
10月29日・30日

模擬店・展示
　模擬店は、それぞれに違った品
目を出してもらっているので、い
ろいろな種類の模擬店を楽しむ
ことができます！みなさん、こだ
わりを持って出店されています
ので、ぜひ楽しんでください！

ステージ目玉は？
　出演団体が多いことです！
いろいろな内容を楽しんでも
らえますよ！
　今年の外部ゲストは、１日目は
「神戸清盛隊」！プロのパフォーマー
で、イケメンが多い！２日目はよしもとの芸
人さんが来られます！
　タイトルが「和っしょゐ」なだけあって、今年
はにぎやかなステージになると思います！

今年のみどころ

　これまでと違って、今
年の外大祭は、「日本」が

テー

マです。海外のいろんな
ところを見てきた外大

生が、

「日本」をどのように
表現できるかを求めた

ところが

今年ならではです！

小さい大学とて、侮るこ
となかれ！

　外大生は、勉強だけで
なく、部活・サークルな

どいろいろな

方面で活躍しています
。そういう人たちが持っ

ているものが、

ステージや模擬店に現
れてきますので、より外

大生のコアな

部分が見られるのでは
ないかと思っています

！

外大祭2016　和っしょゐ　日本より愛を込めて

今年もやってきた！ 2016 KCUFS Autumn Festival !!
外大の目玉行事といえば、「外大祭」と「語劇祭」。今年の秋は、さらに日本初「模擬国連世界大会」も開催されます。これらの行事をめいっ
ぱい楽しむために広報サポーターが秋の行事を紹介します！
初参加の１年生も、もう何度も参加している上回生もまずは、このGAIDAI NEWSをチェックしよう！

　ついに外大祭の季節がやってきた！神戸市外国語大学の学園祭、通称「外大祭」は、学園祭実行
委員会の学生が主体となって企画、運営しているのが大きなポイント。今回は委員会幹部の方に、
他の大学とは一味違う魅力を教えてもらいました！

一日目中庭ステージ

12：00-12：05
12：05-12：20
12：25-13：00
13：05-13：40
13：50-14：05
14：15-14：45
14：55-15：25
15：40-15：50
16：00-16：45
16：55-17：20

17：35-18：05
18：10-19：05

開祭式
室内楽団
Ms.George
ゴスペル部
近石  涼
Jリーグ
Gospel Founders
アイドル同好会
清盛隊
ベリーダンスサークル
Danza del vientre
DJ chinmi
学部ダンス部gemstone

一日目前庭ステージ

12：00-14：05
14：30-15：00
15：15-15：55
16：55-17：25
17：35-18：20
18：40-19：00

音系三団体
手話サークルSHARE
クイズJAPAN
二部ダンス部G.O.D
日本昔話王者決定戦
ちゃき

二日目中庭ステージ

10：00-11：35
12：00-12：30
12：50-13：05
13：25-13：55
14：15-15：00
15：10-15：35
16：00-17：00
17：25-17：45
18：20-18：50
18：55-19：00

音系三団体
GhannaGhanna
日本舞踊研究会
フラメンコ部 un beso
外大のど自慢
ビンゴ
吉本芸人
ちゃき
二部ダンス部G.O.D
閉祭式

二日目前庭ステージ

10：00-10：25
10：50-11：40
12：10-12：40
13：05-13：25
13：40-13：50
14：10-14：30
15：30-15：45
17：20-18：20
18：30-18：55

吹奏楽団
女装コンテスト
ヒーロー選手権
神戸学生よさこいチーム 湊
k-pop同好会sarang
チクたんフレンズ
近石  涼
学部ダンスgemstone
ベリーダンスサークル
Danza del vientre

※タイムテーブルは予告なく変更される場合があります。

学園祭実行委員会
委員長　片岡　直さん

学園祭実行委員会
ステージ担当　吉野　有輝さん

学園祭実行委員会
模擬店・展示担当　宮崎　雛乃さん竒
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　模擬国連に参加してきて、言葉の大切さ
を痛感しました。言語が話せても内容がな
ければ意味がないし、その逆もまた然りで
す。他国との交渉では、謙遜や譲歩など日
本の文化から不利な立場に立つことも経
験しました。模擬国連は自分の可能性を広
げてくれ、そのチャンスをたくさんの人に
提供できることに意義を感じています。

