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模擬国連世界大会開催報告
　11月20日～26日、日本で初めて模擬国連世界大会を開催しました。
大使役の参加者だけではなく、運営スタッフやボランティアなどたく
さんの外大生が作り上げた大会は大成功のうちに閉幕しました。

【人と防災未来センター・灘の酒造記念館・外国人墓地など】
到着された参加者を早速、神戸の街にご案内。「防災について
考えを深める」のも今回の大会でのねらいの１つでした。

【広島：宮島・平和記念資料館・原爆ドーム　京都：清水寺・伏見稲荷神社・金閣寺】
ボランティアスタッフの外大生が案内しました。280名の海外からの学生と引率の
先生が参加。日本の文化や歴史をしっかり感じてもらいました。

11月20日 神戸入り・市内視察 11月21日・22日 文化視察　広島＆京都

この日の会場は外大。事務総長役の谷幸穂さんが開会を宣言。
マスコミの方も多く取材にかけつけるなど、注目を集めまし
た。会議初日の最初の会議で、取り組む議題を決定しました。

1日中会議が行われました。総会・安全保障理事会・経済社会理事会・国連難民高等弁
務官事務所の４つの委員会に分かれての討議。スピーチや交渉、決議案の作成なども
ちろん全て英語で行われました。

11月23日 開会式・会議１日目 11月24日・25日 会議２日目・３日目

決議案の採択に向けていよいよ大詰め。自分の担当国の意見が反映されるよう最後まで頑張ります。閉会式では、みな達成感に満ち溢れていました。ま
た、大会の運営を支えてくれたボランティアスタッフへ盛大な拍手が贈られました。

11月26日 会議４日目・閉会式

＜メディア掲載・放送＞
11/18　読売新聞朝刊地域面
11/19　朝日新聞朝刊大阪本社版、神戸新聞朝刊
11/20　産経新聞朝刊地域面
11/21　神戸新聞朝刊
11/23　朝日放送『キャスト』、NHK神戸放送局

『ニュースKOBE発』、NHK神戸放送局
『兵庫ニュース845』、サンテレビジョン
『ニュースポート』、The Page大阪

11/24　朝日新聞朝刊大阪本社版、朝日新聞朝刊
地域面、読売新聞朝刊地域面、日本経済
新聞朝刊大阪本社版、神戸新聞朝刊、サ
ンテレビジョン『ニュースポート』

事務総長　谷幸穂　　　副事務総長　田中秀和
副議長 吉松紗恵子・植田奈菜子・
　 ジョンソン絵美里・橋本智美

浦町直弘・澤出華奈・岡本佳奈・金本みなみ・
頭巾明星・當間美波・福井章夏・髙本真弥・
水野綾香・森春奈・茂野涼一・石原優花・岸本崇司

大量破壊兵器の廃絶に向けた
取り組み 国連総会・ガーナ担当

「大学コンソーシアムひょうご神戸」チーム

オーストラリア担当（うち外大生5名）

「全国外大連合」チーム

ソマリア担当（うち外大生２名）Kevin O’Donnell・吉松紗恵子

国連総会 GA
災害リスクの軽減と防災促進
による災害に強い社会の構築、
持続可能な開発目標の社会包
括的な実現に向けた対応

植田奈菜子・Theo Thieffry

経済社会理事会 ECOSOC
社会危機・紛争における子ども
の保護

ジョンソン絵美里・Tsesa Monaghan

国連難民高等弁務官事務所 UNHCR
軍備拡張や核実験などの諸問
題に関する北朝鮮情勢、紛争防
止における女性の役割とエン
パワーメント

Kristina L. P. Mader・橋本智美

安全保障理事会 SC

各委員会の議題

学生実行委員会

受賞結果

11/26　朝日新聞朝刊全国版『ひと』
11/27　朝日新聞朝刊大阪本社版、

読売新聞朝刊地域面、
産経新聞朝刊地域面、
神戸新聞朝刊

11/28　NHK神戸放送局 『ニュースKOBE発』、
NHK神戸放送局『兵庫ニュース845』

12/1　  日本経済新聞朝刊大阪本社版 
12/5　  産経新聞朝刊地域面
12/14　NHK総合（全国）『おはよう日本』
12/19　日本経済新聞朝刊全国版
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○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。
○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。最初から志望先を固定す
るのではなく、幅広く志望分野をとらえましょう。

