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学科別・主な就職先� （法人格省略・順不同）

【英米学科】
関西エアポート、ソフトバンク、楽天、小林製薬、岡山放送、
日本旅行、グローリー、山陽特殊製鋼、トヨタ紡織、住友電装、
ナブテスコ、住江織物、マクニカ、イケア・ジャパン、岡谷鋼機、
資生堂ジャパン、肥後銀行、十八銀行、鴻池運輸、西日本鉄道、
住商グローバルロジスティックス、JAL スカイ、ベイカレント
コンサルティング、近鉄・都ホテルズ、日本農業新聞、ワーク
スアプリケーションズ、イーオン、大阪国税局、東京都庁、兵
庫県庁、大阪市役所、姫路市役所、山口県庁、岐阜県庁 など

【ロシア学科】
日本航空、日本ペイント、YKK、ヒルトンワールドワイド、富
士通テン、コベルコシステム、不二越、帝人フロンティア、岩
谷産業、川商フーズ、京都中央信用金庫、郵船ロジスティックス、
阪急阪神エクスプレス、STNet、神戸市役所、水資源機構 など

【中国学科】
三井物産、全日本空輸、共同通信社、三井倉庫、みずほフィナ
ンシャルグループ、テルモ、日本ペイント、スズキ、TOTO、
東洋ゴム工業、東芝メディカルシステムズ、豊田通商、鴻池運輸、
ANA ウイングス、エイチ・アイ・エス、JTB グループ、大阪
税関、警視庁、大阪府庁、神戸市教育委員会、全国農業協同組
合連合会 など

【イスパニア学科】
三菱東京 UFJ 銀行、阪神電鉄、阪急交通社、山九、JFE 商事、
三ツ星ベルト、山陽特殊製鋼、マキタ、富士通フロンテック、ジェ
イテクト、中西金属工業、三谷商事、豊通マシーナリー、木下
工務店、スターバックスコーヒージャパン、神戸市役所、大阪
市消防局、日本郵便、堺市教育委員会 など

【国際関係学科】
川崎重工業、本田技研工業、三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行、
国際協力機構（JICA）、シスメックス、アステラス製薬、ヤマハ、
ダイハツ工業、ダイセル、ユアサ商事、JFE 商事、岡谷鋼機、
伊藤忠丸紅鉄鋼、福岡銀行、近鉄エクスプレス、郵船ロジスティ
クス、ANA 関西空港、共同通信社、兼松エレクトロニクス、ベ
イカレント・コンサルティング、防衛省海上自衛隊、神戸市役所、
兵庫県庁、在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館 など

【第 2部英米学科】
全日本空輸、神戸製鋼所、日本放送協会、ロート製薬、エイチ・
アイ・エス、グローリー、ワールド、TOA、NTN、ニトリ、
伊丹産業、日新信用金庫、ANA 中部空港、JAL スカイ大阪、
住友不動産販売、デル、神戸市役所、神戸市教育委員会、兵庫
県教育委員会、神戸大学、岡山市役所 など

2016年度卒業生就職状況
（2017 年３月卒業生）

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 101 98 90 8 0 97.0%

ロシア 25 25 24 1 0 100.0%

中国 50 49 44 4 1 98.0%

イスパニア 36 34 29 4 1 94.4%

国際関係 77 76 65 8 3 98.7%

第 2 部英米 70 69 57 3 9 98.6%

全体合計 359 351 309 28 14 97.8%

業種別・主な就職先� （法人格省略・順不同）

【メーカー】
神戸製鋼、川崎重工、本田技研工業、日本ペイント、スズキ、
シスメックス、三ツ星ベルト、富士通テン、TOA、山陽特殊製
鋼、グローリー、ワールド、古野電気、トヨタ紡織、ナブテスコ、
住江織物、荏原製作所、YKK、テルモ、スズキ、TOTO、東洋
ゴム、東芝メディカルシステムズ、マキタ、富士通フロンテック、
中西金属工業、ダイハツ工業、ダイセル、NTN、ロート製薬 
など

【貿易・商事】
三井物産、豊田通商、JFE 商事、伊藤忠丸紅鉄鋼、岩谷産業、
阪和興業、神栄、伊丹産業、マクニカ、岡谷鋼機、帝人フロン
ティア、川商フーズ、三谷商事、豊通マシナリー、ユアサ商事、
イケア・ジャパン、ニトリ など