　文化視察の目的は、開催地の文化の豊かさ
を知ってもらうことです。広島も京都も日本
らしさが現れている場所だと思います。
　ツアーの企画から実施まで学生だけで行
うのは初めてです。人数が多いだけに、全員
で同じ目標を共有することが大変でした。ひ
とつのチームで動き、一体感を生み出したい
と思います。

広報サポーター企画

模擬国連世界大会
NMUN-Kobe

　創立70周年記念事業として誘致された「模擬国連世界大会」！この11月に開催さ
れます。学内にポスターが貼られたり、打ち合わせしている人を見かけたり、なんだ
かすごい行事のよう！でも、実際のところ何をしているのか、どんな会議なのかよく
わからないという人も多いのでは？そんな疑問を解決します！

日　程 行　　　事

11月20日（日曜）

11月21日（月曜）　

参加者登録、神戸市内視察（人と防災未来センターほか）

◆文化視察（グループＡ：京都、グループＢ：広島）
京都：世界文化遺産の社寺ほか　　広島：広島平和記念資料館、原爆ドームほか

11月22日（火曜） ◆文化視察（グループＡ：広島、グループＢ：京都）

11月23日（水曜・祝）

◆国連フォーラム
（１）講演「日本と国連の 60年」
根本かおる　国連広報センター所長
（２）パネルディスカッション「防災・減災の主流化に向けて：日本と世界の視点から」
松岡由季　国連国際防災戦略事務局（UNISDR）駐日事務所代表（全体進行）
河田恵昭　人と防災未来センター所長
竹谷公男　国際協力機構（JICA）上席国際協力専門員
サンドラ・ウー　UNISDR民間セクター諮問委員

◆開会式
・祝辞：久元喜造神戸市長ほか
・基調講演：吉川元偉　前国連日本代表部特命全権大使

◆会議１日目（神戸市外国語大学）

11月24日（木曜） ◆会議２日目（神戸国際会議場）

11月25日（金曜） ◆会議３日目（神戸国際会議場）

11月26日（土曜）

◆会議４日目（神戸国際会議場および神戸市会本会議場）

閉会式（神戸国際会議場）
・各委員会の討議結果の報告・優秀チーム表彰式ほか
・特別講演：星野俊也　大阪大学大学院国際公共政策研究科教授

聴講・傍聴ご希望の方へ
「国連フォーラム」「開会式」「経済社会理事会　会議」「閉会式」な
ど一部のプログラムを聴講・傍聴することができます！
詳しくは、大学HPにて！
http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/70years/nmun_boshu.html

毎年、３月にニューヨーク、秋に世界のいろんな国で開催されている
大会。これまでも外大生は各地の大会に出場してきました。写真で紹
介します！

　国際連合の会議をシミュレーションする教育活動です。参加者
は担当国の外交官として、その国の利害を代弁して交渉・議論を
重ね、問題解決への合意形成を図ります。このプロセスを通じて、
実際の国際問題や国連システムへの理解を深めます。
今回の世界大会は何がポイントかというと…

★日本での開催は
初めて！

★国連の会議と同
様のテーマを同様

の手法で！

★自分の出身国以
外の国を担当

★もちろん会議は
全て英語！

★日本の大学生を
含め、世界中から約

350名が参加

POINT●●●●●●●模擬国連とは？

　模擬国連世界大会の会議や広島と京都への文化視察の企画・運営など、多くの外大生が活躍しています！文化視察のボランティア
スタッフとして参加している外大生はなんと約150人！他にも、外交官として会議に参加する人も！

●●●●●●●外大生の活躍！

●●●●●●●●過去の大会の様子

事務総長 文化視察リーダー
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　外大祭・模擬国連が終われば次は語劇祭！本学の語劇祭は、2日間にわたり5つの劇団(英米、ロシア、中国、イスパニア、2部英米)が各言語
で約2時間の劇をする今年で67回目を迎える伝統行事です！日本語字幕も表示されるので、話の内容もバッチリ！でも各劇団、どんな違
いがあるんだろう？そこで各劇団の方々に魅力を語っていただきました。これを読んで語劇祭をもっと楽しもう！発見！各劇団の魅力！

