
板宿店と須磨店では、行ってお楽しみの「外大生特典」
あり！タパスやピザ、アヒージョなど南欧のバル料理
と、30種類近いワインをはじめとしたドリンク。宴会
にデートに、外大びいきの店長さんに相談に乗っても
らえるかも！？

昼はイルカライブに拍手、夜は幻想的なイルミネーション。
開業60周年の歴史は、アトラクションとしてもまったりス
ポットとしても、さすがの万能ぶりを誇ります。外大生に
とっては、「海は世界につながっている」と、ふと将来のこと
を考えたりすることも？

神戸ハーバーランドでにぎわっている
のはモザイクやumieのショップや飲食
店ですが、落ち着きたいときはここ！　
煉瓦倉庫と海を眺めながら潮風に吹か
れていると、いろんな雑念を忘れます
（近くの某社の就職説明
会帰りにたそがれた、と
いう人も）。
日没後にライトアップさ
れたはね橋も素敵です。

総合福祉施設ですが、レクリエー
ションやスポーツを自然の中で楽し
める、って知ってますよね。オススメ
は１時間150円の卓球場！妙法寺駅
などから無料シャトルバスがあるの
もポイント高し！

ロマンティックなデートスポット？確かに。
明石海峡大橋のライトアップのパターンが、平日と土日休日
とで違うことを知っているあなたは、よっぽど通い慣れてい
ますね。もちろん点灯時間が平日は23時、土日休日は０時ま
で、なんて小ネタも。マリンスポーツはもちろん、最近禁止が
多いバーベキューが楽しめるのも魅力。

マルガリータ

神戸市立須磨海浜水族園

はねっこ広場

しあわせの村

舞子の浜 

ここを「自分だけの場所」にしている人、実
は多いのでは。ひとりで考えごとをしたり、
本を読んだり、授業の準備をしたり。ここで

のランチの習慣をつけると、雨降り
や寒い日はがっかりします。授業の
空き時間や、ちょっと人目を避けた
いときに落ち着くのにぴったり。

 学生食堂奥のテラス

駅があるのは知ってるけど…なんて人
はいませんね。「自然のくに」の巨大な
滑り台がシンボル。「冒険のくに」「水の
くに」で遊び回る子どもたちを見てい
ると、自分の小さい頃を思い出してほ
のぼの気分に。なお、夜に行くとそんな
こんなで切ない気持ちにひたることが
できます。

   総合運動公園のレクリエーション施設

お腹が空いたら
…

みんな集まる、
頬ばる、バルメ

ニュー！

人間とは
孤独な

いきもの…。

汗をかいた後に食べる
ソフトクリームは最高 !

スッキリ！

さっぱりしたい
の！

愛は海より深し

一度は行ったこと
あるよね？

わたし達の

鉄板　　スポット

うれしい時、楽しい時、辛い時…
人生には色々あるけど、そんな
様々なシーンで「ココに行く!!」と
いう、わたし達の鉄板スポットを
ご紹介！

ここはヒミツの…。
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　キャリアサポートセンターは、みなさんの就職・就業とキャリア形成
のために、さまざまな業種・職種の学内説明会を開催しています。2018
年も2月から3月にかけて、約140の企業・団体の採用担当者をお招きし
て、いろいろな業界のリアルな姿を知る機会を設けています。

●知らない業界にも興味を持ちましょう！
　就職活動では、自分にとって身近な商品やサービス、ＣＭなどでよく
見聞きするブランド、ニュースでよく聞く会社など、知名度が高い（と
思われる）企業・団体へのアプローチを優先しがちです。
　でも、少し考えてください。そんな有名な企業・団体はほんの一握り
です。世間には、あなたがよく知らない業界がたくさんあるはず。知ら
なければ、その魅力を感じたり、自分の志向性とマッチするかどうかを
確かめることができません。学内説明会は、縁が薄いと思っていた業界
を知る、絶好の機会です。担当者の話を聞いて、興味がわくかもしれま

大学生活は、長いようで本当に短いです。部活動でも海外留学でも何
でも良いので、ひたすらに打ち込めるものを見つけてください！も
ちろん辛いこともありますが、その経験は必ずその後の人生に役立
ちます！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.34　森田　一平さん

