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　受験生に外大の魅力をアピールする、オープンキャンパス。1回目（6日開催）は
台風5号の影響が心配されましたが、接近前日に無事開催され、この日だけで約
2,500人の参加がありました。今年の１年生のうち、受験生のときに本学のオー
プンキャンパスを訪れたのは約56%（新入生アンケートより）。入試情報の入手に
加えて、授業やクラブ活動、学生生活や等身大の学生像を知る機会となりました。

オープンキャンパス
2017開催！ 8月6日・20日

　　　居住地　　　参加者の内訳（6日開催）

その他・不明
7.5％

高校1年生
19.1%

高校2年生
44.7％

高校3年生・
既卒生
28.6％

その他・不明7.7％
九州・沖縄3.6％
四国5.3％

中国
11.5％

兵庫
28.6％

大阪
19.4％

近畿（大阪・兵庫除く）
11.8％

東海・北陸8.7％
関東・甲信越2.2％

北海道・東北1.1％
総勢46人の学生スタッフが
オープニングアクトのお出迎え。
ワクワク感が高まります。

キャンパスツアーは、30分間の周回
コース。1班8人前後、受験生約300人、
保護者約50人が参加（6日開催）しました。
受験生にとって、リアルな大学生活を実感
できる企画です。

受験生にとっては、模擬授業が
受けられるのもオープンキャン
パスの大きな魅力。特に、「外大で
学ぶ語学」には興味津々です。
すべての教室が満席になりました。

GAIDAI　Chatのスペシャル版、
「留学生と英語で話そう！」コーナーも大盛況。
参加者の中には留学経験者もいて、それぞれの
レベルで楽しんでいました。

大人気だったのが「外大生と話そう」コーナー。
ひとり15分の制限時間ギリギリまで、大学生活の
あらゆる質問に答えます。保護者にとっては、「どんな
先輩がいるのか」をチェックする場でもあり、気配りも
求められます。約400人が参加（6日開催）しました。

ホールでは、キャンパスライフを紹介する
トークライブも。7人の学生が、学業・クラブ
活動・留学・下宿生活・受験時期の振り返り
など、受験生に関心が高い内容を語りました。

参加希望者が行列をつくったのが、
入試相談コーナー。センター試験の
科目選択や必要最低点、前期・後期の
定員比率や競争率など、さまざまな質問が
寄せられます。実際の入試で使った
リスニング問題を体験するコーナーも。
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　 （イスパニア学科３年）

①議題について
　私はクウェート代表として、「女児・女性に対する暴力の撤廃」の議題
のもと、「認識の向上とデータ収集」について、自国の法律に則った政策
などを基にして、他国の７名と話し合いました。国によって抱えている問
題や経済的な事情が違い、さらに宗教や信仰が異なるため、どの国も納

得がいくような決議案とするために、持ち寄った政策のすり合わせに時間をかけました。
②大会を終えた感想
　名前だけしか知らなかったクウェートの代表として参加しましたが、準備期間の２カ
月で誰よりも国について学んだと思います。日本とは政治の在り方などが根本的に違う
ので、自分が普通だと思っていることが当たり前ではないことも多く、リサーチの段階で
はそのギャップを埋めるのが最初の挑戦でした。
　目標としていた、「自国の主張を行いつつ、他国の意見を取り入れること」は実現できた
と思います。３日間を通して学んだのは、積極性と協調性の大切さです。会議中、分からな
いことや困ったことがあっても、黙ったままでは誰も助けてくれないし、積極的に発言し
なければ新たに得られるものは少ないでしょう。逆に周囲にそのような人がいるときに
は、協力すなわち協調性が大切だと感じました。

JUEMUN 2017  開催！
　JUEMUN2017（日本大学英語模擬国連大会）が、6月23日
から25日までの3日間、本学で開催されました。2010年にス
タートしたJUEMUNは今回が8回目、本学では3年ぶりで
す。本学からは、運営ボランティア55人を含む100人の学生
が参加。会議には23カ国の40大学から約150人（教員除く）
が参加しました。
　今回のテーマは「Women’s Empowerment and its Link 

to Sustainable Development（女性
のエンパワーメントと持続的開発へ
の影響）」で、「Ending Violence 
Against Women and Girls（女児・
女 性 に 対 す る 暴 力 の 撤 廃 ）」