  1日目　12月3日（土曜）   2日目　12月4日（日曜）

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

　今回のお話は舞台が舞台。そこではなんと
本番を間近に控えた二つの劇団が、まさかの
ダブルブッキング。お互いが舞台の権利を主
張し合うも、話は一切まとまる気配を見せな
い。そんな中なおも強行されるリハーサル…さ
らに謎の女も登場し、もう劇場はてんやわん
や！悲劇『遥恋』、喜劇『桃花源』。二つの物語が交錯する中、リハーサ
ルは無事成功するのか…！果たして物語の結末やいかに…！

　劇場を舞台に繰り広げられる今年の中国語劇！役
者、裏方陣の手によって、あたかもあなたは自分が物
語の中の劇場にいるかのような気分になってしまう
かも…!? 劇中劇をフルに活かした演出に刮目あれ！

湊川
公園 高速

神戸

新開
地

神
戸地下

鉄西
神・
山手
線

新開地商店街

湊川
公園

神戸アートビレッジセンター

11：30～13：30

14：30～16：30

17：30～19：30

　2014年夏のある夜、五つ星ホ
テルの一室に呼ばれたコールガールのプーペ
イは老実業家リースにある頼みごとをされ
る。「私は共同経営者であるJ.S.グッドマンに
自分の二人の妻を殺させた。告白書に立会人として署名してほし
い。」署名をしたことがグッドマンに知られ、命を狙われるプーペ
イ。必死に逃げる彼女がドアをあけると…1994年、リースの二番目
の妻ルーエラがまだ生きている世界だった̶

　見どころは何と言っても劇中のタイムスリップ！
タイムスリップで変化するのは時間だけじゃありま
せん。演技、音、光。すべてで変化を表現。時の変化を魅
せる役者と裏方の息の合った舞台に大注目。ひと時も
目が離せません!!!

中国語劇団

英米語劇団

　ShellyとPaulは、自分たちが死後の世界に
いることに気付いた。しかも、最期の記憶だけが
消えていて、どうして死んだのかがわからない。
病気でも自殺でもないし、事故も考えにくい。 
―もしやふたりとも、殺されたのか？― とすれば、親しい友人た
ちの中に犯人がいる。真実を探るため、奇妙な夜の追体験が許され
たふたり。謎は解けるのか。リアルタイムとストップアクションが
交差して、被害者が自ら探偵となる、痛快コメディサスペンス!!

　コメディが帰って来た！…と思いきや、主人公は最
初から死んでるし、何やら怪しい雲行きです。殺すま
でもなく死人が出るだろうという超多忙の合間を
ぬって、団員が大奮闘した結果をご覧ください。

第２部英米語劇団

　人生に絶望した少女マルタと、悩みを抱え
た老父バルボア氏。ふたりがやってきたのは、
運命に見放された人々を空想によって救い出
す研究所であった。最愛の孫が家出した20年
前から心を閉ざしたままのバルボア氏の妻。所
長の計画のもと、彼女を救うための芝居が繰り
広げられてゆく……現実の世界と空想の世界、
人に真の幸せを与えるのはどちらなのか。

　今年のイスパニア語劇団はフレッシュな1・2回生
とベテラン5回生の共演に注目！個性豊かなキャラク
ター達。現実の世界と空想の世界、相反するものの間
で揺れ動く人間模様をお楽しみください。

11：30～13：30

14：30～16：30

　とある地方都市を牛耳ってきた市長の
もとに中央官庁からひそかに役人が監査
に入ったとの知らせが届いた。長年にわた
る不正とワイロ漬けがばれては大変と市長
をはじめ市の顔役たちは大あわて。にわか
に清廉潔白をとりつくろい、監査の役人には
接待攻勢をかけて保身をはかる。ところがこ
の役人は…。

　今年のロシア語劇上演作品「Ревизор～検察官～」
は19世紀ロシアを舞台にした古典劇です。二人の主
人公の軽妙な掛け合いや、それに振り回される個性的
なキャラクターたち、時代感を意識したこだわりの衣
装や小道具などにもご注目ください！

イスパニア語劇団

ロシア語劇団

日 時
場 所
チケット購入方法

12月3日（土曜）・4日（日曜）
神戸アートビレッジセンター
チケット１劇団につき、500円
学生会館入口のチケットカウンターにて販売
11月ごろより順次発売予定