京セラ株式会社　総務人事本部　海外人事部　海外人事支援課

8:45 就業開始　朝礼

情報共有とメンバーの予定を確認します。

8:00 出勤、朝食

寮から電車で出社します。会社の食堂を利用し
ます。

新しく海外への出向が決まった社員に対し、出
向中の規則や処遇、給与制度などについて説
明会を行います。必要に応じて、現地法人と電
話会議で打ち合わせを行います。

14:30 新規海外出向予定者との打ち合わせ

16:00 現行制度改定の打ち合わせ

地域で担当が分かれているので、それぞれの地域
ごとに状況や懸念事項などを課内で共有します。

食堂はテレビで取り上げられるほど、種類も多
く、安くて、おいしいんです！

13:30 週次の課内ミーティング

海外との時差があるので、出社時点で大量の
メールが！
午前中にメールの確認、必要な対応を行います。

9:00 メールチェック・書類の整理

海外出向者のビザ申請のための書類や現地法
人から依頼される書類の作成を行います。

10:30 現地法人に提出する資料の作成

12:30 ランチタイム

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　入社後最初の2年間は、国内人事部にて、京セラ及び国内グループ会社
の従業員の給与計算をメインに担当をしていました。その後、2016年4
月に現在の海外人事部に異動となり、世界17ヵ国にわたり400人以上
いる海外出向者のサポート業務をメインに行っています。“人”にかかわ
る業務のため、毎日、予想だにしない様々なことが起きますが、悩みなが
らも先輩方に助けていただきながら、前向きに楽しく業務に取り組んで
います。

★社会人になって感じたこと
　一言でいうと、責任感です。学生時代は、例えば、勉強を怠けても自分
が良ければそれでいいですが、仕事はそうはいきません。大変に思う時も
ありますが、同時に大きなやりがいがあり、面白い部分だと思います！

★大学生活を振り返って
　私の学生時代は、部活動とオーストラリアへの留学が大部分を占めて
いましたが、その中で、人間関係や挑戦することの大切さを学び、当時は
特に意識していなかったものの、その経験は現在に活きていると確信し
ています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　就職活動中、英語を活かせる職種といえば、海外営業だと思い込んで
いましたが、採用の方から間接系の業務でも英語を活かせるし、向いて
いると思うよと言ってもらえ、その後の進路の選択肢が広がったこと。

（英米学科　2014 年卒業）

実態に合った制度の策定や改定のため、打ち合
わせを行ないます。

17:30 終業

残業がなければ、17:30で業務終了です。

上司や先輩・同期と飲みに行くことが多いです！
夕食も食堂でとることができます。

17:30 帰宅

　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！

　創業以来持ち続けている「ものづくりに懸ける熱い思い」と「挑戦す
る姿勢」で、ファインセラミック部品、半導体部品、電子部品から太陽
電池、通信機器などの完成品、サービスに至るまで多角的に事業を展
開しています。現在では、連結売上高約1兆5千
億円のグローバル企業へと成長し、世界30カ
国以上に約230のグループ会社を有していま
す。スマートフォンやキッチン用品など、皆さ
んの身近にある製品もつくっています！

学内開催の「企業研究会」「企業採用説明会」を活用しましょう

社会人、頑張ってます！

せん。できるだけ多くの説明会に足を運んで、新しい出会いと発見に期
待しましょう。

●人気が低そうなブースこそ狙い目！
　「このブース、参加者が少ないし、あまり盛り上がってなさそうだ…」
と感じても、敬遠するのは考えもの。よく知られていないから参加者が
少ないだけ、かもしれません。そんなブースでは、ゆっくり業界のこと
を聞けますし、質問にも親身になって答えていただけるでしょう。そん
な中で、気になる点、関心を持ったことがあれば、納得するまで確認で
きます。
　また、考えようによっては、よく知られていない分だけ、ライバルが
少ないチャンスかもしれません。選考の本番に向けて、担当者に個性を
アピールして強く印象づける作戦も。たくさんの業種・職種の説明会に
参加してこそ、より「最適」に近い進路が見えてくることと思います。

インターンシップ体験記 !!