外大は、規模こそ大きくはないですが、自分がアクションすればさま
ざまなことにチャレンジできる雰囲気があると思っています。その
雰囲気に便乗して、残りの大学生活もたくさんオモロイ経験してく
ださい！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告
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6:00 就業開始、朝ミーティング

(建設現場は朝が早いです…)
当日の作業内容、注意事項を確認。

5:30 出勤

車で通勤

現在の在庫状況、出庫予定を確認し、欠品があれば
現地調達、もしくは本社調達の指示を出します。

13:00 出入庫管理、下請け業者とミーティング

14:00 ランチタイム

急ぎで必要なものが発生した際は、業者に電話をか
けて英語で納期交渉することも結構あります。

10:30 引合い、納期交渉、発注業務

搬入予定日にスムーズに荷受ができるよう、事前に
下請け業者と情報共有しておきます。

6:30 搬入予定整理

機器や荷物を安全に受領し、傷や凹み、過不足が無
いかチェックします。
時にはトレーラー10台近くの荷物を1日で荷受けす
るので、そんな時は丸一日かかります。

7:30 荷受指示、外観検査、員数確認など

10:00 コーヒーブレイク

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　米州向け営業担当として1年東京で勤務した後、現在はOJTの一環で、
豪州建設現場にてアドミ/マテコン担当として勤務しています。お客さま
との契約納期に間に合わせるべく、豪州グループ会社/下請け業者ととも
に毎日奮闘しています。毎日気温が40度を超えるような過酷な環境です
が、実際に自分自身が携わったものがプラントとしてできあがっていく
姿を見ることができるので、体力的には厳しいですが、毎日刺激的な日々
を過ごしています。

★社会人になって感じたこと
　上司や先輩が、自分の意見・やりたいことを尊重してくれることに驚き
ました。まだまだ薄っぺらい意見しか言えませんが、どうすればもっと良
くなるかを主体的に考えることで、ちょっと仕事が楽しくなったりします。

★大学生活を振り返って
　大学4年間部活ばかりしていましたが、そのおかげで組織運営や、良好
な人間関係の構築の仕方など、社会人としての基礎を学ぶことができま
した。当時は苦しいこともたくさんありましたが、部員同士真面目にぶつ
かり合ったからこそ、今も良い関係を築けているのだと思います。

★就職活動時の印象に残った出来事
　個人面接で、当時話題になっていたアベノミクスの三本の矢について
意見を求められ、全く分からなかったので「存じ上げません」と答えたに
も関わらず、その面接を通過できたことです。今でもなぜ通過できたのか
謎です。笑

（国際関係学科　2014 年卒業）

現場で働いている本社メンバー(日本人)で、プロジェ
クトの進捗状況、懸念事項を共有し、今後の方針を
決定します。

14:30 派遣契約書草案作成

現場で働き始める監督員・指導員との契約書の草案
作成。

17:30 終業

16:30 ウイークリーミーティング

　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！

　IHIは幕末以来160年以上の歴史を持ち、国内三大重工メーカーの一角
を担う総合重工メーカーです。
　主要製品は発電プラント、船舶/海洋製品、車両用ターボチャージャー、
ジェットエンジンなどがあります。お客さまは国内に限らず、電力イ
ンフラを必要とする発展途上国から、乗用車や旅
客機を製造する先進国まで、全世界に点在して
います。
　簡単に言うならば、地図に残り、海に浮かび、
道路を走り、空を飛ぶ製品を作っています！

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！

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頃でしょうか？
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ことを数点、お話します。

○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。卒業までに頑張って内
定を獲得しましょう。また、正社員としての就職先を優先しましょう。
本学の学生はほぼ100％内定を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こと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
られることは多々あります。
○学内の『企業採用説明会』を活用しよう
　就活解禁に先んじて、2～3月には約160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・団体が集まるまたと無
い機会ですので、積極的に参加しましょう。