「Economic Empowerment（経済的
エンパワーメント）」「Peace and 
Security（平和と安全保障）」の３つ
の委員会が設けられました。

6月23日（金曜）
10時

10時30分～
12時30分

13時30分～18時
6月24日（土曜）
9時～12時
13時～17時30分
18時30分～20時
6月25日（日曜）
9時～12時
13時～16時
16時30分～17時

▶開会式
・開会宣言（学生事務総長）、実行委員会会長挨拶
・Betty Reardon氏（平和教育支駆者）からのメッセージ
・各委員会の議題紹介
▶JUEMUNフォーラム
Laura Anca Parepa（元ルーマニア国防省・外務省外交官）
黒田順子（米マーシー大学教授）
隈元美穂子（国連訓練調査研究所　広島事務所長）
山口綾（独立行政法人国際協力機構　国際協力専門員）
▶セッション１（各委員会）

▶セッション２（各委員会）
▶セッション３（各委員会）
▶セッション４（各委員会）

▶セッション５（各委員会）
▶セッション６（各委員会）
▶閉会式
・成果発表等
・閉会宣言

主催：JUEMUN2017実行委員会
会長＝指昭博（本学学長）
名誉会長＝矢田立郎（（公財）神戸国際協力交流センター理事長、前神戸市長）
共催：神戸市外国語大学
協力：京都外国語大学
協賛：（公財）中内力コンベンション振興財団、

（公信）兵庫県婦人会館ユネスコ基金
後援：神戸市、UN  Women

開会式に続いて行われたフォーラム開会式で登壇者を紹介する立木ドナ教授と
ローリーゼネック西出准教授

参加者の案内や接遇はすべて本学の
学生スタッフが担当。来年の大会は京都外大で。

放送局の取材を受ける様子

JUEMUN2017 を終えて
学生事務総長　

 （イスパニア学科４年）
　学生実行委員会やチェア、
そして大勢のボランティアを
始めとする多くの素晴らしい

方たち支えられ、無事成功を収めることがで
きました。会議に関わってくださった一人一
人にとって、この経験が新たな自信とチャレ
ンジを発見する機会となったならば本望で
す。今後も外大での模擬国連のコミュニティ
が広がりをみせることを願っています。

学生事務総長のことば

女児・女性に対する暴力の撤廃 担当国：クウェート議題①

（英米学科３年）

①議題について
　私が参加したのは、「女性のエンパワーメント」のテーマの中で、「経済
的エンパワーメント」についての話し合いです。女性であるという理由で
教育や職業の選択肢が狭められ、経済的に男性に依存せざるを得ない
人々に目を向け、その苦境から抜け出すための政策を各国が持ち寄りま

した。それぞれの国の文化や、歴史的・宗教的背景によって問題や課題、取り組み方は異な
ります。雇用を増やすといった経済的アプローチや、学校を増設し教育の機会を公平にす
るなど、幅広い政策提案がありました。また、問題解決に向けた国際協力的体制を目指す交
渉も盛んに行われました。
②大会を終えた感想
　大会本番までの２カ月間、名前しか知らない国の政策をゼロから調べるのは苦労が多く、
たくさんの資料を読み漁りました。その過程で、日本とは全く異なるイランの文化や歴史、
宗教的価値観を学び、またイランを取り巻く国際関係や国家政策を学ぶことができ、２カ月
前の自分とは比較にならない知識や国際感覚が身につきました。英語の専門用語が飛び交
う議論や交渉では、自分の語学力不足を痛感しつつもなんとか円滑に会議を進められまし
た。大変であった分、達成感はたいへん大きく、次のステップを見据えるいい経験でした。

経済的エンパワーメント 担当国：イラン議題②

　（英米学科３年）

①議題について
　私のグループでは、「女性のエンパワーメント」に関して、各国におけ
る「治安向上と平和維持、女性の人権問題」に関する問題を解決すべく、
議論と交渉が進められました。私はアフリカのリベリア代表として、内
戦を経た現在のリベリアの女性がどのような問題に直面しているかを