【建設・運輸・倉庫】
日本航空、全日本空輸、関西エアポート、三井倉庫、阪神電気
鉄道、JAL スカイ、ANA ウィングス、JAL スカイ大阪、ANA
中部空港、鴻池運輸、西日本鉄道、郵船ロジスティックス、阪
急阪神エクスプレス、近鉄エクスプレス、住商グローバルロジ
スティックス、山九、木下工務店、住友不動産販売 など

【報道・出版・情報・通信・旅行・サービス】
共同通信社、岡山放送、日本放送協会、ソフトバンク、楽天、
JTB グループ、日本旅行、阪急交通社、エイチアイエス、近鉄・
都ホテルズ、ヒルトンワールドワイド、ザリッツカールトン大
阪、ベイカレントコンサルティング、アクセンチュア、日本農
業新聞、ワークスアプリケーションズ、デル、兼松エレクトロ
ニクス、STNet、コベルコシステム など

【金融・保険・証券】
三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグ
ループ、三菱 UFJ 信託銀行、福岡銀行、肥後銀行、十八銀行、
京都中央信用金庫、日新信用金庫 など

【公務員・教職員・その他】
国際協力機構（JICA）、神戸市役所、兵庫県庁、大阪税関、大
阪入国管理局、神戸市教育委員会、兵庫県教育委員会、警視庁、
神戸大学、神戸市消防局、大阪市役所、大阪府庁、大阪市消防局、
防衛省海上自衛隊、大阪国税局、山口県庁、岐阜県庁、姫路市
役所、堺市教育委員会、日本郵便、水資源機構、在大阪・神戸
フィリピン共和国総領事館 など



学生時代は自分のしたいことに全力で打ち込める貴重な時
間です。卒業してから後悔することのないよう、学業にも課
外活動にも全力で取り組み、学生生活を充実させてほしいと
思います。

★後輩へのエール

★現在の業務 
　課として、県の国際交流や国際協力に関する業務を担当して
おり、その中でも国際会議や国際フォーラムの準備・運営を主に
行っています。国内外から多くの方が参加する国際会議では、会
場内の案内表示の作成から各報道機関との調整まで、様々な準
備を要するため、各担当が独立して仕事をするのではなく、チー
ムとして仕事をし、円滑な会議開催となるよう尽力しています。
参加者から「有意義な会議だった」と言ってもらえた時は、とて
も達成感があります。

★社会人になって感じたこと
　月並みですが、平日の大半は仕事の時間となるため、自由に使
える時間がとても減ったなと感じます。自分の時間を作るための
工夫もしながら、「学生の時、もっと時間を大事に使えばよかった
な」と思うこともたまにあります。

★大学生活を振り返って
　初めての一人暮らし、アルバイト、授業など、多くの思い出が
ありますが、やはり友人と一緒に過ごした時間が一番記憶に
残っています。在学中に出会った友人は、社会人になってから
も、何でも気軽に話せる貴重な存在です。

★就職活動時の印象に残った出来事
　個人面接で「最近読んだ本は？」と聞かれ、「県庁おもてなし
課です」と答え、険しい表情の面接官に笑ってもらえたことで
す。その質問までかなり緊張した雰囲気だったので、場の雰囲
気を変えることができてよかったです。

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.37　

奈良県庁　
（国際関係学科　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！

行政機関として、奈良県の予算・経理・人事・給与など
の内部管理的な業務から、県税の賦課徴収事務、県民
の健康・福祉、防災対策、農林水産業・商工業・産業の
振興、県土の整備、スポーツの振興など、さまざまな
分野における県全体の計画や地域づくりの企画立
案・政策立案など、幅広い業務を行っています。

インターンシップに参加して得る成果を知ることで、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つける
　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
としての実践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る、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できるだけ数多く、
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、面接などで自分
の強いアピールになりますので、是非自分の中で、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であり、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。

