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創立70周年記念式典報告
　本学は、2016年6月1日に創立70周年を迎えました。6月4日に記念事業として「記念式典」「記念講演会」「ホームカミングデイ」「世界
のボードゲーム」「図書のリユース会」等を開催し、多くのご来賓の方々をはじめ、卒業生・一般市民・教職員・学生等、約500名の皆様にご
出席をいただき、盛大に執り行われました。

学生による「語劇」、本学70周年の歩みを紹介した「記念映像」、「モザイクアート」の完成品、卒業生等による
「校歌演奏」を披露しました。

完成したモザイクアート

記念式典

劇団バベルの塔による語劇
「走れメロス～運命を探しに～」

混声合唱団OB・OG、在学生たち約
50名による校歌合唱

理事長・学長より式辞、来賓等５
名の方より温かいご祝辞を頂き
ました

70周年事業に多額の寄附をいた
だいた４名の方（荻野正明氏、楠ヶ
丘会、伸興会、外大生協）に、感謝の
意を込めて、感謝状を贈呈

OB・OGの方は学科やゼミ等の集まりや在学生ガイドによる
キャンパスツアーに参加しました。

ホームカミングデイ

在学生によるキャンパスツアー
ICC第１期生の集いでは

学長と懇談

外大祭夏イベント「笑顔に70（な～れ）」

記念パーティー

室内楽団による演奏

名誉教授の方々をはじめ、たくさんの
卒業生が一堂に会し、大盛況のパー
ティーになりました

当日屋外会場では、学園祭実行委員会
主催の学園祭イベントも行われました

世界のボードゲーム

OB・OGや地域の方々が各国のボードゲーム
で盛り上がりました

みんなの笑顔の写真を集めたモザイクアート
完成しました。学舎１階に展示されています

図書のリユース会

外大図書館で除籍となった本がみなさんの
お手に渡っていきました

学園祭も同時開催
されました！



神戸市外国語大学の歴史
70 周年を迎えた神戸市外国語大学の歴史を紹介します。

詳しくは、学舎１階ロビーの展示をご覧ください。

神戸市立外事専門学校の設立
　終戦の混乱が未だ収
まらぬ1946年4月23
日、神戸市立外事専門学
校の設置が認可され、4
月に入学応募、6月1日に
入学式が行われました。

1946年

４年制大学への昇格
　設立時は英米・ロシア・中国の３学科編成で４月から新しい
楠ヶ丘学舎でスタートしました。以降、短期大学部の併設（1955
年廃止）、外国学研究所の設置、２
部英米学科の新設、法経商課程の
設置、教職課程の設置、イスパニ
ア学科の設置、大学院外国語研究
科の設置など教育の充実・発展を
続けました。

1949年

図書館建設
　1958年5月に本館、1959年3月に書庫が
完成しました。１・２階は図書館、３階は定員
400名の階段教室
で、入学式、卒業式、
学会や講演会の会場
として広く利用され
ました。

1958年

神戸研究学園都市への移転
　校地の狭小さなど
問題が浮上する中、
神戸市の要請を受
け、学園都市の現
キャンパスへ移転。

1986年

阪神・淡路大震災
　1995年1月17日、マグニチュード7.2、震度7の激震
が兵庫県南部地方を襲い、未曾有の大惨事となりまし
た。本学は、市街地から離れた場所にあり、建物も比較
的新しかったことにより、書架の転倒、体育館の建物亀
裂などの被害に留まりました。当日すぐに災害対策本
部が設置され、1月28日までに全員の無事が確認され
ました。運動場には仮設住宅が建
設され、体育館は災害物資の配送
センターの機能を担いました。

1995年

公立大学法人への移行
　少子化の進行やグローバル社会の進展な
ど社会情勢が大きく変化し、大学としてこれ
から環境の変化に伴う新たな課題に対応す
る必要がいっそう強くなってきました。時代
の要請に応えた機動的、弾力的で更なる魅力
を高める経営を目指
し、2007年4月に公
立大学法人に移行し
ました。

2007年

図書館被災状況

図書館全景

大学昇格への叫び

中庭の彫刻の転倒

完成した諸施設と学園都市駅

割れガラスの仮校舎



大学の4年間は、可能性を広げる場だと思います。神戸市外国語大学
は、良い意味でも悪い意味でも小さなコミュニティーです。学業、就
職活動、アルバイト、日々の活動の中でさまざまな価値観に触れ、自
分の可能性に磨きをかけ、近い将来、世界で存分に活躍しましょう。