論点としました。模擬国連の場では、参加者は担当国の代表として振る舞います。そこに
は、宗教や人種、戦乱へのそれぞれの価値観や信念が表れます。それらをお互いに尊重し
ながら、最終的に決議案の採択へとまとめ上げました。
②大会を終えた感想
　JUEMUNに参加して、話し合いと交渉の重要さを知りました。何事においても話し合
わなければ理解が進まないことがあります。今回は、地域や宗教などが全く異なる国が集
まり決議案を作ることが求められ、議論が白熱することが何度もありました。そのような
時も、感情に流されず、どの部分が気に入らないのか、どうしたら納得してもらえるのか
を話し合い、交渉することが鍵になったと思います。時には、条文の一単語を変更するか
否かで何度も集まり話し合いを重ねることもありました。最後に全員で決議案を採択し、
承認した時の達成感は、何ものにも代え難い貴重なものでした。

平和と安全保障 担当国：リベリア議題③
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学費が免除され、単位を互換できる交換留学をしたいと思っていました。イ
ギリスの歴史、文化、英語のアクセント等に興味があり、英語言語学や観
光学が学べることからイギリスのヨーク・セント・ジョン大学を選びました。

日本語学科の友達との思い出です。ヨークにまだ慣れないころ、友達が美味
しいイングリッシュ・ブレックファストを作ってくれました。日本語を教え
たり、英語やイギリス文化を学んだりして、みんなでよく遊びました。冬休
みには、ウェールズの実家に泊まらせてもらいました。ご家族もフレンドリー
な人たちで、みんなで一緒に紅茶を飲みながら「タイタニック」を見たことが、
忘れられない良い思い出です。

多様な人に会い、考え方が色々と変わりました。例えば、留学中、相手を国籍、
人種、先入観だけで判断してはいけないと意識することが多かったので、日
本に帰国してからも、人を出身地、見た目や性別などでカテゴライズして偏
見を持たないよう気をつけています。

３年後期から留学したので就職活動に遅れを取りましたが、それでも留学で
得たものはたくさんあるので後悔はしていません。留学をしたいという思い
があるなら、目標を持って、思い切って挑戦することをおすすめします。

訪日外国人の方に観光案内をしたいです。ボランティア通訳に興味があり、機
会があればチャレンジしたいと思っています。留学中と帰国後、様々な人やモ
ノに影響を受け、ヨーロッパ以外の文化にも興味がわきました。英語はもちろ
ん、英語以外の言語も勉強し、これからも異文化交流を続けていきたいです。

主に英語言語学を勉強しました。前期は、英語言語学入門、社会言語学入門、
メディアテキスト分析、後期は多言語主義、日英翻訳、観光学の授業を履修
しました。

模擬国連世界大会を再び神戸で
～2020年秋季大会の開催が正式決定

　昨年11月、大成功をおさめた模擬国連
世界大会が、再び本学で行われます。昨
年、日本で初開催となった神戸大会につ
いて、本学の取り組みや学生による運営
のレベルが高く評価され、主催･統括す
る全米学生会議連盟が2020年秋季大会
の神戸開催を発表しました。
　これを受け、７月21日（金曜）に、神戸
市役所で臨時記者会見が行われ、久元市
長と指学長が大会の概要と再招致の経
緯などを述べ、昨秋の神戸大会の記録映像を紹介しました。また、昨年の大会で議長団や外
交団として活躍した、（国際関係学科４年）と（同２年）が同席し、参加者の立場から大会の意
義などを語りました。
※記者会見の模様は、
http://www.city.kobe.lg.jp/information/mayor/teireikaiken/h29/290721.html
でご覧いただけます。

　2020年に再び神戸での開催が決まったのは、大きな意義を
持ちまた名誉なことです。国際会議に各国の外交団役となっ
て参加する模擬国連世界大会は、語学力だけではなく、異なる
立場を理解し、一方で自らを主張しながら国際的合意に向け
て努力するという、行動力と交渉力、さらに政策提案力、また
その前提として国際情勢や各国の錯綜する利害関係に対する
理解力が求められます。大会は、これらの総合的な力を獲得す
る非常にいい機会であり、神戸市外国語大学がそのような大
会を招致するのにふさわしい実力を備えた大学であることを
示しています。今後、着実に準備をすすめ、ぜひ成功に導いて
いただくようお祈り申し上げます。

久元市長より

　私は、一昨年のチェコ大会と昨年のニューヨーク大会
では大使役、神戸大会と今年３月のニューヨーク大会で
は議長団として参加しました。議長団は、各国の立場で
交渉や政策立案を行う大使役とは異なり、会議全体を運

