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学科別・主な就職先

（2016 年 3 月卒業生・単年）

【英米学科】
バンドー化学、出光興産、ヤクルト本社、日立製作所、アシックス、
ジェイテクト、ジョンソン・エンド・ジョンソン、豊田通商、双日、
三菱東京ＵＦＪ銀行、住友倉庫、全日本空輸、日本航空、神戸新聞
社、デル、楽天、翻訳センター、神戸市役所、兵庫県教育委員会（高
校教員）、生活協同組合コープこうべ など

【ロシア学科】
テルモ、日立製作所、エレコム、タツノ、ジーユー、明治安田生命
保険、大和証券、福井銀行、日新、JAL スカイ、三菱化学物流、
敦賀海陸運輸、パソナ、阪急交通社、神戸市役所、静岡県庁、岡山
県教育委員会（中学教員）、国際交流サービス協会 など

【中国学科】
堀場製作所、三菱重工業、科研製薬、富士通テン、住友大阪セメン
ト、ミキモト、神栄、山善、JFE 商事、岩谷産業、メタルワン鋼管、
大同生命保険、みなと銀行、みずほフィナンシャルグループ、近鉄
エクスプレス、ANA 関西空港、三井倉庫ホールディングス、エイチ・
アイ・エス、神戸市役所、防衛省航空自衛隊 など

【イスパニア学科】
マキタ、ジェイテクト、富士通テン、日本電気、岡本、タキイ種苗、
日立工機、レンゴー、阪和興業、シークス、カツヤマキカイ、合食、
辰巳商會、川西倉庫、ＪＲ西日本コミュニケーションズ、三洋航空サー
ビス、楽天、神戸市役所、奈良県庁、日本アジア振興財団 など

【国際関係学科】
YKK、関西ペイント、京セラ、住友ベークライト、三菱重工メカ
トロシステムズ、日本ロレアル、田辺三菱製薬、花王、豊田通商、
双日、丸紅パワーシステムズ、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、
日本銀行、全日本空輸、近鉄グループホールディングス、防衛省、
岐阜県庁、大阪市教育委員会（特別支援学校教員） など

【第 2 部英米学科】
グローリー、神戸製鋼所、オムロン、バロックジャパンリミテッド、
サンデンホールディングス、荏原製作所、ユニチカ、太陽石油、神
栄、岡谷鋼機、アシックス商事、みなと銀行、あいおいニッセイ同
和損害保険、全日本空輸、エイチ・アイ・エス、日新航空サービス、
神戸市役所、堺市役所、滋賀県教育委員会（小学校教員）、兵庫六
甲農業協同組合 など

2015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 126 126 114 4 8 100.0%

ロシア 34 34 30 3 1 100.0%

中国 48 48 45 3 0 100.0%

イスパニア 37 35 32 3 0 94.6%

国際関係 86 84 77 5 2 97.7%

第 2 部英米 48 44 38 3 3 91.7%

合計 379 371 336 21 14 97.9%

業種別・主な就職先　　　　○内の数字は内定人数合計、○がない企業は 1 名

（2016 年 3 月卒業生・単年）

【メーカー】
日立製作所②、科研製薬、アシックス、ジェイテクト③、日本電産、
富士電機、神戸製鋼所、住友ベークライト、オムロン、神戸屋、日
本電気②、住友大阪セメント、日本ロレアル、ジョンソン・エンド・
ジョンソン、ミキモト、大王製紙、タキイ種苗、田辺三菱製薬、昭
和電工、YKK、荏原製作所、花王、日本化薬 など

【貿易・商事】
神栄③、阪和興業②、蝶理、豊田通商③、双日②、JFE 商事②、
アクタス、岡谷鋼機、岩谷産業②、GSI クレオス、日鉄住金物産②、
シークス③、山善 など

【金融・保険・証券】
大同生命保険、みなと銀行②、みずほフィナンシャルグループ、明
治安田生命保険、りそな銀行、大和証券②、あいおいニッセイ同和
損害保険、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行④、福井銀行、池田
泉州銀行、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、広島銀行、日本
銀行、福岡銀行、北海道銀行 など