8:30 就業開始　メールチェック・書類の整理

8:00 出勤

12:00 昼食

14:00 会場担当者、業者と打ち合わせ

自転車で通勤

国際会議の会場となるホテルとの打ち合わせに備え、上司と最終の
事前確認を行います。

11:00 午後からの打ち合わせの資料チェック・段取り確認

一週間の課内全体と各係員の予定を確認。各担当の作業進捗の
報告や情報共有も行います。

9:00 朝礼・係ミーティング

国際会議参加者向けに通知する文書の案とその補足資料等の準
備をします。経緯等も説明できるよう、過去の書類にも目を通して
おきます。

10:00 文書・説明資料の作成

17:00 書類整理と明日のスケジュール確認

会場の仕立て、参加者が宿泊する部屋の空き状況など、現場の確
認をしつつ、意見交換を行います。

16:00 帰庁。打ち合わせ結果の口頭報告と記録作成

打ち合わせに参加していない係員や、後任のために打ち合わせの
記録を毎回作成します。（この作業を怠ると、後任が苦労します）

17:30 退勤
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間です。卒業してから後悔することのないよう、学業にも課
外活動にも全力で取り組み、学生生活を充実させてほしいと
思います。

★後輩へのエール

★現在の業務 
　課として、県の国際交流や国際協力に関する業務を担当して
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Q.
A.サラマンカ大学は 2018 年に創立 800 年を迎えるスペイン

最古の大学で、その歴史や豊富な施設、学部の幅広さなど
を理由に国内外から非常に様々な学生が集まります。その
ため「外国人のスペイン語学習」のノウハウがしっかりし
ており、また留学生向けのアクティビティやサポートなど
も充実しています。さらにサラマンカは日本と深い結びつ
きがあり、日本語や文化を学ぶ学生も多いので、そういっ
た人達と知り合えるのも利点の一つでしょう。
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大聖堂に登った時の写真です。
サラマンカの大聖堂は塔だけでなく、屋根の部分や
聖堂内部の二階部分などにも登れます。
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コースの事務室がある建物です。どれも歴史ある建築物です。

聖週間のパレードの様子です。スペインで聖週間はか
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トルメス川からサラマンカの町を写したものです。
中央の建物が大聖堂です。

サラマンカ長期派遣

町の中心であるマヨール広場の
近くの大通りで、レストランや
スーパーなどが並んでいます。



ちなみに「やぶ家」は鶏料理の店で、神戸市内
に何店かあります。「安くて美味しい店」は自分
で（or みんなで）開拓して見つけましょう！地
下鉄沿線をひと駅ずつ軒並みに…という先輩も
いますよ。たまには「高くて美味しい店」にも
挑戦を。それと、言うまでもないですが、お酒
は二十歳になってから！

留学は、まず目的ありき。語学留学だけではなく、「プ
ラスアルファ」の部分が大事ですよ。留学は強制で
も義務でもありませんが、せっかく外大での学生時
代ですから、そんな「プラスアルファ」を積極的に
探しては？　その国の文化に触れたり、社会の実情
を知ったり、人と接して肌でその国を感じたり…。

たとえオモロくなくて全然優しくない先輩
でも、それはそれで親しくなれば、知られ
ざる魅力を感じるかも。いろんな人間関係
を楽しんでくださいね。ちなみに、女性の
先輩だったらどんな人だったのでしょう？
また別のポイントがあるのかも…。

日本のことを客観的に見られる点かな、
と挙げる人も多いですよ。海外に行かな
くても、国際交流のいろんな活動やイベ
ントの経験で、国際センスが磨けたり人
脈が広がるのが外大のいいところ、とい
うのもお忘れなく。

　入学したと思ったら、５月病になるヒマもなく、もう夏が目前！１年生のみなさんも、
すっかり外大ライフに慣れてきたことと思います。今回は、毎年恒例の、新入生と上級生
による「パネルでお互いに質問」の企画です。協力していただいたみなさん、ありがとう
ございました。１年を有意義に過ごして、来年は先輩の立場で答えたりたずねたりして
くださいね。なお、このページのパネル以外のコメントは、取材した広報サポーターの見
解ですので、当事者のご意見とは異なる場合があることをご承知ください。