営してまとめ上げる役目があります。そのために、テーマについてのリ
サーチや政策の実現可能性などの検討と、リーダーシップや高度な英語運
用能力が必要です。大使役、議長団の両方の役割を経験した立場を生かし
て、再び本学で行われる大会に後輩の指導にあたりたいと思います。

オープンキャンパスでは、学舎エントランスに模擬国
連世界大会の開催決定を告知するコーナーを特設。

　昨年の大会には、海外の約300人を含めおよそ400人の参
加があり、大成功を収めました。神戸市外国語大学の創立70
周年記念事業の一環として招致したのですが、模擬国連活動
を広く知っていただいたこととあわせ、大学および国際都市
神戸のPRにも貢献できたものと思います。本学は学生に対し
て、外国語の習得をベースに、その言葉が使われている地域の
社会、経済、文化などを研究して国際理解を深めることを求め
ています。その成果として、世界に通用する人材を育成するこ
とが本学の建学の精神であり、まさに本大会はその理念に合
致しています。模擬国連世界大会は、本学の教育水準の向上と
ともに、そのような性格を持つ得がたい機会であると考え、再
度の招致を決定した次第です。

指学長より

 （国際関係学科４年）

　私は、神戸大会と今年３月のニューヨーク大会に、大
使役として参加しました。模擬国連世界大会は、高い教
養と博識を持った、世界から集まる学生と議論できる場
であり、国際問題について理解を深めることに加え、英

語でのコミュニケーション力を高める成長の場として大きな魅力を感じ
ます。これからは、2020年の大会に向けて、後輩の育成と指導に頑張って
いきたいと思います。

 （国際関係学科２年）

イギリス留学体験談

Q.

Q.

Q.
Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.
A.

A.

A.

　街の中心部から 10分、駅まで 15分です。図書館は充実していて、ほぼ毎日
24時間営業状態です。返却期限を何度でも延長でき、電子版書籍もあり、飲食
や会話ができるフロアもあることが良かったです。そして、この大学の先生は学
生の面倒見がよかったです。授業の進め方も基本的に丁寧で、チュートリアルを
予約すれば先生にレポートの相談ができます。また学内では国際交流やスポーツ、
飲み会などのイベントがよくあり、楽しいキャンパスライフを送れました。

その大学を選んだ理由は？

留学先の大学のよいところ

外大の後輩に、メッセージをお願いします。

一番心に残ったことは？

夢・目標は？

履修科目・時間割を教えてください。

留学してどんな変化がありましたか？

（英米学科４年）

　留学先では主に英語言語学の授業を履修しました。日
本の多くの４年制大学とは違い、イギリスの大学では１年
生から専攻科目を専門的に学びます。スライドショー形
式の講義だけでなく、少人数制のセミナー、グループワー
ク中心のワークショップなど、様々な形式の授業によっ
て深く学ぶことができました。また、留学中は人と積極
的に交流するようにしました。日本語学科の学生、日本
人留学生、海外からの留学生、現地の人との交流を通して、
日本や日本人がどのように思われているのかを知ったり、
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気づいたり、多くの困難にぶつかり、それを乗り越えたこ
とで自分に自信がつきました。やりたいことを全部やるに
は半年間は短いと思ったので、１年間留学して本当によ
かったです。奨学金を支給頂いた業務スーパードリーム
ジャパン様、外大国際交流センターの皆様、経済的、精
神的に支えてくれた家族と友人に心から感謝しています。