【建設・運輸・倉庫】
日新②、住友倉庫、近鉄エクスプレス④、全日本空輸（ANA）③、
西日本鉄道国際物流事業本部②、郵船ロジスティクス、阪急阪神エ
クスプレス②、K スカイ、日本航空（JAL）、JAL スカイ、三菱化
学物流②、ANA 関西空港③、近鉄・パナソニックトレーディングサー
ビス③、近鉄グループホールディングス、三井倉庫ホールディング
ス、MOL JAPAN など

【報道・出版・情報・通信】
神戸新聞社、日テレアックスオン、リクルートコミュニケーション
ズ、ＪＲ西日本コミュニケーションズ、日本写真印刷コミュニケー
ションズ、ゼンリン、デル など

【旅行・サービス】
エイチ・アイ・エス②、パソナ、三洋航空サービス、阪急交通社②、
イーオン、パナソニックエイジフリーサービス、楽天③、翻訳セン
ター、ジャルパック など

【公務・教職・その他】
神戸市役所⑥、奈良県庁、堺市役所、静岡県庁、防衛省、香川県庁、
岐阜県庁、兵庫県教育委員会（教員）、大阪市教育委員会（教員）、
日本国際協力センター、国際交流サービス協会、兵庫六甲農業協同
組合、生活協同組合コープこうべ、日本郵便、岡山大学、日本アジ
ア振興財団 など



人生の中で大学生活は特に貴重な時間だと思います。今しかできな
いことがたくさんあります！知識や勉強ももちろん大事。それだけ
でなくいろいろな人に出会っていろいろな体験を積んで、広い視野
で自分の未来図を描いて欲しいと思います。

★後輩へのエール

6:30 出社

着替え、フライトの資料印刷、情報収集、自己学習
7:20 就業開始、ミーティング

フライト前のCA顔合わせ、その日のフライトの注意点や目標を共有
7:40 機内準備

フライト前の機内安全確認、サービス準備、パイロット含めてのミーティング

10:20 福岡空港到着

旅客降機、次便の準備

8:20 羽田空港出発

上空でドリンクサービス、商品販売等

8:00 旅客搭乗

10:30 食事タイム

機内でお弁当タイム

11:15 福岡空港出発

上空でドリンクサービス、商品販売等

14:00 羽田空港出発

上空でドリンクサービス、商品販売等

旅客降機、次便CAへの引き継ぎ

12:50 羽田空港到着

旅客降機、次便の準備

10:55 旅客搭乗

13:40 旅客搭乗

17:55 沖縄のホテルにチェックイン

16:55 沖縄空港到着

飛行機から降り、1日のフライトの振り返り

17:20 ミーティング

18:30 夕食タイム

パイロット、CAで外食

★現在の業務 
　客室乗務員として国内線に1年半、国際線に半年間乗務して
います。国内線では便の客室乗務員をまとめるチーフパーサー
の補佐役を勉強しています。クルーや便の特徴に応じた指示力、
判断力が今の課題です。国際線では機内食の品質管理担当を習
熟中です。宗教やアレルギーなども踏まえた上で全てのお客様
が安心して美味しく食事を召し上がっていただくための管理や
確認、サービスが潤滑に回るよう物品の準備等を担います。

★社会人になって感じたこと
　社会人になって大事だなと思った事を二つ挙げます。一つ目
は自発性です。社会人は学生と違って、何をするにも自分の意思
で行動できますし、意思と行動次第で無限大の知識や能力を身
に付ける事ができます。自ら関わっていく事、行動を起こす事が
自分の限りない成長に繋がると思います。二つ目は感謝です。働
く環境がある事、お給料を頂いている事、家族や友人など自分を
支えてくれる人がいる事に感謝し謙虚で居続けたいと思います。

★大学生活を振り返って
　勉強、サークル、バイトと極く一般的な大学生活でしたが、自
分のやりたい事はチャレンジできたように思います。その中で
も休学をしてオーストラリアへワーキングホリデーに行った
事は大きな自己成長に繋がりました。

★就職活動時の印象に残った出来事
　全日空の最終面接で「尊敬する人は？」と聞かれ、咄嗟に「磯
野フネ(サザエさんの母)さんです」とぶっ飛んだ回答をして
しまったのですが、フネさんについて語る私の話を暖かく聞
いてくださった面接官には今も感謝で一杯です。