★後輩へのエール

8:15 通勤・出社・メールチェック

東京の満員電車にも漸く慣れました…。

9:15 出荷本船の動静確認

毎日何千トンもの鋼材を数隻の船でお客様へ輸出入しています。船のスケ
ジュール(動静)を確認し、納期遅れや出荷トラブルがないか、念入りに確認す
るのがルーティンワーク。天候に左右されるため、台風の季節は地獄です…。
商社機能のひとつ「物流」の発揮の場です。
10:00 新鋼種引合資料作成

顧客(海外造船所)より新鋼種の引合を入手。短納期要望の為、直ぐに現地ス
タッフを客先へ派遣し、情報を収集。その情報を基に、新鋼種の需要規模、使用
用途、将来性のプレゼン資料作成。
11:30 上司へ拡販資料を説明

20:00 夕食

社員寮の近くで同期と夕食。

★現在の業務 
　入社以来、韓国の造船所への造船用鋼材の輸出を主に担当。造
船業界において日中韓が世界の約90%のシェアを誇り、その中
でも韓国が世界１位。海運・造船市況悪化を受け、各造船所は、厳
しい経営状況ですが、いち商社マンとして、お客様の立場に立
ち、鉄鋼メーカー、お客様(造船所)をリードできる存在になる様
努めています。弊社と韓国造船所の付き合いは長く、年に数回交
流会も開催し、商売の枠組みを超えた関係を継続できていると
感じています。

★社会人になって感じたこと
　誰かが見てくれていると感じます。辛いこと、嫌なことがたく
さんあることは事実ですが、それにひたむきに頑張っていると
誰かに助けられ、誰かに認められ、時に、誰かを助けます。

★大学生活を振り返って
　模擬国連や同時通訳の授業など、国際コミュニケーション
コースで学んだことも印象的ですが、やはり、友人たちとの日々
の談笑が1番の思い出です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　同じ様な業界を見ている他大学の就活生とさまざまな就活イ
ベントで何度も会うなど、いろいろな出会いが印象的でした。会
社の説明より同じ興味を持つ他大学の人の話の方が勉強になっ
たと感じたこともあります。

方向性が間違っていないか、上司へ報連相。

12:00 ランチ

一旦仕事を忘れて、上司・後輩と大手町界隈の中華ランチへ。

午前中に仕上げた資料を手に、プレゼンへ。

13:00 仕入先(鉄鋼メーカー)へ

スピードが全て。新鋼種引合への検討を促す。

14:00 帰社　プレゼン内容を改めてメールで同担当者へ発信

仕入先、お客様へ事情を速報。対策を船社、お客様、仕入先と電話協議。

14:30 出荷船が漁船と衝突

メール・電話が入りっぱなし。顧客との調整、仕入先との調整の連続。

16:00 メール・電話対応

北米・欧州とのビジネスが盛んな部署は、この時間から忙しそう。

17:30 就業時間終了

必要最低限のみ残業し、退社。

19:30 退社

メール・電話の対応はほぼ終了。次回のプレゼンや社内資料、会議資料の作成に
打ち込む。

18:00 落ち着いて資料作成

漁船と衝突！自走は可能だが、海上保安庁の現場検証、事情聴取、検察への引渡
等で、1週間は、航海できないと判明。代船や出荷スケジュールの変更申請等、対
応に追われる。トラブル対応は、商社の大きな(大変な)役割の一つ…。
15:00 代船の手配、出荷スケジュールの変更

新鋼種の引合に対し、製造可否、納期の確認。価格の擦り合わせ実施。

13:30 鉄鋼メーカーの担当者へプレゼン

ある日のスケジュール
VOL.32　北村　麻紗弘
JFE 商事株式会社

（国際関係学科　2014 年卒業）

JFE商事は、鉄鋼製品の取り扱いを中心に、鉄鋼原料・資機材
などの国内取引、輸出入、三国間取引を行い、食品・エレクト
ロニクス事業も展開しています。海外ではアジア・北米を中
心に拠点を広げ、中近東、アフリカ、メキシコなどの有望な市
場の開拓を推進。世界各地で鋼材加工センターを展開し、お
客様の最終製品に近い2次・3次加工まで実施しています。