広報サポーター企画

上級生

聞いてみよう！教えてもらおう！
あんなこと こんなこと

VS

物知り

ベテラン

長老

フレッシュ

さわやか

うぶ

英米学科１年　

英米学科１年　

英米学科 4年　

国際関係学科 4年

新入生の素朴な疑問

上級生のアドバイス

夢は大きく！誰もそれを止めることはで
きません。外大には、いろんな世界で活
躍する、たくさんの偉大な先輩がいらっ
しゃいます。みんな、後に続きましょう！

ときどきメニュー表の左に掲示される「期
間限定フェア」は逃さないように。同じ
ものが再度出てくるとは限りません。む
しろ一度きりのほうが多いかも。学食混
雑を避けて、トレイを持ってここで食べ
た、われこそはこんな伝説を持っている、
という方は広報サポーターまで（持ち出
したときに、トレイや食器を返却しない
のは絶対ご法度！）。

「よっ！おしゃれ番長登場！」　アルバイトの稼ぎ
ぶりが、さりげなく置かれたかたわらのバッグに
表れていますね！　「飲食」は調理ではなくて、
ホール接客とのこと。塾講師や家庭教師は昔から
大学生ならではのバイト。でも、神戸は大学の街
で、競争率が高いのが少し厳しいところです。

１年生にとっては、生活サイクルを上
手に回せるようになるのが先決です
ね。だんだん余裕が生まれるようにな
ると思います。そうしたら、とにかく
いろんなことにチャレンジしてくださ
い。部活やサークルに限りませんが、
「今しかできないこと」を大切に！　
勉強との両立は悩ましいところです
が、やればなんとかなるはず！

英米学科 4年　

ロシア学科１年

英米学科 4年

中国学科 4年
中国学科 2年

イスパニア学科１年
国際関係学科１年

中国学科１年

英米学科１年　

英米学科１年

中国学科１年　

英米学科 4年

国際関係学科 4
年 第 2部英米学科 2年

新入生
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この春、神戸市外国語大学にお迎えした、４人の新任教員の
みなさんにひとことコメントをいただきました。（専門分野な
どは前号をご参照ください）

▶着任前は？
　イスラエル政府報道部で情報アナリス
ト・ロシア語翻訳者として働きながら、
文芸翻訳や翻訳研究を手掛けていまし
た。「異文化コミュニケーションとして

の翻訳」というテーマを中心に、翻訳活動の社会的文化的意
義についての研究を行ってきました。

▶本学の印象は？
　文字通り神戸市の学園都市だと感じています。多くの学生
はやる気があって、学習に真面目に取り組んでいるという印
象が強いです。着任してからまだ 2 ヵ月もたっていないの
で（注・5 月中旬のコメント）第一印象にすぎないかもしれ
ませんが、学生との関係づくりには第一印象も大切です。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　夜は学生寮の警備員、昼は大学図書館でアルバイトしてい
ました。授業に出るより図書館にいるほうがよく勉強できる
と思い、図書館でほぼ毎日長い時間を過ごしました。実は、
よく勉強できるというだけでなく、よく寝られるのも、私に
とって魅力的でした。

▶休日は？趣味・特技は？
　休日は、外出の日です。家族４人で自転車で散歩したり、
友達に会ったり、文化的イベントに参加したりします。趣味
は、美術鑑賞・散歩や旅行・詩の読み聞かせです。特技はヘ
ブライ語や WEB でのリサーチ力です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　「神は細部に宿る」。翻訳家としての経験からつかんだモッ
トーですが、人生何事も細部まで心を込めて行わなければな
らないと信じています。学生のみなさんは、不可能を可能に
することを目指して、個性や自分の能力を生かしながら立派
な世界市民になってください。

バイビコワ・エレナ 准教授
ロシア学科

▶着任前は？
　関西のいろいろな大学で
イスパニア語の授業を担当
しながら、専門分野のイス
パノアメリカ文学の研究を

続けてきました。

▶本学の印象は？
　緑が豊かで、とても明るい雰囲気のキャンパスだと思い
ます。学生は、全体的に真面目な印象ですが、一人ひとり
と話してみて、みなさん色々なことについて好奇心が旺盛
なんだなあ、とも思いました。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　毎日、語学の予習に追われつつ、スペインに行くことばか
り考えている学生でした。

▶休日は？趣味・特技は？
　休日は、学生時代以上に血眼になって授業の予習をしてい
ます。特技はありませんが、趣味は読書です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　友人たちに最近教えてもらった言葉ですが… “Soñar no es 
prohibido y sueño que se sueña juntos se convierte en 
realidad.”（夢見るのは自由、共に見る夢は叶う）。専門分野
に加えて、興味をもったことにはどんどん挑戦して下さい。