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.31　阿波谷　遥香
全日本空輸株式会社　客室センター

（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！

国内線では最大の路線網を持ち、国内線乗客数では日本最大の
航空会社。イギリスのSKYTRAX社による航空会社各付けで3
年連続、日本で史上初の5STAR認定を受けている。国際線でも
アジア諸国、ヨーロッパ諸国と、アメリカ合衆国、オーストラリ
アと就航地を拡大している。航空会社連合スターアライアンス
のメンバーであり、東証一部上場のANAホールディングスの傘
下であり、ANAグループの中核事業会社。

インターンシップに参加して得た成果を知る事でインターンシップに参加する目標を持ち、成果を意識しながら活動できるで
しょう。では、具体的にどんな目標を設定すればいいのでしょうか？設定したい目標内容を見てみましょう。

1. 確実にスキル・能力・ビジネスマナーを身に付ける
　インターンシップは、実際に企業で社員と同じような仕事
を行います。その会社の「実務」に関わります。つまり、社会人
としての実戦経験が積める貴重な機会です。
　当然ですが、その分、責任や仕事量は大きいですが、スキル
アップを目指したり社会人マナーを学ぶ上では最適な環境
です。こういった機会に足りていないものを、見つけておく
という目標を持ちましょう。

2.仕事を通して会社を経験する
　インターンシップで設定すべき目標として、仕事の経験を
積むのが大事です。このインターン中になんでもいいので、
仕事においての経験をつくっておきましょう。

目的意識を持ってインターンシップに参加しよう

なぜ、経験が大事かというとその経験が採用面接では、内定
を左右するくらい大事なものになるからです。そういった、
経験に基づいた志望動機などにすれば、とても面接などでも
重宝される人材になりますので、ぜひ自分の中で、目標を設
定してインターンシップに取り組んでいきましょう。

3.自分の弱いところを克服し乗り超える
　インターンシップでは、仕事を通して必ずといっていいほ
ど、壁にぶつかると思います。その壁こそが、自分のウィーク
ポイントつまり弱みになり、今の自分の課題になる訳です。
そういった壁が自分の前に立ちはだかった時に、その場から
目を背けるのではなく、確実に克服し乗り越えていくのだ、
というくらいの目標を最初から設定しておきましょう。
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編集後記
今回は、学生の疑問に焦点を当てた回です。わからないことはすぐ先輩に相談
しましょう！解決してくれるはずです！

そもそもスチューデントコモンズって？
グループでの予習・復習はもちろん、発表・討論の準
備演習など、多様な学修活動をサポートする場所です。

オープンスペース

プレゼンテーションルーム

ボックス席

スピーキングルーム

スチューデントコモンズ大解剖スチューデントコモンズ大解剖広報サポーター企画

　2016 年 4 月に第２学舎増築工事が終わり、スチューデントコモンズが完成しました。広々とした空間に椅子や机が入り、
開放的なテラスができ、会議室や個室のブースもできました。みなさん使用されましたか？
　「普通に話していいの？」「飲食は？」そんなみなさんの疑問を解決すべく、今号の GAIDAI NEWS 広報サポーター企画では、
スチューデントコモンズの使い方を詳しく紹介します。完成したばかりの綺麗な施設、これを機にどんどん活用してくださいね！

どんな設備がある？

開室時間は？

通常授業の期間は、８時30分から
21時まで使用することができま
す。ただし、長期休暇中は８時30分
から18時まで使用可、土曜・日曜・
祝日・大学指定休日は閉室してい
るので注意しよう！

ということは、
話しても大丈夫？

ちなみに、Wi-Fi
環境もあり！

もちろん！発表の練習や
ディスカッションもOKです。

ホワイトボードと机は
目的に応じて動かして
使用してもOK!

２室とも電子黒板があるので、
会議や打ち合わせで役立ちそう!