＜会場案内＞  神戸アートビレッジセンター

※舞台写真は昨年の語劇です。



2018年卒業予定者は来年3月からの就活本番に向け、
下記のことに気をつけながら準備を進めてください。

●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よう（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。夏休みころから毎
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
競争率は過当に高くなります。志望する企業
は全て応募すべきですが、できるだけ早い段
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。

自分がどんな仕事がしたいか、軸がブレないように就活をしてください。
また私もそうでしたが、面接が苦手な方は慣れれば大丈夫！あまり気負
いすることなく臨んでください。
興味のある方、弊社への入社もお待ちしていますよ！！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告
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ヤマハ発動機株式会社
マリン事業本部マーケティング統括部
第２マーケティング部東日本営業所東日本ソフト課

8:45 就業開始　メールチェック

1日に50件以上メールが入ってくるので、重
要なものから取り掛かれるように朝一番に
ざっとチェックします。

釣具メーカーとコラボし、釣りをするお客様
向けに弊社の商品を売り込むため販促提案
の打合せ。都内にある弊社のボートディー
ラーも交えて、どのようにお客様を呼び込む
か考えます。3社に利益があがるように考え
ないと実施できないので、いろいろと案を出
します。

14:00 都内の釣具メーカーと打合せ

16:30 帰社後、再びメールチェック
担当商材の売上作業、来週の仕事や出張準備

8:15 出勤

営業なので社用車を使って外出することも
多いです。今では首都高の運転も少し慣れま
した（?!）

13:00 打合せに向けて出発･社用車にて移動

月に1回の営業会議。担当商材の全国動向
や、担当する東日本エリアの状況、先月の活
動振り返りや向こう3カ月の営業活動計画
を発表します。そのほか、営業所での目標数
字への達成率などを確認します。

10:00 営業会議

9:30 会議に向けて資料の最終チェック

12:00 昼食

15:30 打合せ終了・帰社

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　全国展開しているボート免許と会員制レンタルボートクラブの営業を
しています。ボート本体を売る営業とは異なり、その入口となるボート遊
びの楽しさを知ってもらう、いわば普及活動の役割を担っています。この
商品を売るにはいかにお客様に楽しさを伝えることができるかが重要な
ため、自身もクルージングや釣りをするなどして「遊び」の部分を経験し
ながら日々勉強しています。商品の企画から販売まで若いうちから任せ
てもらうことができ、また自分の出した商品に対するお客様の反応がす
ぐに見えるのもこの仕事の面白さです。

★社会人になって感じたこと
　就職活動中に耳にした、社会人は「報告・連絡・相談」、「納期」が重要！！
ということを日々実感しています。自発的に考え、行動することも大事で
すが、チームで動くので逐一の報告が必要不可欠です。

★大学生活を振り返って
　私は在学中に休学と派遣制度の両方を使い、約２年間中国の北京に留学
をしました。今となっては本当に行って良かったと思います。社会人にな
ると時間が取れないので、学生のうちにやりたいことを思いっきりチャレ
ンジするべきです！

★就職活動時の印象に残った出来事
　今の会社の最終面接で「中国に関する仕事か、それとも興味のあるマリ
ンの仕事どっちがしたい？」と聞かれ、「この会社でしかできないマリン
の仕事がしたい」と答えたのを今でも覚えています。

（中国学科　2014 年卒業）

外出から戻ったら再びメールチェックなど
の通常業務に戻ります。この日は月末だった
ので担当商材の最終の売上作業を実施。ま
た、翌日からの北海道出張に向けて最終の確
認・準備をします。また、外出で社内にいない
ことも多いので、社内にいる日は来週の仕事
の準備も少しします。

本日は外出があったため少し残業。明日の早
朝出発に備えて切り上げて退社。

20:30 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！

皆さんの中で“ＹＡＭＡＨＡ”のロゴが入ったバイクを見たことが
ある人も多いかと思いますが、ヤマハ発動機は二輪商品を主力とす
るメーカーです。それ以外にも、ボートや船外機、無人ヘリ、電動車
いすなどさまざまな製品展開をしているのが特徴です。またグロー
バルといった点では、海外売上比率が約９割と世界中で商品を展開
しています。人々の暮らしを支えるものやワクワクさせるような乗
り物を、国内のみならず世界の人たちに届ける会社です。