穐原 三佳  講師
イスパニア学科

▶着任前は？
　北海道教育大学・釧路校の教員でした。
専門分野は「哲学」と答えることにして
います。

▶本学の印象は？
　閑静なキャンパスで、恵まれた環境だと思います。学生は、
全体的に落ち着いている印象です。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　やりたいことがなかなか定まらず、ウロウロしていました。

▶休日は？趣味・特技は？
　分野にもよりますが、学者には明確な「休日」というのは
無い気がします。北海道はトラウト天国なので、よく釣りを
していました。20 年ぶりに関西に帰ってきて、こちらでは
何をしようか模索中です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　「イヤな所にロマンがある」。学生のみなさんには、いろん
なことに興味をもって活発に動き回ってほしいと思います。

▶着任前は？
　大学の先生をしていました。信州大学
の教育学部にいました。専門分野は「日
本語学」で、主に現代日本語の文法を研

究しています。一応、他にも珈琲も（淹れるのも飲むのも）
専門だ、と自分では言っています。

▶本学の印象は？
　「懐かしい！」です。実は学生時代、研究会等で何度も
この大学に来ており、その頃のことを思い出します。学生
については、「授業中は静かだなあ…」です。単に僕のトー
クがすべってるのか、学生が静かなのかは現在分析中です。
あとは、前の職場よりも学食のカレーが美味しいのが嬉し
いです。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　週に８回くらいカラオケと喫茶店に行ってました。きっと、
何事も始めたらとことんやる性格なんですよ（フォロー）。

▶休日は？趣味・特技は？
　喫茶店巡りと研究で終わってしまいます。珈琲を淹れる腕
前は（自称）プロ級です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　座右の銘は、うーん、考えたこともないですね。学生のみな
さん、年上の友人をたくさん作ってください（メッセージとい
うか、生きる上でのアドバイスですね）。

朝倉 友海  准教授
総合文化グループ

岩男 考哲  准教授
総合文化グループ

（前列中央）



学生スタッフ代表　第 2部英米学科３年　

この 4 月から新しく 19 人の学生がボラコの仲間になってくれました。とても積極的な
学生が多く活気づいています。今年は新しいボランティアの企画、また長年続けて運営
しているボランティア活動の向上を目指し、地域の方々と外大生がより強い繋がりを持
てるようにスタッフみんなで頑張りたいと思います。

学生スタッフ副代表　国際関係学科 2年　

ボラコは外大生の「自分にあったボランティア活動を見つけたい」「ボランティ
ア活動を始めるために背中を押してほしい」という思いに応える場所です。また、

「こんな活動してるんだけど、学生の力を借りたいな」という方の要望に応える
場所でもあります。

もしかすると、ボランティア活動に参加するくらいならお金が出るアルバイ
トの方がいいと思っている方がいるかもしれません。ですが、ボランティア活
動にはお金に代えられない、まさにプライスレスの経験と出会いがあると確信
を持って言いたいです。私自身、ボラコを通してボランティア活動に参加し、
この外大の学生だけでなく、他大学の大学生、小中高生、地域の方々と接する
機会がとても増えました。そのような多くの出会いはたくさんの刺激を与えて
くれています。

皆さんもボランティア活動を通して将来の糧となるような経験をしてみませ
んか？

４月に、学内の照明灯バナー（吊り旗章）が、「創立
70 周年」から「国連アカデミック・インパクト」になり
ました。国連アカデミック・インパクトとは、国連が掲
げる 10 の原則に取り組んでいることをアピールするもの
で、本学は 2015 年から参加しています。詳しくは、
https://www.academicimpact.jp　をご覧ください。

本学のウェブサイトで見られる大学紹介動画が、新し
いバージョンになりました。増築した第２学舎や、昨年
の模擬国連世界大会やＭＣＪの模様など、直近の大学の
様子を広く紹介するものです。ナレーションは、朝日放
送のヒロド歩美アナウンサーにお願いしました。
http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/info/movie/

ボランティアコーナー（ボラコ）から

「国連アカデミック・インパクト」を
ご存じですか？

大学紹介動画が新しくなりました
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と思い、図書館でほぼ毎日長い時間を過ごしました。実は、
よく勉強できるというだけでなく、よく寝られるのも、私に
とって魅力的でした。