ここも奥の壁がホワイトボードに
なっています。

利用する際は、入り口横のホワイト
ボードに名前を書きましょう。

第２学舎１階は他になにがある？
キャリアサポートセンターとボランティアコーナーが移転
しました。より開放的で立ち寄りやすくなりました！今ま
で利用したことのない人も、まずは行ってみよう！

テーブル席54席、ホワイトボード、床下に電源があります。

電子黒板あり。利用の際は、学生会館で事前に予約が
必要です。

５カ所あり。一番奥の席はプロジェクタ付き。
４名以上での利用をお願いします。

防音壁で仕切られていて、発音練習もできます。ホワイ
トボードにて当日のみ予約受け付けています。１人 30
分までです。

キャリサポの相談ブースが
個室になり、話しやすくなりました。

飲食はしていいの？
可能です！学食の混雑を緩和するため
にも、スチューデントコモンズでの飲
食は可能です。

今の季節は外のテラスでの
昼食もおすすめです。
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イスパニア学科３年 松田琴乃さん

足立和香さん、峯村茜さん、
不破理菜さん、石田樹理さん

国際関係学科 4年

永松真実さん
英米学科４年

武島知音さん、相
原宏紀さん、

高瀬匡輝さん、吉
村舜也さん中国学科１年

英米学科４年

田中純花さん

国際関係学科４
年

木下七子さん

中條雄貴さん、伊藤陸さん岡本悠馬先生

中国学科４年

岡愛さん、小栗亜実さん、下津絢花さん

英米学科１年
村上貴浩さん、近

藤拓真さん、

水無瀬忠史さん英米学科１年

佐藤詩乃さん、田
中百音さん

国際関係学科１
年

岸本崇司さん
国際関係学科４年

藤井遥さん、飯星賢さん英米学科３年

渡谷奏一郎さん
ロシア学科１年

先輩教えて！

新学期が始まって、早や数カ月が経ちました。今年の新入
生インタビューでは「先輩に聞いてみたいこと」がテーマ！
実際に先輩に回答もいただきました。新入生のみなさん、
これを読んで疑問解消しましょう！

広報サポーター企画

留学編

大学生活編

ロシア学科１年
安倍徹さん

英米学科１年
向井洸二さん 船山仲他学長

特別編

イスパニア学科
１年

近藤健太さん、梅
木滉将さん、安藤

茂哲さん

やっぱり学生は
勉強第１ですよね！

留学期間もさまざまですね！
自分のやりたいことを見つけて
有意義に過ごしましょう！

行き先も内容もさまざま！
興味があったら早めに
リサーチ開始しよう。

なんと、学長に
登場いただきました！

アルバイトは今しかできない！
英語や各言語を使えるバイトもあるかも!?
ぜひ１つは経験を！

目指せ！生活力向上!!

「旅行しよう！」と言いつつ、
計画すら立てない。
ありがちです。

第２学舎は穴場です！
自分のお気に入り
スポットを見つけよう!!

新入生インタビュー
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2015年度アメリカ・インスティテュート留学体験談

　オーストリア（ウィーン）のアメリカ・インスティテュート春季短期派遣留学（2 月 13 日～ 3 月 13 日の 4 週間のプログ
ラム）に 22 名が参加しました。留学時の様子を、学生グループリーダーを務めた英米学科 3 年生と、英米学科 2 年生に報告
してもらいます！