就職活動＆インターンシップ体験記 !!
就職活動体験記

インターンシップ体験記

日本ペイントホールディングス株式会社 内定

香港インターンシップ体験記

中国学科４年　

英米学科 3 年　

私が就活を始めたのは 2016 年２月からでした。留学か
ら帰ってきたばかりだったので、何も分からないまま２月
29 日の夜に友達の家で鍋を囲み、日が変わると同時にプ
レエントリーする「儀式」をしたのを覚えています。就活
が始まってからは、内定が出るまでの不安と戦う日々でし
た。しかし、ある程度終盤まで差し掛かると、自分の未来
が大きく決まってしまうという寂寥感に襲われ、もう少し
就活が長引いてほしいとも思うようになりました。一番辛
かったのは内定を複数頂いてからでした。所謂「就活の軸」
がブレて、どの企業を選べばいいのか悩みに悩みました。
この選択でいいのかという自問自答を何度も繰り返した後
に、ようやく現在の内定先に決めました。

就活を終えて改めて理解したのは、就活が大学の４年間
を評価されるという至極簡単な仕組みだということです。
自由に使える時間が多い大学という期間の中で自主的に何
を考え、どう行動し、そして何を得たのか、その積み重ね
によって就活生の市場価値が決まります。皆さん外大生は
社会でも実用的な外国語という強みを持っていて、入学時
点で既に他の就活生よりもアドバンテージがあります。且
つ、仮に国内で好みの職が見つからない場合でも国外でい
くらでも探せますので、就活できるフィールドが他の就活

以前から海外の企業で働くことに興味があり、「海外で
働く」というイメージをつかむためには実際に経験してみ
ることが一番だと思ったため、City'Super 香港のインター
ンシップに応募しました。

1カ月間の内、最初の 3 週間は本社に出勤し、配属され
た部署で、企業理念から販売戦略まで、会社や事業内容に
ついてのさまざまなことを学びました。毎日、社員の方の
お話しを聞かせて頂く機会があり、社員の方それぞれが行
なっている仕事について教えて頂き、課題（新プロモーショ
ンの提案、POP 広告の作成など）を出される方もいたので、
オフィスでは主にそれに取り組んでいました。また、社員
の方と自社店舗を視察し問題点や課題を探したり、競合他
社の店舗視察も行ない他社の強みや自社との違いを調べ、
差別化を図るにはどうすればいいのかを考えました。

残りの 1 週間は店舗での実習でした。お客様の使用言語
は基本的に広東語なので、戸惑うことや店舗のスタッフの
方に迷惑をかけてしまうことも多かったのですが、皆さん
優しく仕事を教えてくださったり、仕事中に広東語を教え

月 就職活動全体の状況 コメント

2 学内企業説明会に参加 できるだけ多くの企業・業界を
知るよう心がける。

3 会社の個別説明会、
合同企業説明会に参加

「合説行く意味ない」という先輩
の言葉の意味をやっと理解する。

4 面接・面談が始まる 『面談と思いきや、思いっきり面
接詐欺』に遭う。

5 大手の選考が本格化する 内定がまだ出ず焦る。

6 内定を頂く 内定を頂いた４社の内２社で１
週間ひたすら悩む。

就職活動応援特集

生の比ではありません。なので気持ちに余裕を持って、就
活に臨んで頂きたいです。就活ごときで人生は決まりませ
んし、いくらでもやり直しは効きます。気軽にやっちゃっ
てください。末筆ながら、これから就活に臨む皆様のます
ますのご活躍を『お祈り』、、、では縁起が悪いので、『応援』
しております。

てくださり、実習の最後の日には「また香港に来たら遊び
に来てね」と温かく見送ってくださいました。お客様も、
私が広東語が話せないことを謝ると「大丈夫ですよ、イン
ターンシップがんばってね」と励ましてくださり嬉しかっ
たです。今回のインターンシップを通じて、香港の方はと
ても優しく温かい人が多いと感じました。

City'Super 香港のインターンシップで学んだことは数多
くありますが、その中でも一番の学びは「わからないこと、
疑問に思ったことは何でも聞く」ことの重要性です。たと
え些細なことでも、躊躇せずに質問すれば必ず何か新しい
学びや発見があるということを学びました。これからの学
生生活や、そして就職活動を行なっていく上で、この今回
のインターンシップで得た学びを活用していきたいと思い
ます。
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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！

　IHIは幕末以来160年以上の歴史を持ち、国内三大重工メーカーの一角
を担う総合重工メーカーです。
　主要製品は発電プラント、船舶/海洋製品、車両用ターボチャージャー、
ジェットエンジンなどがあります。お客さまは国内に限らず、電力イ
ンフラを必要とする発展途上国から、乗用車や旅
客機を製造する先進国まで、全世界に点在して
います。
　簡単に言うならば、地図に残り、海に浮かび、
道路を走り、空を飛ぶ製品を作っています！