留学先：ヨーク・セント・ジョン大学
留学期間：2016年９月～2017年５月（約９ヵ月）

時間割（前期） L…Lecture   S…Seminar   W…Workshop
Mon Tue Wed Thu Fri

10:00-
11:00

Introduction to 
Language and 
Society （S）

10:30-
12:00

Introduction to 
English Language 
and Linguistics （L）

11:00-
12:00

Introduction to 
Language and 
Society （L）

12:00-
13:00

Introduction to 
English Language 
and Linguistics （W）

14:30-
16:30

Analysing 
MediaTexts （W）

（後期）

11:00-
13:00

The Professional 
Linguist （W）

11:30-
13:00

Tourism Industries 
（L）

13:00-
14:00

Multilingualism 
（L） Multilingualism （S）

14:00-
16:00

Tourism Industries 
（S）

絵になる大学正面玄関。

友達がイングリッシュブレック
ファストをふるまってくれました。
犬や猫の話で盛り上がりました。

ヨークの街並み。
中世の雰囲気があ
ります。

Kpop 好きな留学生たちが
ダンスを教えてくれました。

フラットメイトと留学生の友達に
日本のカレーを作りました。良い
思い出になりました。

留学生のみんなとパーティ。スペイン語
を教えてもらったり、日本語を教えたり、
とても楽しい時間を過ごしました。

ヨークミンスター。
12 月に合唱団のメンバーとクリ
スマスキャロルを歌いました。

インドのホーリーフェスティバ
ル。カラフルな色粉をお互いにか
けあい、春の訪れを祝いました。

中世の街並みが残る、シャンブルズ通
り。ハリー・ポッターのダイアゴン横
丁のモデルとなったと言われています。

南ウェールズ、
ケルフィリー城。

ヨークシャー州にある、ウィットビー
という街に行きました。ドラキュラと
クック船長で有名な、素敵な港町です。

ヨークの城壁には所々小さ
な窓があります。敵を迎え
撃っていたと思われます。

ヨークミンスターに登ると、
ヨークの街を一望できます。

ヨークの中心部を城壁が取り
囲みます。3 ～ 4 月頃には黄
色のスイセンが咲きます。

冬休みに友達の家に滞在しました。
みんなで南ウェールズのケルフィ
リー城へ行きました。
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て参加する模擬国連世界大会は、語学力だけではなく、異なる
立場を理解し、一方で自らを主張しながら国際的合意に向け
て努力するという、行動力と交渉力、さらに政策提案力、また
その前提として国際情勢や各国の錯綜する利害関係に対する
理解力が求められます。大会は、これらの総合的な力を獲得す
る非常にいい機会であり、神戸市外国語大学がそのような大
会を招致するのにふさわしい実力を備えた大学であることを
示しています。今後、着実に準備をすすめ、ぜひ成功に導いて
いただくようお祈り申し上げます。

久元市長より

　私は、一昨年のチェコ大会と昨年のニューヨーク大会
では大使役、神戸大会と今年３月のニューヨーク大会で
は議長団として参加しました。議長団は、各国の立場で
交渉や政策立案を行う大使役とは異なり、会議全体を運

営してまとめ上げる役目があります。そのために、テーマについてのリ
サーチや政策の実現可能性などの検討と、リーダーシップや高度な英語運
用能力が必要です。大使役、議長団の両方の役割を経験した立場を生かし
て、再び本学で行われる大会に後輩の指導にあたりたいと思います。

オープンキャンパスでは、学舎エントランスに模擬国
連世界大会の開催決定を告知するコーナーを特設。

　昨年の大会には、海外の約300人を含めおよそ400人の参
加があり、大成功を収めました。神戸市外国語大学の創立70
周年記念事業の一環として招致したのですが、模擬国連活動
を広く知っていただいたこととあわせ、大学および国際都市
神戸のPRにも貢献できたものと思います。本学は学生に対し
て、外国語の習得をベースに、その言葉が使われている地域の
社会、経済、文化などを研究して国際理解を深めることを求め
ています。その成果として、世界に通用する人材を育成するこ
とが本学の建学の精神であり、まさに本大会はその理念に合
致しています。模擬国連世界大会は、本学の教育水準の向上と
ともに、そのような性格を持つ得がたい機会であると考え、再
度の招致を決定した次第です。

指学長より

 （国際関係学科４年）

　私は、神戸大会と今年３月のニューヨーク大会に、大
使役として参加しました。模擬国連世界大会は、高い教
養と博識を持った、世界から集まる学生と議論できる場
であり、国際問題について理解を深めることに加え、英

語でのコミュニケーション力を高める成長の場として大きな魅力を感じ
ます。これからは、2020年の大会に向けて、後輩の育成と指導に頑張って
いきたいと思います。

 （国際関係学科２年）



大学４年間はあっという間ですが、やりたいと思ったことをできる貴重な時間だっ
たと思います。外大には視野を広く持てる環境があるので多くの経験から吸収し、自
身の本当に好きなこと、やりがいを感じることをぜひ見つけてください！

