ため、学舎・第２学舎は立ち入り禁止とします。
　２月 25 日（木曜）・３月 12 日（土曜）については入試のため、
全施設使用できませんので、注意してください。
受験生の皆さんが試験に集中できるよう、ご協力お願いします。