香港・シティスーパー 英米学科２年　井上稚菜さん

このインターンシップに応募したのは、自分の
将来について悩んでいるときに学舎前のポスター
をたまたま見かけたことがきっかけでした。兼修
言語として学んでいる中国語圏で約４週間も生活
ができること、また英語を使って働く経験が得ら
れることに魅力を感じました。

インターンの内容は、主にオフィスと店舗の２
カ所での業務です。最初の週には市場調査として
競合店を見学し、店同士の違いや日本と香港の違
いなど、さまざまな視点からシティスーパーの強
み・課題について考えました。オフィスでは日本
のお菓子セクション（ＣＪ）と飲料・ビールセク
ション（ＢＢ）の 2 部門に 2 週間ずつ配属され、
POP 作成や日英翻訳・プロモーションの準備等を
しました。店舗ではＣＪとＢＢそれぞれの売り場
で品出しや商品の管理を行いました。また、試食
コーナーも担当させていただきました。

インターン全般を通して、決まったプログラム
をこなす、というよりも、私が経験してみたいこ
と・挑戦したいことに内容を合わせてくださった
という印象を受けました。事前に伝えていた、現
地の方と交流したいという希望にメンターさんが
応えてくださったかたちです。私の担当していた
店舗には香港だけでなく中国本土からのお客様も
多く、商品に関して多様なフィードバックを得る
ことができました。

香港の生活は想像よりも快適で、便利すぎると
感じるくらいでした。日本製品が多く見られ、使

い慣れた日用品がすぐ手に入りました。ときどき
外国にいることを忘れそうでした。香港は忙しい
街で、誰もが常に急いでいる印象を受けました。
一方で、お昼休みには日本と比べ多くの人がきっ
ちり休憩をとっているように感じました。効率の
良いパフォーマンスの秘訣は、生活にメリハリを
つけることであると学びました。また、国際色豊
かな香港ではどこへ行っても中国語・広東語・英
語が飛び交っており、マルチリンガルの人もたく
さんいました。多言語が話せることは強みになる
と同時に当たり前のことでもあり、それ以外に何
ができるかが重視されていました。

応募前は、海外インターンに必要な手続きや小
売業界に関する知識のなさ・ことばの問題等不安
が多くありました。しかし、両親やルームメイト
の先輩・キャリアサポートセンターの方々のおか
げで充実した４週間を過ごすことができました。
特にキャリアサポートセンターの方には事前準備
から振り返りまで支えていただいて、感謝の気持
ちでいっぱいです。

外大には新しいことに挑戦するチャンスがあり
ます。このインターンシップもそのひとつです。
思い切って飛び込むことで多くの学びや出会いが
得られるかもしれません。私にとっても、このプ
ログラムでのたくさんの出会いは、将来について
より深く考えるきっかけになりました。今後はこ
の経験を活かし、残りの大学生活を卒業後にしっ
かり繋げられるような有意義なものにします。

就職活動応援特集



　キャリアサポートセンターは、みなさんの就職・就業とキャリア形成
のために、さまざまな業種・職種の学内説明会を開催しています。2018
年も2月から3月にかけて、約140の企業・団体の採用担当者をお招きし
て、いろいろな業界のリアルな姿を知る機会を設けています。

●知らない業界にも興味を持ちましょう！
　就職活動では、自分にとって身近な商品やサービス、ＣＭなどでよく
見聞きするブランド、ニュースでよく聞く会社など、知名度が高い（と
思われる）企業・団体へのアプローチを優先しがちです。
　でも、少し考えてください。そんな有名な企業・団体はほんの一握り
です。世間には、あなたがよく知らない業界がたくさんあるはず。知ら
なければ、その魅力を感じたり、自分の志向性とマッチするかどうかを
確かめることができません。学内説明会は、縁が薄いと思っていた業界
を知る、絶好の機会です。担当者の話を聞いて、興味がわくかもしれま

大学生活は、長いようで本当に短いです。部活動でも海外留学でも何
でも良いので、ひたすらに打ち込めるものを見つけてください！も
ちろん辛いこともありますが、その経験は必ずその後の人生に役立
ちます！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.34　森田　一平さん