★後輩へのエール

5:40 就業開始　朝礼
自分の入るポジションが毎日異なるため1日の流れを
確認。また運航状況や天候、引継ぎを全員で打ち合わ
せします。

　 プレミアムカウンターでの手続き担当
飛行機をよくご利用になるお客様の手続きを行いま
す。迅速な対応や接遇力向上に努めています。

8:30 休憩

9:30 羽田便ゲート担当

14:10 退社

★現在の業務 
　旅客サービス担当として手続きカウンター業務(国内線・国際線乗り継ぎ)、
ゲート業務、ラウンジ業務を行っています。ビジネスマンからお年寄り、お子様
ひとり旅など一人ひとりのお客様のご要望を察知し提案を行ったことでお客様
に喜んでいただき、「ありがとう」というお言葉を頂戴した時はとても嬉しく感
じます。
　また予約数や天候は日々異なるため、状況に合わせて考え行動し、チームワー
ク良く安全に定刻で便を出発させることができた時の達成感は大きいです！

★社会人になって感じたこと
　ひとつの仕事を行うにも多くの人の力が必要であり、日頃から組織での先輩･
後輩･同期など縦横の繋がりを大切にすること、また自身の仕事に責任を持って
最後までやり遂げることが大切だと実感しました。

★大学生活を振り返って
　留学やバックパッカーなどやってみたいと感じたことを自身の力で実現する
ことを大切にしていました。目標に向けて準備し、過程を効率良く楽しむ力を身
につけることができました。前向きに試行錯誤することを楽しんだ経験が現在
の仕事にも活かされています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　さまざまな業種に魅力を感じ方向性を決めるのに苦労しました。多くの社会
人の先輩方に働き方などお話を伺い、お聞きした環境下でやりがいを持って働
くことができるのか自問自答することで本当に自身がやりたいことを見つけ
られました。

案内開始から担当し飛行機のドアを閉め、手を振って
お見送りします。
搭乗口担当は1分1秒単位で行動し、定刻に便を出発
できるようお声掛けをします。

10:15 沖縄便ゲート担当

車椅子をご利用されるお客様やお子様一人旅のお客
様を飛行機の側までお迎えに行き、お出迎えのお客様
がいらっしゃる到着ロビーまでご案内します。

10:30 千歳便到着担当

1日の出来事、ハンドリングの良かった点や反省点を
共有します。

12:40 終礼

出発までの時間をゆっくりとお過ごしいただけるよ
うな空間作りに努めています。

11:05 ラウンジ受付

ある日のスケジュール

VOL.38　

ANA 大阪空港株式会社　旅客サービス部
（中国学科　2014 年卒業）

　ANAグループにおける大阪国際空港・神戸空港の基地機能として、ANA
便および受託航空会社便に関わる、旅客サービス・グランドハンドリング・
貨物サービス・運航支援・本社機能(総務・人事・経営企画)・車両整備などの
業務を行いながら、空港経営機能を担っています。
　ANAのネットワークとして伊丹空港から18都市174便/日、神戸空港か
ら3都市16便/日が就航しており、飛行機が空港に到着してから出発する
までの短いステイタイムの中で各部署が連携良く業務にあたることでお
客様にまた利用したいと感じていただけるようなハンドリングを行って
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （就航便数は取材当時）

　2019年卒業予定者はいよいよ就活本番に向け、下記のことに気をつけながら準備を進めてください。

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！

内定を得るポイント①

○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ましょう

（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おくべきでしょう。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。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、出来るだ
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。

　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のお話をさせていただ
きます。



第 18 回神戸研究学園都市大学交流戦が 5 月 20 日～ 7 月 22 日
の土曜と日曜にあり、バレーボール、ラグビ一、剣道などの 12 競
技が行われました。6 月 18 日には、レクリエーションとしてドッ
ヂビ一大会が行われ、大学間の交流が深まりました。

今年度のスローガンは「大学、交流戦、withU」でした。スロー
ガンにはそれぞれの学校が互いに協力し、切磋琢磨すること、また
交流戦を地域のすべて方に
知っていただき、参加して
いただきたいという思いが
こめられていました。

オープンキャンパスにはぜひきれいなお花で受験生をお迎
えしたい！

炎天下、道行く人たちにも色とりどりのお花を見て和んで
もらいたい！

そんな思いから、ボランティアコーナー学生スタッフは職
員さんのご協力も得ながら、毎年夏の花を植えています。場
所は、外大正門前からキャンパス内へと続くアプローチの両
脇です。また、夏休みまでは毎日交代で水遣りも行いました。