内定を得るポイント①

社会人、頑張ってます！

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こと
をお話しします。
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UCLAのキャンパスはとても綺麗、そして何より広かったです。
キャンパスや寮の周りにはジムやテニスコート、アメフトの

コートや陸上のトラックなどスポーツの設備が充実していまし
た。図書館にも入りましたが、入ってすぐのところがホテルのロ
ビーのようで驚きました。

UCLA の周りにはさまざまな観
光地があり、場所によってはバス一本で行くこ
とができるので放課後にふらっと立ち寄ることができます。
そして何より日本に比べてバスの運賃が安かったです。

UCLA 内やその周りには日本料理のお店や韓国料理店など、さまざ
まな種類のレストランがあってご飯に飽きることはまずありません。
どれも量が多いので満腹になります。

寮の敷地がとても広く、たくさんの学生がいるので交流の
きっかけになります。寮は基本３人一部屋です。

授業はクラス分けテストで決まったクラス
ごとに行われます。リーディングや文法の授
業であっても基本はディスカッション形式で、
アウトプットの作業が多いです。クラスのレ
ベルによっては選択授業があり、自分の興味
のある分野について学ぶことができます。個
性的で面白い先生が教えてくれるのも魅力で
す。時には課外授業も！

出身国も年齢もさまざまなクラスメイトたち。文化や考え方
も違うので話しているだけでも大きな刺激になります。

寮にある食堂での食事はビュッフェ
形式です。夕食は日替わりで自分の好
きなものを選べます。アジア系の料理
などもありますが基本アメリカンなメ
ニューなので食べ過ぎ注意。

授業風景

太平洋国立大学（ロシア）と学生交換協定を締結しました
　2016 年 7 月に、ロシアのハバロフスクにある太平洋国立大学と、研究者の交流や相互留学に関す
る交換協定を締結しました。ロシア極東地区で最大の教育研究拠点のひとつとされており、科学や
教育の分野に力を入れています。また、兵庫県がハバロフスク地方と姉妹・友好提携を結んでいます。
　教員・研究者の共同研究や教育技術の交流などのほか、双方の学生（毎年 2 名以内）が交換留学（授
業料免除）により、相手校で 1 年以内の語学教育プログラムを履修することができます。

・交換留学対象校・ロシア学科対象
・「ロシア語プログラム」を学習
・交換留学生は、授業料免除（旅費、宿泊費、保険費用等は自己負担）

本協定により、2017 年度からの学生派遣が可能となります。
詳細は国際交流センターまで。

学生寮



2018年卒業予定者は来年3月からの就活本番に向け、
下記のことに気をつけながら準備を進めてください。

●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よう（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。夏休みころから毎
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
競争率は過当に高くなります。志望する企業
は全て応募すべきですが、できるだけ早い段
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。

自分がどんな仕事がしたいか、軸がブレないように就活をしてください。
また私もそうでしたが、面接が苦手な方は慣れれば大丈夫！あまり気負
いすることなく臨んでください。
興味のある方、弊社への入社もお待ちしていますよ！！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告
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8:45 就業開始　メールチェック

1日に50件以上メールが入ってくるので、重
要なものから取り掛かれるように朝一番に
ざっとチェックします。

釣具メーカーとコラボし、釣りをするお客様
向けに弊社の商品を売り込むため販促提案
の打合せ。都内にある弊社のボートディー
ラーも交えて、どのようにお客様を呼び込む
か考えます。3社に利益があがるように考え
ないと実施できないので、いろいろと案を出
します。

14:00 都内の釣具メーカーと打合せ

16:30 帰社後、再びメールチェック
担当商材の売上作業、来週の仕事や出張準備

8:15 出勤

営業なので社用車を使って外出することも
多いです。今では首都高の運転も少し慣れま
した（?!）

13:00 打合せに向けて出発･社用車にて移動

月に1回の営業会議。担当商材の全国動向
や、担当する東日本エリアの状況、先月の活
動振り返りや向こう3カ月の営業活動計画
を発表します。そのほか、営業所での目標数
字への達成率などを確認します。