京セラ株式会社　総務人事本部　海外人事部　海外人事支援課

8:45 就業開始　朝礼

情報共有とメンバーの予定を確認します。

8:00 出勤、朝食

寮から電車で出社します。会社の食堂を利用し
ます。

新しく海外への出向が決まった社員に対し、出
向中の規則や処遇、給与制度などについて説
明会を行います。必要に応じて、現地法人と電
話会議で打ち合わせを行います。

14:30 新規海外出向予定者との打ち合わせ

16:00 現行制度改定の打ち合わせ

地域で担当が分かれているので、それぞれの地域
ごとに状況や懸念事項などを課内で共有します。

食堂はテレビで取り上げられるほど、種類も多
く、安くて、おいしいんです！

13:30 週次の課内ミーティング

海外との時差があるので、出社時点で大量の
メールが！
午前中にメールの確認、必要な対応を行います。

9:00 メールチェック・書類の整理

海外出向者のビザ申請のための書類や現地法
人から依頼される書類の作成を行います。

10:30 現地法人に提出する資料の作成

12:30 ランチタイム

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　入社後最初の2年間は、国内人事部にて、京セラ及び国内グループ会社
の従業員の給与計算をメインに担当をしていました。その後、2016年4
月に現在の海外人事部に異動となり、世界17ヵ国にわたり400人以上
いる海外出向者のサポート業務をメインに行っています。“人”にかかわ
る業務のため、毎日、予想だにしない様々なことが起きますが、悩みなが
らも先輩方に助けていただきながら、前向きに楽しく業務に取り組んで
います。

★社会人になって感じたこと
　一言でいうと、責任感です。学生時代は、例えば、勉強を怠けても自分
が良ければそれでいいですが、仕事はそうはいきません。大変に思う時も
ありますが、同時に大きなやりがいがあり、面白い部分だと思います！

★大学生活を振り返って
　私の学生時代は、部活動とオーストラリアへの留学が大部分を占めて
いましたが、その中で、人間関係や挑戦することの大切さを学び、当時は
特に意識していなかったものの、その経験は現在に活きていると確信し
ています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　就職活動中、英語を活かせる職種といえば、海外営業だと思い込んで
いましたが、採用の方から間接系の業務でも英語を活かせるし、向いて
いると思うよと言ってもらえ、その後の進路の選択肢が広がったこと。

（英米学科　2014 年卒業）

実態に合った制度の策定や改定のため、打ち合
わせを行ないます。

17:30 終業

残業がなければ、17:30で業務終了です。

上司や先輩・同期と飲みに行くことが多いです！
夕食も食堂でとることができます。

17:30 帰宅

　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！

　創業以来持ち続けている「ものづくりに懸ける熱い思い」と「挑戦す
る姿勢」で、ファインセラミック部品、半導体部品、電子部品から太陽
電池、通信機器などの完成品、サービスに至るまで多角的に事業を展
開しています。現在では、連結売上高約1兆5千
億円のグローバル企業へと成長し、世界30カ
国以上に約230のグループ会社を有していま
す。スマートフォンやキッチン用品など、皆さ
んの身近にある製品もつくっています！

学内開催の「企業研究会」「企業採用説明会」を活用しましょう

社会人、頑張ってます！

せん。できるだけ多くの説明会に足を運んで、新しい出会いと発見に期
待しましょう。

●人気が低そうなブースこそ狙い目！
　「このブース、参加者が少ないし、あまり盛り上がってなさそうだ…」
と感じても、敬遠するのは考えもの。よく知られていないから参加者が
少ないだけ、かもしれません。そんなブースでは、ゆっくり業界のこと
を聞けますし、質問にも親身になって答えていただけるでしょう。そん
な中で、気になる点、関心を持ったことがあれば、納得するまで確認で
きます。
　また、考えようによっては、よく知られていない分だけ、ライバルが
少ないチャンスかもしれません。選考の本番に向けて、担当者に個性を
アピールして強く印象づける作戦も。たくさんの業種・職種の説明会に
参加してこそ、より「最適」に近い進路が見えてくることと思います。



広報サポーター企画

外大生図鑑
こじんまりとした単科大学だから、皆似通っていて、
粒ぞろい…。というのは大きな誤解。
皆さんも入学して気付いた人も多いはず。「個性」溢
れる人が、そこ、ココに！…ということで、我々、広報
サポーターがちょっと気になるキャラの方々にイン
タビュー。
皆さんの友達や知り合いも図鑑にコレクションされ
ているかも!?