鉄鋼貿易本部 厚板・エネルギー鋼材貿易部 
造船鋼材貿易室

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

　現在、就職活動中の人もこれからの人も、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！

月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間 教室

9月28日 水曜 第2回就職基本ガイダンス スタート講座 3年生 12時45分～14時15分 503

10月5日 水曜

エアラインセミナー 航空業界最新情報と採用試験対策 全学年 15時00分～16時30分 506

公務員・外交官セミナー
国家一般職・地方上級・外交官の
概要説明、合格者座談会もあり
ます

全学年 12時45分～14時45分 501

10月7日 金曜 第6回公務員採用試験個別
相談会

予約制（「何でも相談」受け付け
ます） 全学年 12時30分～16時30分 学舎4F

10月12日 水曜 第３回就職基本ガイダンス 自己分析、自己PR 3年生 12時45分～14時15分 503

10月19日 水曜 業界研究会 メーカー､商社､物流などについ
て分かり易く解説 3年生 12時45分～14時15分 503

10月26日 水曜 第４回就職基本ガイダンス 業界研究・企業研究 3年生 12時45分～14時15分 503

11月9日 水曜 第5回就職基本ガイダンス 履歴書、エントリーシート 3年生 12時45分～14時15分 503

11月10日 木曜 第7回公務員採用試験個別
相談会

予約制（「何でも相談」受け付け
ます） 全学年 12時00分～16時30分 学舎4F

11月7日
～18日

月～
金曜 業界研究講座 各業界から代表的な企業様をお

招きして、業務概要を学ぼう 全学年 12時30分～16時40分 学舎4F

11月16日 水曜

第3回TOEIC　IP テスト 申込は大学生協で (10月3日か
ら10月31日） 全学年 13時00分-15時30分 第二

学舎

英文履歴書作成講座 オープンガイダンス 3年生 15時30分～17時00分 208

資格総合ガイダンス

就活に役立つと言われる資格を
はじめ、業界別に必要とされる
資格全般を難易度や学習期間な
ど相対的にご案内します

全学年 12時45分～13時45分 学舎4F

11月30日 水曜
第6回就職基本ガイダンス 面接・グループディスカッション 3年生 12時45分～14時15分 503

英語面接基本講座 オープンガイダンス 3年生 15時30分～17時00分 506

12月5日 月曜 第8回公務員採用試験個別
相談会

予約制（「何でも相談」受け付け
ます） 全学年 12時00分～16時30分 学舎4F ※注意　上記予定は変更することがあります。また追加セミナーも予想されます。

2016年度 就職行事予定表（後期） 今後新たに追加される行事については、掲示もしくはGAIDAI PASSでご連絡します。
月日 曜日 行事名称 内　容 対象学年 開催時間 教室

12月7日 水曜
第4回TOEIC　IP テスト 申込は大学生協で(11月1日か

ら11月25日） 全学年 13時00分-15時30分 第二
学舎

第7回就職基本ガイダンス 実践で学ぶ､ノンバーバルコミュ
ニケーションスキルアップ講座 3年生 12時45分～15時30分 208

12月14日 水曜

内定獲得のための就活準備
講座

2015年の採用活動の総括・次年
度対策・面接対策など 全学年 ①12時45分～14時15分

②14時30分～16時00分 501

英語面接ロールプレイ1回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 15時00分～17時00分 101

1月11日 水曜

第5回TOEIC　IP テスト 申込は大学生協で(11月28日か
ら12月22日） 全学年 13時00分～15時30分 第二

学舎

GD&模擬面接講座1回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 10時00分～17時30分 103+
105

英語面接ロールプレイ2回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 15時00分～17時00分 101

1月17日 火曜 第9回公務員採用試験個別
相談会

予約制（「何でも相談」受け付け
ます） 全学年 12時00分～16時30分 学舎4F

1月18日 水曜
第8回就職基本ガイダンス いよいよ本格的に就活に向け

て、面接対策も 3年生 12時45分～14時15分 503

GD&模擬面接講座2回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 10時00分～17時30分 103+
105

1月25日 水曜
GD&模擬面接講座３回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 10時00分～17時30分 103+

105

英語面接ロールプレイ3回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 15時00分～17時00分 101

2月1日 水曜 英語面接ロールプレイ4回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 15時00分～17時00分 101

2月15日 水曜 英語面接ロールプレイ5回目 予約制(内容は追ってご連絡します) 3年生 15時30分～17時30分 101

2月中旬～
3月 学内企業採用説明会 多くの企業･団体にお越し頂く

予定です 3年生 09時20分～17時30分
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留学体験記
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影響力のある人間になることです。

勉強面では、期末試験期間中は図書館で徹夜で勉強し、そこ
で仮眠をとってそのままテストに向かうという生活をして
いたということで、勉強面以外では、NYCのいろいろな場
所や違った顔を発掘できた事です。