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！

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頃でしょうか？
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ことを数点、お話します。

○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。卒業までに頑張って内
定を獲得しましょう。また、正社員としての就職先を優先しましょう。
本学の学生はほぼ100％内定を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こと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
られることは多々あります。
○学内の『企業採用説明会』を活用しよう
　就活解禁に先んじて、2～3月には約160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・団体が集まるまたと無
い機会ですので、積極的に参加しましょう。



英米学科 教授

学生時代に戻ってやりたいこと
部活です。 ずっとテニス部に所
属していました。
大学時代印象的だったことは？
入学してすぐに学生運動の影響
で授業ができなくなりました。
その間、同時通訳をひたすら勉
強して、面白さにのめりこみま
した。
外大生へひとこと
本学のいいところは、学生が真面目で品行方正。いろんなところで活躍して
いる学生がたくさんいる。でももっとアクティブになってほしいです。
最近あったいいこと
模擬国連世界大会を外大で開催したこと。

広報サポーター企画 Vol.1

外大生図鑑
外大生といえば、みなさんは何を思い浮かべますか？ 専攻語学の予
習・復習で忙しいイメージ？それとも留学？今回の広報サポーター企
画では、意外と知られていない外大生の一面にフォーカスしてみまし
た。友だちや同じ授業を履修しているあの人が載っているかも！ 

国際関係学科 ３年生

選ばれたときの気持ちは？
選ぶやつ、センスあるな、と。（笑） 
アルバイトの内容は？
専用の PC で、紙媒体の新聞を読み込み、デジタ
ル化します。日付・タイトルの追加などの編集も。
バイトのやりがいは？ 
自分が手けた記事が世の中に出ること。
ニュースサイトに載っていたり。
最近あったいいこと
最近、勉強が楽しい。
哲学や国際政治など！ 

英米学科 ２年生

選ばれたときの気持ちは？
あまり体育会としてみなさん
の目にふれることはないので
すが、外大の学生さんに見て
もらえる機会になるので、う
れしいです。
サッカー部のいいところ
にぎやかなイメージがあるかと思い
ますが、 個人個人話してみるとしっか
り考えている人が多く、面白いです。
最近あったいいこと 
さっきの 1 限めの会話の授業でのプレゼンをほめられたこと。
マドリードについて話しました。

イスパニア学科 4 年生

選ばれたときの気持ちは？
語劇や模擬国連以外で自分のことを
取り上げてもらえて、うれしいです。
言語を勉強するときのコツは？
英語：ひたすら話す。
中国語：漢字が持つ意味について

じっくり考える。
スペイン語：話すより聞く。

最近あったいいこと 
美味しいラーメン屋を見つけたこと。最近

あった悪いことは、レポートの提出期限が明日
ということに気づいたこと。

第２部英米学科 ４年生

所属している団体数は？
４。前までは、５つでした。
複数入っていて大変なことは？ 
重なることはなかったので、時間的には大
丈夫でした！
所属団体で大事にしていることは？ 
周りをよく見ています。下の代の運営には
客観的なアドバイスをしたり、新歓では、
話せていない子に目を向けたりしています。
最近あったいいこと
誕生日に、いろんな団体の人から「おめで
とう！」と言ってもらったこと。

国際関係学科
３年生

選ばれた感想は？
僕がみなさんに選ばれたというより、「筋肉が推薦し
た」、「筋肉に選ばれた」と言うほうが正しいかなと思
います。
おおすめの筋トレやコツは？  
自信を持つこと。筋肉は見られれば見られるほど成長
します。筋トレするときは鏡の前で。どこの筋肉を使っ
ているかわかるので。
最近あったいいこと
筋肉痛になっています。筋肉痛こそが喜びです。

ロシア学科 １年生

移動中は？
立っているときは、つり革を持たずに体幹を鍛
えて、座っているときは寝ます。地下鉄では、
寝過ごしてしまうので寝ないようにします。
通学に何時間？  
乗換えがうまくいけば、２時間半弱。うまくい
かないときは３時間弱かかってしまいます。
最近あったいいこと 
長い通学時間で、ハンドバッグだと片方の肩に重
みがかかって、痛かったけど最近、リュックを買っ
てもらいました。