Vol.2

実家が近い人 中国学科１年
大野瑠莉さん

○あなたが選ばれました！
びっくり。神戸から遠くの出身で、学校近くで下宿している人には申し訳ない！
○朝のスケジュール
7 時起床。8 時にゆっくり家を出て、8 時 15 分からの中国学科の朝練に出席
しています。
○「近くない」人にひとこと
みなさんが電車に揺られているなか、ギリギリまで寝ていてスミマセン。

親が外大生な人 第2部英米学科1年
田渕葵さん

○あなたが選ばれました！
度々この話題になるので、「またか…」です。ちなみに小学校から高校ま
でも母親の後を追っかけました。
○親から受け継いだこと
日舞研究会を作ったのは母です。祖母
も 30 年近く研究会の講師。必然的に、
小さい頃から外大祭などに出演するこ
とに。そんな私も今では部長です。
○親が外大出身でよかったこと
外大について話せる内容が充実！入試
の面接で「外大大好き」のアピールが
できました。

在籍最長の人 総合文化コース
竹谷和之教授

○あなたが選ばれました！
1983 年 4 月からですので、まだ 34 年（六甲旧学舎にも 3 年勤めました）。
そんなに長くいる感覚はないので、なぜ私が？　気持ちは学生と変わら
ないつもりです。
○学内でお気に入りの場所
裏山のすぐ近く。夏はプールのあたりから降りてくる冷気が涼しいです。
それと、図書館と共同研究棟の間にある、1983 年に眞板雅文さんが制作
した「風の道」という作品。四季を通じて、あのモニュメントの辺りは
気持ちがいいですね。
○印象に残っている学生
旧学舎のとき、学校運営に不満を持っていた学生。お酒を飲んで、木製掲示板の脚をのこぎりで切って抗議し
ていましたね。
○学生にひとこと
外大では、いながらにして、外国に開かれています。外国に赴いて、その地に立って物事を考えてほしいです。
また、たくさん本を読んで、先生のバックグラウンドにあるいろんな外国文化を吸収してください。

経験豊富な人

第2部英米学科4年
松村芳人さん

○おいくつですか
60 代。以前は、サラリーマンをし
ていました。
○外大での学生生活
大学に入り直したおかげで、学ぶこ
との楽しさを知りました。若い頃は
大変で、楽しさはなかったけれど、
改めて学びなおしてみると楽しい
し、若い方から学ぶことも多いです。
私の周りには優れた学生が多く、そ
のなかで学ぶというのはとても成長
できます。
○今後の目標
いろいろな国の人たちとの架け橋、
橋渡しになりたいです。

学長な人 総合文化コース
指 昭博教授

○外大の魅力
授業をしていて楽しいです。学生の態度や反応も含めて。だから 22
年も在籍しているのかも。
○学生時代は
邦・洋どちらも、映画をよく見ていました。1年間に200本見たことも。
今はそんな余裕がなく、わずかな時間で美術館巡りをしています。
○感銘を受けた作品
邦画＝「いのちぼうにふろう」（1970 年・東宝）仲代達也主演。山本
周五郎原作の時代物。1回しか見ていないから神聖化しているのかも。
洋画＝「わが谷は緑なりき」（1941 年・ジョン・フォード監督）20
世紀初頭ウェールズの炭坑が舞台です。
○学生にひとこと
いろんな興味や好奇心を持っていると、人生最後の最後まで楽しいのではないでしょうか？（私、バイオリン
をやっています）

名字が珍しい人 ロシア学科2年
下拾石（したじっこく）春香さん

○良いこと、困ること
名簿や発表時に、自分の名前がすぐ見
つかります。初見ではまず誰も読めず、
漢字変換でも出てきませんが、一度覚
えられたら忘れられない…のは良いこ
とかどうか。困るのは、電話口で何回
も聞き返されること。
○こんな名字だったら

「川」が入っていると涼しげで。夏川さ
んとか。

○一族のエピソード
わが家は「したじっこく」、従兄弟は「しもじっこく」、祖母は「しもじゅっ
こく」と微妙に異なりますが、何かコトを起こすと一族に迷惑がかかる
から絶対に…という暗黙の了解は共通です。
○最高の名字

「斉藤さん」。好きなバンドのボーカルが斉藤さんだから。

オシャレな人 英米学科3年
宮田吉郎さん

○今日のコーデ
Eyewear：hare/Outer：used/Shirts・Tie・Pants・Socks・Bag： 
COMME des GARÇONS/Accessory：LOEWE/Shoes：converse
○好きなブランド
COMME des GARÇONS( コム デ ギャルソン ) ！！　あとはユニクロと古
着。ユニクロを着るときは、「ユニクロなのに！」と言われるような着こなし
を心がけています。
○譲れないポイント
他人が見ていいと思うより、自分が着てワクワクするかどうか。色が合って
ないと周りは思っても、自分がその色でワクワクするなら着る。「華やかにな
ること」も大事。