▶休日は？趣味・特技は？
　休日は、外出の日です。家族４人で自転車で散歩したり、
友達に会ったり、文化的イベントに参加したりします。趣味
は、美術鑑賞・散歩や旅行・詩の読み聞かせです。特技はヘ
ブライ語や WEB でのリサーチ力です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　「神は細部に宿る」。翻訳家としての経験からつかんだモッ
トーですが、人生何事も細部まで心を込めて行わなければな
らないと信じています。学生のみなさんは、不可能を可能に
することを目指して、個性や自分の能力を生かしながら立派
な世界市民になってください。

バイビコワ・エレナ 准教授
ロシア学科

▶着任前は？
　関西のいろいろな大学で
イスパニア語の授業を担当
しながら、専門分野のイス
パノアメリカ文学の研究を

続けてきました。

▶本学の印象は？
　緑が豊かで、とても明るい雰囲気のキャンパスだと思い
ます。学生は、全体的に真面目な印象ですが、一人ひとり
と話してみて、みなさん色々なことについて好奇心が旺盛
なんだなあ、とも思いました。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　毎日、語学の予習に追われつつ、スペインに行くことばか
り考えている学生でした。

▶休日は？趣味・特技は？
　休日は、学生時代以上に血眼になって授業の予習をしてい
ます。特技はありませんが、趣味は読書です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　友人たちに最近教えてもらった言葉ですが… “Soñar no es 
prohibido y sueño que se sueña juntos se convierte en 
realidad.”（夢見るのは自由、共に見る夢は叶う）。専門分野
に加えて、興味をもったことにはどんどん挑戦して下さい。

穐原 三佳  講師
イスパニア学科

▶着任前は？
　北海道教育大学・釧路校の教員でした。
専門分野は「哲学」と答えることにして
います。

▶本学の印象は？
　閑静なキャンパスで、恵まれた環境だと思います。学生は、
全体的に落ち着いている印象です。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　やりたいことがなかなか定まらず、ウロウロしていました。

▶休日は？趣味・特技は？
　分野にもよりますが、学者には明確な「休日」というのは
無い気がします。北海道はトラウト天国なので、よく釣りを
していました。20 年ぶりに関西に帰ってきて、こちらでは
何をしようか模索中です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　「イヤな所にロマンがある」。学生のみなさんには、いろん
なことに興味をもって活発に動き回ってほしいと思います。

▶着任前は？
　大学の先生をしていました。信州大学
の教育学部にいました。専門分野は「日
本語学」で、主に現代日本語の文法を研

究しています。一応、他にも珈琲も（淹れるのも飲むのも）
専門だ、と自分では言っています。

▶本学の印象は？
　「懐かしい！」です。実は学生時代、研究会等で何度も
この大学に来ており、その頃のことを思い出します。学生
については、「授業中は静かだなあ…」です。単に僕のトー
クがすべってるのか、学生が静かなのかは現在分析中です。
あとは、前の職場よりも学食のカレーが美味しいのが嬉し
いです。

▶ご自身はどんな大学生でしたか？
　週に８回くらいカラオケと喫茶店に行ってました。きっと、
何事も始めたらとことんやる性格なんですよ（フォロー）。

▶休日は？趣味・特技は？
　喫茶店巡りと研究で終わってしまいます。珈琲を淹れる腕
前は（自称）プロ級です。

▶座右の銘と本学学生へのメッセージを
　座右の銘は、うーん、考えたこともないですね。学生のみな
さん、年上の友人をたくさん作ってください（メッセージとい
うか、生きる上でのアドバイスですね）。

朝倉 友海  准教授
総合文化グループ

岩男 考哲  准教授
総合文化グループ

（前列中央）
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お知らせ
　授業関係

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

（15 週目授業および前期試験期間）
試験日程発表　7 月 7 日（金曜）

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 20 日（水曜）9 時（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 20 日から 12 月 28 日まで確認できます）

★補講期間
　補講期間は、8 月 4 日（金曜）～ 10 日（木曜）です。
　補講科目については、7 月中旬に本部棟前掲示板ならびに GAIDAI 
PASS にてお知らせします。