国際関係学科 ４年生

印象的だった国
ボスニアです。20 年前の紛争、ヨーロッパ唯一のムスリム国家
であること、偶然参加することになったピースマーチなど、とて
も印象的でした。
一番おいしかった料理  
タイの「カオソーイ」、イタリアのピザ・ジェラート。
気をつけたほうがいいこと
ベッドバグ。 ベッドに住み着く小さいダニ。かまれたら１カ月以
上かゆくてすごいあざができます 。
最近あったいいこと 
模擬国連世界大会を、両親が見に来てくれたこと。

ロシア学科 ３年生

バックパッカーのきっかけ
ロシア語が嫌いだったから旧ソ連を旅して好
きになろうとした。
一番の思い出  
ウクライナで300キロ以上のヒッチハイク旅を
成功させたこと。
バックパッカーの魅力
日常と非日常の差を大きく感じられること。
最近あったいいこと 
ロシア語スピーチコンテストで3位を取ったこと。
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企業採用担当者から

就職活動応援特集

1. グローリーでは「求める心、みんなの力」を企業理念とし
て掲げています。不屈の挑戦心、そして、みんなの力を結
集することで偉大な仕事ができるという、変わることのな
いグローリーの原点です。スタンドプレーに徹することな
く、かといってチームに依存することなく、自らの強みを
しっかりと発揮し、グローリーというチームに貢献できる。
そして、やりたいことがグローリーで実現できる人と一緒
に働きたいと思っています。

2. 語学力に加え、留学などの経験をとおして得た、主体性や
多様な価値観に対する受容力が高いように感じます。また、
語学は一朝一夕で身に付くものではありません。コツコツ
積み重ねる継続力、粘り強さも働くうえでの大きな武器に

1. 基本的な、礼儀やマナーは当然ですが、明るく、何事にも
前向きに取り組む姿勢が大切だと考えています。大きな成
功体験ではなくても、成功するための努力や取組みなどプ
ロセスが大事だと考えています。面接で緊張するのは当た
り前ですので、饒舌ではなくても、しっかりと自分の考え
や誠実な姿勢を見せていただければと思っています。

2. 神戸市外国語大学の学生は、外国語への勉強意欲が非常に
高く勉強熱心な方が多いと感じます。留学経験のある方は、
海外生活において何を考え行動したか、どのように成長し
たか等、エピソード交えてお話していただきたいと思いま
す。また、ビジネスの場において、語学を使うだけではなく、
どのようなことにチャレンジしたいのか、そのために自身

なります。
3.「どこで働くか」ではなく「何をしたいのか」をよく考え

てください。大企業や誰もが知っている企業に入社するこ
とが就職活動の正解ではありません。日本においては、ま
だまだ終身雇用という概念が根強く残っています。「働く」
ということは、学生生活よりもずっと長い時間を費やす自
己実現の方法です。情報化が進む現代は、様々な情報を容
易に得ることができます。そんな時代だからこそ、“自分で
足を運び”、“自分の目で見て”、“自分の耳で聞いた”情報
を大切にしてほしいと思います。そこで費やした時間は、
将来のための投資です。

が今後取り組むべき課題等、具体的な目標や夢について、
熱意や前向きな姿勢を伝えてください。

3. 最近は、エントリーシートの書き方や面接指導の講座など、
皆さん熱心に参加された上で実践されていると思います。
しかしながら、面接をしていると、「マニュアル」のように
皆さん同じような内容に感じることもあります。やはり、「自
分の言葉で表現」し、ご自身の思いを伝えることが一番大
切と感じます。また、面接やエントリーシートの内容から、
入社志望度や意欲も伝わってきますので、選考を受ける以
上は、しっかりと「なぜその仕事につきたいのか」につい
て考え整理し、アピールすることが大切だと思います。

1. 新卒採用の際に重視するポイント
2. 他大学と比較しての本学生の良いところ・悪いところ
3.�就職活動において、本学生に『ココは気をつけてほしい！』
または、『ココはそんなに気にしなくても良い』というポ
イント