自分が着てワクワク
できるかが重要。

子どもの頃から、
外大は身近な存在。

外大生からは
学ぶことばかり。

私のお気に入り
スポットです。

私の名字、
読めますか？

学長枠って…。
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粒ぞろい…。というのは大きな誤解。
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アスタナ万博日本館
アテンダント体験

　募集ポスターの「カザフスタン」という国名と「万
博」の文字、そして何よりも、まるで近未来都市の
ような華やかな建物がそびえ立つアスタナの写真
が、私の好奇心と探究心を大きく動かしました。「世
界にはこんなすごい都市があるのか！」と、自分の
知らない世界にむくむくと好奇心が湧き、応募しま
した。

　館内で一般のお客様に日本の技術の良さをア
ピールするアテンダントと、VIP のお客様がいらっ
しゃった際のおもてなしを担当するアテンダント
がいて、私は後者でした。お茶を出したり、館内を
アテンドするだけでなく、お客様の母語・予定・ニー
ズに合わせて、その場で迅速かつ柔軟に対応すると
いう状況判断能力が求められ、本当に難しかったで
すが、とてもやりがいがある仕事でした。

　カザフスタンの人々は、外国人、特に東アジア人を見か
けるのが珍しいらしく、日本館の展示よりも私たちと写真
を撮って欲しいという声が多かったのが面白かったです。
「日本人、初めて見た！」との声もよくかけられ、簡単な
日本語を教えるととても喜んでいただけました。

　世界中から来たアテンダント仲間やスタッフとは、これ
からもずっとつながりを保ちたいと思っています。また、
カザフスタンという多民族・多言語の国に滞在し、さまざ
まなお客様と触れ合う中で、「私の知識や価値観が、相手に
とって必ずしも同じ意味を持つとは限らないこと」を痛感
しました。「互いの文化を知り、それをしっかりと理解した
上で、どのように日本の魅力を伝えていけるのか」を深く
考え、就職の際には日本を世界に「魅せる」お仕事につけ
たらうれしいなと思っています。

　カザフスタン共和国のアスタナ市で、6月 10 日から 9月 10 日までアスタナ国際
博覧会が開かれ、各国から約 400万人の来場者がありました。
　「未来のエネルギー」をテーマにした博覧会の日本館では、ロシア学科 3年生の大
槻香緒里さんと佐藤美沙さんがアテンダントとして参加しました。帰国した大槻さん
にお話を伺いました。

参加のきっかけは？

アテンダントは、どのようなお仕事でしたか？

楽しかったエピソードは？

この経験をどのように生かしていきたいと思いますか？

アスタナは1997年に首都となった新しい都市

日本館のファサード（入口）

左から佐藤さん、来場客、大槻さん

アスタナ中心街の、各国のモニュメント



11 月 4 日・5 日に開催された 2017 年度外大祭。ステージ、
学舎、学生会館では、今年もさまざまなイベントが行われま
した。参加型の催し物、ダンスや歌などエネルギッシュなパ
フォーマンス、また興味深い展示や発表を見ようと、心地よ
い秋の陽ざしのもと、多くの方にお越しいただきました。お
いしそうな匂いが漂う模擬店では、パタタスブラバス（スペ
インのフライドポテト）やフォーなど、外大らしいメニュー
が来場者を楽しませました。

今年のテーマは「満福祭～おなかをすかせてきてくだ祭
～」。おいしいものいっぱい、楽しいものいっぱいで、両日
とも学生の活気が外大キャンパスを明るく包み込みました。

外大生と地域の方との顔が見える関係作りを、と 2 年前
に始めた「スポ GOMI 大会 in 学園都市」、今年は参加者が
大きく増え、11 月 19 日 ( 日曜 ) に 150 人がゴミ拾いに大
いに盛り上がりました。ボラコ学生スタッフは、「ゴミ分別
クイズ」や「リサイクル資源の行方」の発表を通じ、子ども
達にゴミを減らす工夫の重要性を伝えました。