10:00 営業会議

9:30 会議に向けて資料の最終チェック

12:00 昼食

15:30 打合せ終了・帰社

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　全国展開しているボート免許と会員制レンタルボートクラブの営業を
しています。ボート本体を売る営業とは異なり、その入口となるボート遊
びの楽しさを知ってもらう、いわば普及活動の役割を担っています。この
商品を売るにはいかにお客様に楽しさを伝えることができるかが重要な
ため、自身もクルージングや釣りをするなどして「遊び」の部分を経験し
ながら日々勉強しています。商品の企画から販売まで若いうちから任せ
てもらうことができ、また自分の出した商品に対するお客様の反応がす
ぐに見えるのもこの仕事の面白さです。

★社会人になって感じたこと
　就職活動中に耳にした、社会人は「報告・連絡・相談」、「納期」が重要！！
ということを日々実感しています。自発的に考え、行動することも大事で
すが、チームで動くので逐一の報告が必要不可欠です。

★大学生活を振り返って
　私は在学中に休学と派遣制度の両方を使い、約２年間中国の北京に留学
をしました。今となっては本当に行って良かったと思います。社会人にな
ると時間が取れないので、学生のうちにやりたいことを思いっきりチャレ
ンジするべきです！

★就職活動時の印象に残った出来事
　今の会社の最終面接で「中国に関する仕事か、それとも興味のあるマリ
ンの仕事どっちがしたい？」と聞かれ、「この会社でしかできないマリン
の仕事がしたい」と答えたのを今でも覚えています。

（中国学科　2014 年卒業）

外出から戻ったら再びメールチェックなど
の通常業務に戻ります。この日は月末だった
ので担当商材の最終の売上作業を実施。ま
た、翌日からの北海道出張に向けて最終の確
認・準備をします。また、外出で社内にいない
ことも多いので、社内にいる日は来週の仕事
の準備も少しします。

本日は外出があったため少し残業。明日の早
朝出発に備えて切り上げて退社。

20:30 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！

皆さんの中で“ＹＡＭＡＨＡ”のロゴが入ったバイクを見たことが
ある人も多いかと思いますが、ヤマハ発動機は二輪商品を主力とす
るメーカーです。それ以外にも、ボートや船外機、無人ヘリ、電動車
いすなどさまざまな製品展開をしているのが特徴です。またグロー
バルといった点では、海外売上比率が約９割と世界中で商品を展開
しています。人々の暮らしを支えるものやワクワクさせるような乗
り物を、国内のみならず世界の人たちに届ける会社です。

内定を得るポイント①

社会人、頑張ってます！

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こと
をお話しします。



8 月 7 日（日曜）・21 日（日曜）の２日間、オープンキャンパスを開催しました。合計 5,100 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、有志メンバーによる語劇（プレイベント）など、多くの
学生のみなさんに協力していただきました。

来場者アンケートでは「この大学の魅力をたくさん感じることができて、この大学に入りたいという気持ちが強
まった」、「大学に入って努力すればこんな風になれるんだと思い勉強を頑張ろうと思えた」など、好意的な意見が
多く寄せられました。なかでも、「笑顔で対応してくださったので、とても話しやすかった」、「大きな声であいさ
つをしてくださって気持ちよかったから」といった学生スタッフとの交流についての記述が多く、今年も本学の魅
力が詰まったオープンキャンパスとなりました。

これからも、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で実際に活躍されている方々を審査員にお迎えし、
出場チームにはクリエイティブかつ実践的なマーケティングプランが求められます。

企画・運営は、教員のアドバイスを得ながら、学生の実行委員会を中心に行われています。第 6 回目を迎える
2016 年度は、一般社団法人豊岡鞄協会からテーマをいただきました。豊岡鞄は、2006 年に「地域ブランド」
に商標登録され、地域活性のカンフル剤として期待されています。

決勝大会後のパーティーでは他大学の学生と交流ができ、またスポンサー企業や審
査員の方々も出席しているので、発表についてのアドバイスなどを直接いただく機会
もあります。

外大は主催校ですが 2012 年度以来、入賞を他大学に譲っています。入賞目指して
頑張ってくれる外大生チームの参加をお待ちしています！また決勝大会の観覧は自由
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6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2016報告