就活を頑張る外大生へ

グローリー株式会社

神栄株式会社

西日本鉄道株式会社 国際物流事業本部

～採用担当者からのアドバイス～

＜読み方＞

1. ｢自ら気づき、考え、行動する｣「多様な価値観と協働する」
にしてつグループ従業員一人ひとりが目指す人材像として、
周囲に貢献できることは何か、｢自ら気づき、考え、行動す
る｣ 自律の姿勢が挙げられます。学生の皆さんにも、この
ような積極的な姿勢を大切にしてほしいと思います。そし
て、｢多様な価値観の中に身を置き、自己研鑽する｣ こと。
年齢や性別、また人種や国籍など、自分と違う環境にいる
人との交流は、新しいものの見方や考え方を発見するチャ
ンスです。特に、日々世界を相手に仕事をする国際物流事
業本部としては、多様な人たちと積極的に交流し、対話を
重ね、協力して新しい価値の創造に挑戦する、みなさんの
力を必要としています！

2.「努力家で元気が良く、主体性を発揮できる」
留学を経験され、高い語学力を持ち、グローバルに活躍し
たいという思いが強い方が多く、または、在学中から通関

士の資格勉強をし、将来活かしたいというような、努力家
の学生が多いように思います。社内の神戸市外大 OB･OG
社員は、入社 1 ～ 5 年目と若手の比率が高いのですが、元
気な人、優しい人、そして気配り上手でコミュニケーショ
ン能力も高く、職場の中で、周囲に良い影響を与えてくれ
る存在です。ぜひ、先輩社員に続いて、一緒に活躍してい
ただきたいと期待しています！

3.「企業研究はしっかりと」
入社後のミスマッチは一番みなさんに起こってほしくない
ことです。このミスマッチを防ぐには、企業を知らなけれ
ばなりません。四季報や HP だけでは分からないことがた
くさんあります。気になる企業には学内説明会や会社セミ
ナー、インターンシップ等、どんどん足を運び、ご自分の
目で確かめてほしいと思います。ＯＢ訪問も大歓迎ですの
で、気軽に人事担当者にご連絡いただければと思います。



1. 当社の場合は“プロフェッショナルであれ・挑戦者であれ・
情熱を持て”という行動基準を掲げています。そのような
会社の想いに共感でき、また、それを実現する素養を持っ
た方と一緒に同じ方向を向いて成長していきたいと考えて
おります。そのため、一人ひとりの人間性を重視し、これ
まで経験してきた具体的なエピソード等を通して、どのよ
うな方なのか、果たして実際に行動できる方なのかを見て
います。

2. 非常に真面目かつ素直で、語学が得意な方が多い印象です。
当社の神戸市外大ＯＢ・ＯＧの社員は、国内・海外問わず
活躍しており、どの企業に入っても、必ず活かせる資質だ

と感じています。ただ、語学の他にも、それぞれ自分自身
にしかない能力・長所を見つけて、もっと発信していただ
けたら、企業も、皆さんのことをより知りたくなるはずです。

3. ①自分の言葉で話すことを常に意識してください。エント
リーシートの内容に沿ったマニュアルのような受け応え・
回答ではなく、誰かの受け売りでもなく、自分の頭で考え
た言葉で話さないと相手には伝わりません。②入社すれば
多くの時間をその会社で過ごすことになります。今だけ背
伸びして、自分を良く見せようとするのではなく、ありの
ままに明るく笑顔で頑張って、ぜひ自分らしく働ける会社
と出会ってほしいと思います。

株式会社阪急阪神エクスプレス

山陽特殊製鋼株式会社
1. 人柄も含め、コミュニケーション能力を重視しています。

文系・理系を問わず、仕事は一人でできることは少なく、
自分の力を発揮しながら様々な部署と連携して仕事を進め
ていただくことになります。そのため、周囲から好かれる
人柄と周囲に好印象を与えるコミュニケーション能力が大
事であると考えています。

2. 外国語大学に明確な目標意識を持って入学しているからか、
真面目でしっかりしているイメージが強いです。また、当
社のＯＢ・ＯＧに関しても学生時代に留学経験があるから
か、語学力が高く、コミュニケーション能力にも長けてい

る印象があります。
3. これまでに認識している企業は本当にごくわずかだと思い

ます。名前は知らない企業でも、その製品が私たちの生活
を支えていることも多々あります。知っている業界だけに
絞らず、色々な業界に興味を持って、就職活動を進めてく
ださい。新たな発見があるかもしれません。反対に、OB・
OG の人数はあまり気にしなくても良いと思います。ＯＢ・
ＯＧがいると、その会社のことが聞きやすいというメリッ
トはありますが、OB・ＯＧが多いから入社しやすい、とい
うことはありません。