★ 2017 年度　前期卒業手続き
　2017 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へ申し込みをしてください。
前期卒業申し込み期限：6 月 30 日（金曜）
　「2017年度前期卒業 申込用紙」をGAIDAI PASSからダウンロー
ドし、提出してください。
卒業論文提出期限（前期卒業予定者）：7 月 10 日（月曜）21 時
　指導教員の了承後、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
　2017 年度後期から 1 年間休学予定の学生、または後期から派遣
留学予定の学生で、成績通算および単位認定を希望する学生は、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。

★ 2017 年度　修士課程 9月修了手続き
１. 修士論文等
　（１）提出期限：7 月 10 日（月曜）17 時
　（２）提出部数：学位論文審査申請書 1 部、修士論文 3 部および

日本語による論文要旨 4 部
２. 提出場所：研究所事務室（研究棟１F）※土日祝は受付できません。
３. その他
　内容、ページ数等については、指導教員の指示に従ってください。
　【問合せ先】研究所グループ　大学院班　（078）794-8238

★ 2018 年度　修士課程大学院説明会
　日時：6 月 17 日（土曜）14 時　
　場所：第２学舎 505 教室　対象：学部生

　授業料減免申請の受付

　2017 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、または授業料の納
付に困難をきたしている学生のうち、別に定める所得・学業成績
基準を満たしている学生（ただし、留年者（成績による）は除く）
注：2016 年度前期分の減免より奨学金受給要件を撤廃し、親
の扶養を外れている兄弟姉妹については、同居・別居を問わず
別生計と認定し、所得認定を行わないことになりました。
2017 年度前期分の減免より在籍しながら留学する交換派遣留
学者にも減免の対象者とすることになりました。

２. 申請書交付期間：6 月 5 日（月曜）～ 23 日（金曜）
※交付期間後の申請書の交付は致しません。

３. 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。欠席者は減免不許可となるので注意してくださ
い。面接日程については申請書交付時にお知らせします。

　日本学生支援機構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、返還誓約書を期日までに提出がない場合は、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 28 日（水曜）（1）13 時～ 14 時（2）16 時～ 17 時
場所：第２学舎 501 教室
※ 5 月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 5 月 31 日（水
曜）に開催しました。

　交流戦開催

スローガン：「大学、交流戦 withU」
日程：5 月 20 日（土曜）～ 7 月 22 日（土曜）

　主な行事予定（6月～9月）

　2017年度　TOEIC検定スケジュール

日　時 行　事
6月5日（月曜） 授業料減免申請書交付開始

6月17日（土曜） 修士課程大学院説明会　14時～
（第2学舎505教室） 学部生対象

6月23日（金曜）～25日（日曜） 日本大学英語模擬国連（JUEMUN）

6月28日（水曜） 日本学生支援機構奨学金返還誓約書説明会

7月10日（月曜）21時 卒業論文提出期限（前期卒業予定者のみ）

7月21日（金曜）～8月3日（木曜） 15週目授業・前期試験

8月4日（金曜）～10日（木曜） 補講

8月4日（金曜）～18日（金曜） 集中講義

8月4日（金曜）～9月21日（木曜） 夏季休業

9月4日（月曜）～15日（金曜） 集中講義

要項・願書は生協店舗内にて配布、書籍カウンターでお申し込み下さい

検定名 試験日 生協受付期間 検定料 取い合わせ先

IPテスト
（カレッジ
TOEIC）

第1回 6/7 5/8～5/26

3,900円

生協
078-794-8192
http://www.hanshin.coop/kcufs/
予定が変更になる場合があります。
店舗情報にご注意！

第2回 7/12 6/5～6/23

第3回 10/18 9/22～10/6

第4回 12/6 11/1～11/22

第5回 1/17 11/27～12/15

公開
テスト

第220回 5/21 3/3～4/3

通常申込
5,725円
団体申込
5,540円

（団体申込
は網掛け
のみ）

TOEIC運営委員会
03-5521-6033
http://www.toeic.or.jp
申込最終日は受付時間15時締め切り
網掛けのみ団体受験制度適用。
生協でお申込み下さい。

第221回 6/25 4/14～5/8

第222回 7/23 5/12～6/12

第223回 9/10 6/16～7/31

第224回 10/22 8/4～9/4

第225回 11/19 9/8～10/9

第226回 12/10 10/13～10/30

第227回 1/28 11/9～12/13

第228回 3/11 1/4～1/29