出場チームは、下記の２つについての提案を行います。
メインテーマ：地域ブランド「豊岡鞄」の販売促進策
特別キャンペーン：鞄産業で働き、豊岡で暮らす若者増加推進キャンペーン 

【参加申込締切】2016 年 11 月 30 日（水曜）23 時 59 分必着
【決勝大会日時】2016 年 1 月 21 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



オープン・セミナー2016後期 （9月～12月） 語学講座２コース、教養講座４コースを開催します。（外大生も有料です。）

1. 語学講座：中国語入門
講 師：本学博士課程　肖 海娜　
日 程：9月27日～12月13日（毎週火曜日）
時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
講座概要：音声の面では、発音し難いピンイン及び声調の指導を行います。

文法の面では、文法項目を活用しながら、新しい学習内容に
合わせ、単文や会話文を自由に作れることを目標とします。更
に、理解力や聴解力を身につけるように授業を組み立てます。

受 講 料：14,400 円（全 12 回）
教 室：103 教室

講 師：教授　西川 健誠　
日 程：10月6日・20日・11月10日・24日（木曜日）
時 間：14 時 25 分 ～ 15 時 55 分
講座概要：「秋」は実りの季節でも、また滅びに向かい始める季節でも

あります。この講座では英語で書かれた「秋」の詩で、初
心者にも近づきやすいものを選んで読みます。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
教 室：102 教室

講 師：教授　千葉 典　
日 程：11月8日～11月29日（毎週火曜日）
時 間：18 時 30 分～ 20 時 00 分
講座概要：日本における食料消費と食料調達、世界的な食糧需給の状

況、食料の質をめぐる今日的課題等のテーマについて、経
済学的視点から順次考察をすすめることによって、ナショ
ナルな視点とグローバルな視点の両面から、より望ましい
食料システムの姿を探っていきます。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
会 場：兵庫県立神戸生活創造センター

講 師：客員研究員　小布施 祈恵子、客員研究員　井内 真帆　
日 程：12月13日(火曜)・15日(木曜)・20日(火曜)・22日(木曜)
時 間：14 時 00 分 ～ 15 時 30 分
講座概要：急速にグローバル化が進む一方、政治紛争や宗教の名を語る

テロのニュースが頻繁に報道される今日、異文化や宗教の適切
な知識は国際社会を理解するための大きなカギであると言えま
す。本講座ではムスリム（イスラム教徒）の仏教観およびチベッ
ト文化圏とそれを取り巻く社会の動向を多角的に解説します。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
会 場：兵庫県立神戸生活創造センター

講 師：本学非常勤講師　ベルグ・クリストフ　
日 程：9月27日～12月13日(毎週火曜日)
時 間：13 時 00 分～ 14 時 30 分
講座概要：フランス語を初めて学ぶ方のための授業です。日本で 12 年

間フランス語を教えているフランス人教師が担当します。
授業は、旅行で役立つフランス語会話を中心に学習します
が、初心者が無理なく簡単な日常会話を習得できるように
構成されています。

受 講 料：14,400 円（全 12 回）
会 場：神戸国際協力交流センター

講 師：准教授　馬渕 美帆　
日 程：10月11日～11月1日（毎週火曜日）
時 間：10 時 30 分 ～ 12 時 00 分
講座概要：日本絵画史の中でも、江戸時代は、画家が個人のレベルで

独自の表現を生み出し、個性を競った時代です。この講座
では、江戸時代絵画をとらえる上で重要ないくつかの視点
に基づき、その魅力に迫ります。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
教 室：308 教室

5. 教養講座： 日本と世界の食料問題

6. 教養講座：宗教から見る文化交流：仏教、イスラーム、チベット

2. 語学講座：やさしいフランス語会話

4. 教養講座：Reading Fall Poems ―「秋」についての英詩を読む

3. 教養講座：江戸時代絵画の魅力

10 月 8 日に、本学創立 70 周年記念行事として、芥川賞作家 小川洋子氏と、本学客員教授でありアメリカ現代作
家の作品を中心に翻訳をされ翻訳賞を多数受賞されている柴田元幸氏による朗読会が開催されました。