株式会社阪急交通社
1. さまざまなタイプの方を採用したいと考えていますので、

面接ではみなさんの個性を見ています。自分の言葉で、ご
自身のことを本音で話してもらいたいと思っています。そ
のため当社の面接では、あまり志望動機をお聞きしていま
せん。みなさん自身のことをお伺いする時間としています。

2. 共通している点は、非常にまじめで誠実なところです。ま
た大学への恩義も感じているためか、後輩の就職活動支援
などを積極的に行ってくれています。おかげで近年毎年卒
業生が入社してくれています。

3.（貴校生にというわけではないですが）まずは「元気よく笑

顔で挨拶」をしてほしいと思います。挨拶をする / される
ことは互いにとても気持ちが良いので、それを心掛けても
らいたいと思います。また、面接では、ご自身のことを飾
りすぎず、素直にさらけ出してほしいと思います。面接で
背伸びをしすぎてしまうと、入社後にも背伸びし続けない
とならなくなってしまいますよ。気にしなくても良いとこ
ろは「面接時間の長短」です。前の人と比べて面接の時間
が短かったと悲観することありません。お会いしてすぐに
ビビッと来た方は、面接が早く終わることもあるからです。

三井倉庫ホールディングス株式会社
1. 皆さんが今まで積み重ねてきたものはもちろんですが、実

際に入社してからどれだけ意欲的に知識を吸収し、会社や
周囲と共に自らを成長させていくことが期待できるかです。
会社と共に夢を抱き、その実現のために突き進むエネルギー
を新入社員に期待しています。

2. 海外に対しての意識面、語学などの学術面両面での関心の
高さもさることながら、個々に芯のある学生さんがとても
多いと思います。また、なるべく広い視野を持とうという
意識が感じられる場面も多く、これらはさまざまな面にお

いて知的好奇心があることのあらわれだと思います。
3. たとえば質問に対する受け答えが淀みないか否かはあまり

気にする必要はありません。どの学生さんも真剣ですから
緊張することは当然です。仮にどんなに緊張している状況
下であったとしても自然とにじみ出てくるものこそが、本
当の意味での皆さんの良い部分、魅力的な部分だと思いま
す。あなたが自然と輝く瞬間、楽しいと感じる瞬間につい
て思い出し、私たちに共有してください。



お 知 ら せ
　後期試験

　2017 年 1 月 30 日（月曜）～ 2 月 10 日（金曜）に後期試験を行います。
（2 月 13 日（月曜）は試験予備日）
詳細は、本部棟前の掲示板に 1 月上旬に掲示（公表）します。
※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、試験日前に速やかに追試験願書（教務入試班で受け取
り又は GAIDAI PASS からダウンロードしてください）と事由証明書を
教務入試班へ提出してください。

　日本学生支援機構 奨学金継続説明会

1. 対象者：日本学生支援機構奨学金を貸与している全学生
ただし、下記の学生は必要ありません。
①最高学年の学生（卒業予定者）②現在、休止中または停止中の学生
※来年度以降の奨学金の辞退を希望する場合は、学生支援班へ申し出て
ください。
2. 日時：1 月 11 日（水曜）　大ホール

※ 対象の日時に参加できない場合、他の日程に参加してください。
3. 「継続願」入力期間：2017 年 1 月 11 日（水曜）～ 27 日（金曜）
手続きを怠ると、4 月から奨学生としての資格は廃止されます。いずれ
かの日程に必ず出席してください。

　授業料減免申請の受付

　2017 年度前期分（4 月～ 9 月分）授業料について、次のとおり減免申
請を受付けます。
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
※ただし、単位不足による留年者を除く
２. 申請書交付期間：2017 年 1 月 5 日（木曜）～ 23 日（月曜）
３. 申請受付締切日：1 月 23 日（月曜）18 時
４. 面接
　1 月末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