新しい視点から物事を見ることを学びました。というのも、
コーネル大学ではビジネスを専攻しており、外大では耳にす
ることはあっても決して学ぶこと、用いることのないロジカ
ルシンキングやビジネスフレームワークを常に念頭に、ケー
ス問題などを毎週クラスメイト達と議論しなければなりま
せんでした。最初のうちはかなり苦しい思いをしながら、つ
いていくのがやっとでしたが、学期終わりには意識せずとも
身についていました。またそれを発展させて、数字を用いて
ロジックで語っていくことの世界的有用性を学びました。

留学前から留学の準備をしっかりするようにしましょう。例
えば、何を勉強したいのか、どういう目的でそれを勉強した
いのか、また世界的に通用する自分の強み (originality) と
は何かということなどを考えておくと、軸のブレない留学生
活を送れると思います。ただ英語を勉強したい、英語を話せ
る環境にありたいのであれば、それはそれで良いと思います
が、英語を使って何をしたいのか、今一度考えるチャンスを
設けると留学の質も一気に上がると思います。

夢・目標は？

一番心に残ったことは？

留学してどんな変化がありましたか？

神戸外大の後輩に、メッセージをお願いします。

英米学科４年　
留学先：コーネル大学
留学期間：約10カ月

時間割（前期）

Mon Tue Wed Thu Fri

8:40-9:55

Understanding Events: 
The Special Case of 
Visual Narratives 
(Psychology, Writing) 

Management 
Communication

Understanding Events: 
The Special Case of 
Visual Narratives 
(Psychology, Writing) 

Management 
Communication

10:10-11:00 Marketing Marketing Marketing

13:00-14:15
Special Topics in 
Applied Economics and 
Management

Special Topics in 
Applied Economics and 
Management

時間割（後期）

Mon Tue Wed Thu Fri

10:10-11:00
 (月・水・金)

10:10-11:25
 (火・木)

Intro to Business 
Management Marketing Research Intro to Business 

Management Marketing Research Intro to Business 
Management 

13:25-14:40 Conflict Resolution and 
Negotiation

Conflict Resolution and 
Negotiation

14:50-16:10 Global Conversation 
with Entrepreneurs

Global Conversation 
with Entrepreneurs 

■留学体験談
留学を通し、日本の授業システムとの違いにいろいろと驚かされ
ました。例えば、同じ授業が週に 2 回以上あることで宿題や予
習はかなり増えるのですが、毎回、前の授業とオーバーラップす
るところがあるので、授業内容が身につきやすかった印象があり
ます。どの授業でも教授は基本的にスライドを使用し、授業後は
それをダウンロードできるので、テストの際の勉強、また自分の
ノートの内容と照らし合わせたい時などに役に立ちました。また、
授業スタイルも日本とは大きく違い、レクチャーのクラスであっ
ても教授と生徒の interaction でクラスが成り立っているのが目
に見えたり、自分が意見を言ってチャレンジできる環境がそこに
はありました。

■留学先の大学のよいところ
勉強するための環境作りが徹底され
ており、例えば図書館が分野別に約
20 棟あり、もしそこで見つからな
い本があった場合も国内外を問わ
ず、世界中の図書館から、わずか 2
週間足らずで本を取り寄せる事がで
きました。また、食事に関しても、
飲食可能なダイニングホールやカ
フェがキャンパス内に 20 カ所近く
あり、栄養バランスやクオリティーに関しても大学とは思えない
レベルのものでした。また、キャンパスのいたるところに景色の
綺麗なところもあったので、勉強に疲れた時は、そういった場所
でゆっくりとした時を過ごすのが好きでした。



夏季休暇にむけて、さまざまなことに注意をしましょう。
1海外渡航届�
　休暇等を利用して海外に行く場合は、「海外渡航届」
を学生支援班に提出してください。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。

2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・電話が変更になった場合
　・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

3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、2015 年 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。

4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/

5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

するようなことがないようにしてください。また、イッ
キ飲み等の危ない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。

1～5【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

6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 機能のついたデジタ
ルカメラ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。

6【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＞ 
補講・集中講義期間は、通常通りです。
※集中講義開講日の 8 月 6 日（土曜）、8 月 11 日（木
曜 / 祝）は、閉室しています。
月・水・金曜：9 時～ 19 時

（8 月 15 日（月曜）・17 日（水曜）・19 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＞
月補講・集中講義期間：9 時～ 19 時 30 分（閉館は
20 時）
月・水・金曜：9 時～ 19 時 30 分（閉館は 20 時）