強い陽射しにも負けない元気なお花たちの成長を見守って
くださいね。

学園都市駅前のユニバードームで毎年開催される「学園夏
祭り」。この地域で 30 年続けられ、子どもたちが楽しみにし
ているお祭りですが、最近は住民の高齢化に伴いお祭りの支
え手が不足し開催もままならない状態です。そこで、ボラコ
学生スタッフ 21 人が大会本部、焼きそば模擬店、脳トレク
イズブースに分かれてこのお祭りを手伝うことになりました。

このことで「ボラコ学生スタッフがまとまって、地域のボ
ランティア活動に参加する」という今年度のボラコの活動目
標の一つが達成できました。

7 月 8 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。当日はキックベ－ス・フットサル・
ドッジボール・バスケットボール・バレーボールが行われ
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

6月28日、夏の花植え隊、出動！
―ボランティアコーナー学生スタッフ―

8月6日、ボラコぐるみで
学園夏祭りをお手伝い！

焼きそばのキャベツを
下ごしらえ

本部のお手伝い、事前の打ち合わせ 子どもたちの問い合わせに対応子どもたちに脳トレクイズを説明

行列のお客さんを
プレッシャーに感
じながらひたすら
焼きそば作り



お知らせ
　授業関係

★成績発表・成績問い合わせ
前期成績発表　9 月 20 日（水曜）～（１2 月 28日（木曜）まで学
内パソコンから GADAI PASS にて閲覧可能）
前期成績問い合わせ　9 月20日（水曜）～ 9 月22日（金曜）

成績発表、成績問い合わせに関する詳細は、本部棟前掲示板および
GAIDAI PASS にてお知らせしています。

★後期履修登録
　9 月 22 日（金曜）～ 9 月 28 日（木曜）

　2017年度市民講座

総合テーマ：不思議の国ロシアの８つの真実
水曜日：18 ～ 20 時　土曜日：14 ～ 16 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。

　図書館　～夏季休業期等の開館時間と休館日～

　※ 9 月 22 日（金曜）以降は通常開館です。

　教務関係

★国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催について
日時：11 月 8 日（水曜）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。

　行事予定（9月～11月）

日　時 行　事

9月4日（月曜）～9月11日（月曜） 大学院修士課程（第1次募集）
出願期間

9月4日（月曜）～9月15日（金曜） 集中講義

9月20日（水曜）～12月28日（木曜）成績発表（学内パソコンで閲覧可能）

9月20日（水曜）～9月22日（金曜） 成績問い合わせ

9月22日（金曜） 後期授業開始

9月29日（金曜） 前期修了式

10月11日（水曜） コース説明会（1年生対象）

10月14日（土曜） 大学院修士課程（第1次募集）入試

11月1日（水曜） 大学院説明会　14時～　506教室

11月3日（金曜） 外大祭準備

11月4日（土曜）～11月5日（日曜） 外大祭

11月8日（水曜） ICC説明会（１年生対象）

11月25日（土曜） 推薦入試、特別選抜入試（帰国子女・
外国人留学生・社会人）

11月26日（日曜） 特別選抜入試（社会人）

11月25日（土曜）～11月26日（日曜） 語劇祭

講　師 開講日 講座タイトル

教授　岡本　崇男 10月4日（水曜） ロシア語はどこから来たのか

准教授　金子　百合子 10月7日（土曜） ロシア語の世界

准教授　エレナ・バイビコワ 10月11日（水曜）ボディーランゲージのロシア語
― しぐさの日露比較

教授　北見　諭 10月14日（土曜）
ロシアが世界を救う
― ロシア思想史におけるメシア
ニズムの系譜

教授　清水　俊行 10月18日（水曜）ロシア社会に生きた聖人たち
― 正教会の聖性の顕れについて

准教授　藤原　潤子 10月21日（土曜）現代ロシアの呪術信仰

名誉教授
リュドミーラ・エルマコーワ 10月25日（水曜）日露交流史をめぐって

准教授　高橋　一彦 10月28日（土曜）ロシア国籍の150年

★ 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/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8 月 21 日（月曜）～8 月 28 日（月曜）は蔵書点検期間のため休館します。 

※9 月 22 日（金曜）以降は通常開館です。 

8 月 

9 月 

日 月 火 水 木 ⾦ 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

図書館 
〜夏季休業期等の開館時間と休館日〜 

日 月 火 水 木 ⾦ 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

月曜－⾦曜  :  8:40 – 21:30          :  市⺠利⽤可能日 
         :  9:00 – 16:30     ○   : 12:00 – 21:30 

:  閉館日 
 