当日は、250 名もの参加者のもと、お二人の作品の朗読と作品解説のほか、創作や翻訳についての思いなど多岐
にわたるお話がなされました。

来場いただいた方からは、「小川洋子さんの朗読はとても包まれるような優しい感じで、柴田元幸さんの朗読はま
た一味違った朗読でテンポよく、ユーモアがあって、本の面白さを最大限にひきだして読んでくださっている感じが
しておもしろかった」の他、「作家と翻訳家のそれぞれの立場が交わってとても楽しい企画だった」、「＜文学の楽し
さ＞をおもいおこしました」や、「朗読だけでなく日本とアメリカの文学の傾向や政治背景も伺うことができてよかっ
たです」という意見が寄せられました。

また、朗読会終了後は、お二人の計らいでサイン会も行われました。

当日朗読された作品は下記のとおりです。
・小川洋子「ギブスを売る人」
・サローヤン著・柴田元幸訳「心が高地にある男」
・小川洋子「かさぶた絵画」
・ブライアン・エヴンソン著・柴田元幸訳「人間の声の歴史」

朗読会報告



お 知 ら せ
　国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催

日時　11 月 4 日（金曜）12 時 10 分～ 12 時 35 分
場所　504 教室
対象　学部 1 年生
※ ICC 希望者は必ず参加してください。

　2016年度大学院修士課程修了の手続き

2016 年度修士論文・課題研究の提出
１. 修士論文題目届または課題研究題目届（本学所定の様式）の提出

（１）提出期限　2016 年 11 月 10 日（木曜）17 時まで
２. 修士論文・課題研究の提出

（１）提出期限　2017 年 1 月 10 日（火曜）17 時まで
（２）提出物
①論文審査申請書または課題研究審査申請書（本学所定の様式）１部
②修士論文または課題研究（学術報告、口頭発表資料または修了
試験にかかる資料）　3 部
※ページ数については、指導教員と相談してください。
③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です。
（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）論文または課題研究（学術報告、口頭発表資料または修了
試験にかかる資料）は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。（教員より指定がある場合はそれに
従ってください。）

（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

　2016年度後期授業料払込書を10月中旬に送付しましたので、払
込期限（10月31日（月曜））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

　2017 年 3 月貸与終了予定者対象（主に現在 4 年生）
日時：11 月 2 日（水曜）13 時～ 14 時（502 教室）
　　　　　　　　　　　16 時～ 17 時（502 教室）

対象：現在、日本学生支援機構奨学生で、2017 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 25 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　
TEL078-794-8131

　学生顕彰者の募集

　2016 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 30 日（水曜）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。

　課外活動報告

　本学サッカー部が関西学生サッカーリーグ前期 3 部 B ブロッ
クで創部 65 年目にして初優勝を果たしました。

　「『通訳・翻訳ジャーナル』主催　誌上翻訳コンテスト　映画字
幕編」が行われ、第 2 部英米学科 4 年の小谷七生さんが優秀賞
を受賞しました。

　英米学科 3 年の鄭謙穎さんが ELS および UNAI 主催「Many 
Languages, One World Essay Contest」中国語部門で入賞し、
7 月 25 日～ 7 月 31 日、ニューヨークで開催された「Global 
Youth Forum」に日本の大学から初めて参加しました。

　7 月 9 日、横浜市立大学シーガルホールにおいて、「The 36th 
Annual All Japan Intercollegiate English Oratorical 
Contest for the J.U.E.L. Cup」が行われ、英米学科 2 年 幸亜
優美さんが第 1 位を受賞しました。

　行事予定（10月～1月）

★ 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/

日　程 行　事

9月17日（土曜）～12月22日（木曜） オープンセミナー2016後期

10月28日（金曜） 外大祭準備のため休講

10月29日（土曜）・30日（日曜） 外大祭

11月9日（水曜） 大学院説明会（修士課程）

11月20日（日曜）～26日（土曜） 模擬国連世界大会

11月26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27日（日曜） 特別選抜入試（社会人）

12月3日（土曜）・4日（日曜） 語劇祭

12月19日（月曜）～22日（木曜） 集中講義・補講期間

2017年1月10日（火曜） 補講日

2017年1月13日（金曜） センター試験準備のため休講

2017年1月14日（土曜）・15日（日曜） 大学入試センター試験
（※学内立入禁止）

2017年1月21日（土曜） 第６回全国大学生マーケティング
コンテスト決勝大会