（8 月 15 日（月曜）・17 日（水曜）・19 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 15 日（月曜）～ 9 月 16 日（金曜）：9 時～ 17 時

＜国際交流センター＞
8 月 15 日（月曜）～ 9 月 16 日（金曜）：9 時～ 17 時

＜学生コンピュータ室＞
8 月4日（木曜）～ 8 月12日（金曜）：8 時 40 分～ 21時
8 月 15 日（月曜）～ 9 月 6 日（火曜）：8 時 40 分～
16 時 30 分
9 月7日（水曜）～ 9 月16日（金曜）：8 時 40 分～ 21時
9 月 20 日（火曜）～ 9 月 23 日（金曜）：8 時 40 分～
16 時 30 分
9 月 26 日（月曜）以降は 8 時 40 分～ 21 時
土曜・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

※  7 月 24 日（日曜）及び 31 日（日曜）10 時 -18 時
は試験期間のため開館します。

※  8 月 16 日（火曜）～ 8 月 23 日（火曜）は蔵書点検
期間のため休館します。

※ 9 月 26 日（月曜）以降は通常開館です。

第 17 回神戸研究学園都市大学交流戦が５月７日～７月 17 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
11 競技が行われました。25 日には、レクレーションとしてドッヂビー大
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「戮力協心～汗と絆で勝利を！～」でした。スロー
ガンには参加する大学生全員が力を合わせるという思いがこめられていま
した。

7 月 9 日に体育会の主催で球技大会が開催されました。猛暑にも関わら
ず、たくさんのクラスやゼミ、クラブ、サークルが参加しました。当日は
リレー・ソフトボール・フットサル・ドッヂボール・バレーボール・バド
ミントンが行われました。おおいに盛り上がり、活気がある球技大会とな
りました。

学園都市交流戦

球技大会



お知らせ
　授業関係

★前期試験（成績通知、成績問い合わせ）
15 回目授業及び前期試験期間　7 月21日（木曜）～ 8 月 3日（水曜）
前期成績発表　9 月 21 日（水曜）～（１2 月 28 日（水曜）ま
で学内パソコンで GADAI PAS にて閲覧可能）
前期成績問い合わせ　9 月21日（水曜）・23日（金曜）・26日（月曜）

　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や 15 回目授業と前期試験の日程を
逆にして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 4 日（木曜）～ 12 日（金曜）です。
補講を行う授業の一覧は、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 26 日（月曜）～ 9 月 30 日（金曜）

　2016年度市民講座

総合テーマ：スペイン語で巡る世界遺産の旅
水曜日：午後 6 ～ 8 時　土曜日：午後 2 ～ 4 時
場所：神戸市外国語大学
受付方法：本学在学生は申込不要です。講座当日は受付にて学生
証を提示してください。（定員になり次第締め切ります）
受講料：本学在学生は無料です。

　2016年度オープンキャンパス開催！

　8 月 7 日（日曜）、21 日（日曜）の両日、2016 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～10月）

日　時 行　事

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・21日（日曜） オープンキャンパス

9月7日（水曜）～16日（金曜） 集中講義

9月21日（水曜）～12月28日（水曜）成績発表（学内パソコンで閲覧可能）

9月21日（水曜）・23日（金曜）・
26日（月曜） 成績問い合わせ

9月21日（水曜） ゼミ募集説明会(2年生対象）

9月26日（月曜） 前期卒業式

9月28日（水曜） コース説明会（1年生対象）

10月15日（土曜） 大学院修士課程（第１次募集）入試

10月28日（金曜） 全学休講（外大祭準備）

10月29日（土曜）・30日（日曜） 外大祭

講師 開講日 講座タイトル

教授　　福嶌　教隆
准教授　川口　正通 9月28日(水曜) 1.スペイン語圏の世界遺産概観

2.古代メキシコから近代バルセロナまで

教授 モンセラット・サンス 10月5日（水曜） セゴビア−共存する３つの文化

名誉教授　宮本　正美 10月8日（土曜） 世界遺産を通して学ぶスペイン語の
発音講座

名誉教授　西川　喬 10月12日（水曜）トレド−時間の迷宮に迷い込む

准教授　フアン・ロメロ 10月15日（土曜）スペイン語圏の映画文化遺産
−ブニュエルとアルモドバル

教授　野村　竜仁 10月19日（水曜）アルカラ大学とセルバンテス

客員研究員　吉田　浩美 10月22日（土曜）バスク地方の世界遺産と食文化

准教授　成田　瑞穂 10月26日（水曜）ラテンアメリカ文学とスペイン語圏
の世界遺産

★ 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/