ビジネス英語の先生です！（顔も小さく
てスタイルがいいです！）授業もわかり
やすく、実用的です。

ハプスブルク家の王宮です。周りには
ミュージアムがたくさん！

かわいくて快適な部屋でした。
ホストマザーがターキーとザワークラウ
トを作ってくれました。おいしくいただ
きました。

デーメルのザッハトルテです。木箱に入っ
ているので、お土産に最適！ホテルザッ
ハーよりお手ごろです！

こじんまりした部屋が多く、少人数授業
には向いています。

山之内先生に美術史美術館を案内しても
らいました。やはり解説があるとより一
層絵画を楽しむことができます！

ホーエンザルツブルク城塞で街中を見渡
せます！

AAIE からオペラハウスがこんなにも近
い !! スタンド席なら 4 ユーロで観れます。

お店の雰囲気がとても素敵です。

皆さん一カ月間でとても仲良くなりました。

音楽の都といえば、やはりオーケストラ
ですね！建物が綺麗で、演奏も迫力があ
り、素敵でした。

ザルツブルクの名物デザート、ぜひ一度
味わってみてください。

時々集まってファミリーディナーをしま
す。会話とカードゲームを楽しみました。

ザッハトルテ

ホテルザッハーに
て

伝統料理

オペラハウス

ファミリーディナ
ー

ホームステイ先の
部屋

ザルツブルクの町
並み

ザルツブルガーノ
ッケルン

王宮

美術史美術館

ウィーン楽友協会

先生と

AAIE 教室

集合写真



○書庫１階に入れるようになりました。
これまで教員・院生しか入ることのできなかった書庫の

1 階に、どなたでも入れるようになりました。閲覧室と同
じように、資料を自由に手にとってご覧いただけます。貸
出も可能です＊ 1。

閲覧室の約 9 万冊に書庫 1 階の約 14 万冊が加わり、約
23 万冊の資料が自由に利用できるようになりました。

＊ 1 禁帯出資料（参考図書、書誌、定期刊行物等）を除く

2016 年 4 月に発生した熊本地震の被災地を支援するため、本学ボランティアコーナー学生スタッフと有志学生が学内と
神戸市営地下鉄学園都市駅前で募金活動を行いました。

ご寄付いただいた総額 143,100 円は、日本財団を通じ被災地支援活動を行う複数の NPO に分配される予定です。ご
協力、ありがとうございました。

教員と学生の区別なく、ひとつのテーマについて自由に議論する「コモンズ・トーク」を、5 月 25 日に第 2 学舎スチュー
デント・コモンズにて行いました。

今回は総合文化コースの山本昭宏准教授がコーディネーターとなり、「ポピュラー文化は核をどのように描いたか？」
をテーマに、学生も参加して、活発な議論が交わされました。
「コモンズ・トーク」は、研究分野の垣根を越え、研究者相互のアカデミックコミュニケーションを促進するための新た

な試みとして行いましたが、こうした取り組みを通じて「風通しのよい」教職員コミュニティを創っていきます。

○開館時間の変更
・授業期平日（月曜～金曜）の閉館時間が 21 時 30 分に延

長されました。
・試験期の日曜を開館します。

図書館のサービスが変わりました

熊本被災地支援募金の報告

コモンズ・トークの開催

前期 7 月 24 日、31 日
後期 1 月 29 日、2 月 5 日
時間 10 時～ 18 時



★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、経営企画グループ
企画広報班まで
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/
スマホサイト　　http://www.kobe-cufs.ac.jp/sp/

お知らせ
　授業関係

★前期試験
前期試験期間　7 月 21 日（木曜）～ 8 月 3 日（水曜）

（15 週目および前期試験期間）
試験日程発表　7 月上旬

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。

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9月下旬から12月31日まで確認できます。）

★補講期間
　8 月 4 日（木曜）～ 12 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ならびに
GAIDAIPASS にてお知らせします。

★ 2016 年度　前期卒業
　2016 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班に申し出てください。
前期卒業希望申し出期限：6 月 30 日（木曜）
　前期卒業希望届け出用紙（用紙は教務入試班にあります。）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 11 日（月曜）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
　2016 年度後期から 1 年間休学予定の学生、または後期から在学
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班まで提出して
ください。

　授業料減免申請の受付

　2016 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
生活保護法による生活扶助を受けている学生、または授業料の支払
いに困難をきたしている学生で、かつ、所得・学業成績において所
定の減免基準を満たしている学生（注：2016 年度前期分減免より
申請時の奨学金受給要件は撤廃されました。）
２. 申請書交付期間：6 月 6 日（月曜）～ 24 日（金曜）
３. 申請受付締切日：6 月 24 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：６月 29 日（水曜）（1）13 時～ 14 時（2）16 時～ 17 時
場所：大ホール
※ 5 月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 6 月 1 日（水曜）
に開催しました。

　2016年度TOEFL iBT及びIELTS受験料補助について（本学学生対象）

　2016 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：2016 年 4 月 1 日以降に TOEFL iBT 又は IELTS を
受験した学部生・大学院生
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：2017 年 3 月 3 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。
・2017 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29日（水曜） 日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会

7月21日（木曜）～8月3日（水曜） 前期試験

8月4日（木曜）～12日（金曜） 補講・集中講義

8月7日（日曜）・21日（日曜） オープンキャンパス

8月4日（木曜）～9月25日（日曜） 夏季休業

9月7日（水曜）～16日（金曜） 集中講義