　冬季休業および冬季開閉室時間

　年末年始の 12 月 29 日（木曜）から 2017 年 1 月 3 日（火曜）までは、
事務の取扱いおよび施設の利用はできません。
＜学生支援・教育グループの窓口時間＞
12月19日（月曜）～22日（木曜）：8時30分～21時10分
12月26日（月曜）：8時30分～19時
12月27日（火曜）・28日（水曜）・1月4日（水曜）・5日（木曜）：8時30分～17時
＜学生会館＞
12月19日（月曜）～22日（木曜）：8時30分～20時

（会議室等の施設の利用は、19時30分まで）
12月26日（月曜）：8時30分～18時30分

（会議室等の施設の利用は、18時まで）
12月27日（火曜）・1月4日（水曜）・5日（木曜）：8時30分～16時30分

（会議室等の施設の利用は、16時まで）
12月28日（水曜）：8時30分～16時

（体育施設・会議室等の施設は利用できません。）
＜学生相談室＞
12月19日（月曜）・22日（木曜）：12時～18時45分
12月21日（水曜）：12時～17時45分
12月28日（水曜）・1月4日（水曜）：11時～16時45分
＜学生コンピュータ室＞
12 月 26 日（月曜）～ 28 日（水曜）：8 時 40 分～ 16 時 30 分

＜図書館＞
※12月29日（木曜）～1月4日（水曜）は年末年始のため休館します。
※1月29日（日曜）及び2月5日（日曜）10時-18時は試験期間のため開館します。

★冬季特別貸出の実施について
　下記のとおり長期貸出を行います。
貸出期間　2016 年 12 月 5 日（月曜）～ 12 月 28 日（水曜）
返却日　　2017 年 1 月 12 日（木曜）
※院生は 12 月 16 日（金曜）以降の返却日は 4 週間後になります。
貸出冊数　通常通り。

　センター試験準備及び試験当日に伴う休講

　2017 年 1 月 13 日（金曜）はセンター試験準備のため、休講となりま
す。また、1 月 13 日（金曜）・14 日（土曜）・15 日（日曜）の 3 日間は、
準備・試験のため、学内全施設使用できません。ご協力をお願いします。

　課外活動報告

　本学体育会が日本赤十字社より感謝状を贈呈されました。
　体育会は、年 2 回、日本赤十字社と共同して実施する学内での献血事業
の企画、実施、勧誘を 34 年間に渡り続けており、この間の受付け人数は
約 1 万人にのぼります。この功績が称えられ、平成 18 年には金色有功章
を受章しました。今回、金色有功章受章後 10 年間、継続して献血に協力
していることが認められ、日本赤十字社より感謝状が贈呈されました。

　講演会のお知らせ

　本学学生は申込不要です。詳細は本学ホームページでご確認ください。
日時：1 月 7 日（土曜）13 時～ 15 時
講演題目：「近代初期ヨーロッパの社会と音楽」
講師：渡邊　温子氏　チェンバロ奏者、古楽研究家
　　　久保田　彰氏　チェンバロ工房主宰者、古楽研究家
場所：三木記念会館
対象：本学学生、一般市民（定員：40 名）

★ 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
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時　間 対象者
13時～13時30分 学部２年生以上
14時～14時30分 学部1年生

時　間 対象者
15時30分～16時 第２部１年生
16時30分～17時 第２部２年生以上

日　時 行　事

12月17日（土曜）～1月5日（木曜）冬季休業

12月19日（月曜）～22日（木曜） 補講・集中講義

1月5日（木曜）～12日（木曜） 博士課程・修士課程第2次募集出願期間

1月10日（火曜） 補講

1月10日（火曜） 修士論文・課題研究提出期限

1月13日（金曜） 大学入試センター試験準備のための休講（立入禁止）

1月14日（土曜）・15日（日曜） 大学入試センター試験（立入禁止）

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

1月27日（金曜）～2月3日（金曜） 外国人研究生第２次・研究生・研修員出願期間

1月30日（月曜）～2月10日（金曜）授業・後期試験期間（2月13日（月曜）は試験予備日）

2月14日（火曜）～3月31日（金曜）春季休業

2月18日（土曜） 博士課程・修士課程第2次募集入学試験

2月19日（日曜） 英語教育学専攻第2次募集入学試験

2月21日（火曜）～3月22日（水曜）ナレッジキャピタル（グランフロント大阪北館）展示

2月23日（木曜） 博士課程・修士課程第2次・英語教育学専攻第2次合格発表

2月25日（土曜） 一般入試前期日程（立入禁止）

　行事予定（12月～2017年3月）