11 月 11 日（土曜）、市内の中学校 8 校から 37 人の生徒
が参加して、「第 6 回神戸イングリッシュ・フェスティバル」
が開催されました。

この催しは、中学生が学校の授業で習得した英語力を活用・
発表する目的で本学大ホールで毎年開催されており、今年は、
第 1 部では「Find Kobe ～わが町探訪～」、第 2 部では「My 
Message For The Future ～未来に伝えたいこと～」をテー
マに、それぞれが趣向を疑らしたプレゼンテーションを行い
ました。

また、終了後には、運営にあたった市内 ALT と参加生徒
との交流イベントも開催されました。

11 月 19 日（日曜）から 25 日（土曜）まで、模擬国連世
界大会の秋季大会がカナダ・バンフで開催され、イスパニア
学科３年の寺本晶子さんをリーダーに、中国学科１年の森川
麗華さん、国際関係学科２年の神村里音さんと山根菖香さん、
同１年の地福春香さん、第２部英米学科４年の村岡勇太さん
が、エジプト大使役として国連総会・国連環境総会・安全保
障理事会の３つの会議に参加しました。

安全保障理事会に参加した寺本さんと村岡さんは、会議前
に提出した自国の意見や立場を記した「ポジション・ペー
パー」が高く評価され、Outstanding Position Paper 賞を
受けました。

昨秋の神戸大会、春季のニューヨーク大会、今回のカナダ
大会と経験を積んだメンバーをはじめ、授業で多くの知識や
技術を得た学生に、再び 2020 年に本学で開かれる大会の実
りが期待されています。

外大祭

ボラコ学生スタッフが地域と共催
「2017スポGOMI大会in学園都市」

第6回神戸イングリッシュ・フェスティバル

模擬国連（NMUN）カナダ大会に６人が参加

左から、山根・神村・地福・
森川・村岡・寺本（敬称略）

受賞の報告を喜ぶローリー・ゼネック西出准教授

イングリッシュ・フェスティバルの様子



お知らせ
　後期試験

　1 月 29 日（月曜）～ 2 月 9 日（金曜）に後期試験を行います。（2 月
13 日（火曜）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。

　追試験について

　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 17 日（水曜）　大ホール

※対象の時間帯に参加できない場合、他の時間帯に参加してください。
3. 「継続願」入力期間：2018 年 1 月 17 日（水曜）～ 31 日（水曜）

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

　2018 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 12 月1日（金曜）～ 2018 年 1月19 日（金曜）
3. 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

　冬季開閉室時間および冬季休業について

　年末年始の 12 月 29 日（金曜）から 2017 年 1 月 3 日（水曜）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
＜学生支援・教育グループの窓口時間＞
12 月 18 日（月曜）～ 22 日（金曜）：8 時 30 分～ 21 時 10 分
12 月 25 日（月曜）・27 日（水曜）：8 時 30 分～ 19 時
12 月 26 日（火曜）・28 日（木曜）・1 月 4 日（木曜）・5 日（金曜）：8
時 30 分～ 17 時
＜学生会館＞
12 月 18 日（月曜）～ 22 日（金曜）：8 時 30 分～ 20 時

（ただし、会議室等の施設の利用は、19 時 30 分まで）
12 月 25 日（月曜）～ 27 日（水曜）・1 月 4 日（木曜）・5 日（金曜）：
8 時 30 分～ 17 時（ただし、会議室等の施設の利用は、16 時 30 分まで）
12 月 28 日（木曜）：8 時 30 分～ 16 時

（ただし、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 18 日（月曜）・21 日（木曜）：10 時～ 16 時 45 分
12 月 20 日（水曜）・22 日（金曜）・27 日（水曜）：11 時～ 16 時 45 分
1 月 10 日（水曜）：12 時～ 17 時 45 分
＜学生コンピュータ室＞
12 月 18 日（月曜）～ 22 日（金曜）　：8 時 40 分～ 21 時
12 月 25 日（月曜）～ 28 日（木曜）　：8 時 40 分～ 16 時 30 分
2018 年 1 月 4 日（木曜）・5 日（金曜）　：8 時 40 分～ 16 時 30 分
2018 年 1 月 9 日（火曜）・10 日（水曜）　：8 時 40 分～ 21 時

＜図書館＞

★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　2017 年 12 月 4 日（月曜）～ 12 月 27 日（水曜）
返却日　　2018 年 1 月 15 日（月曜）
※院生は 12 月 19 日（火曜）以降の返却日は 4 週間後になります。
貸出冊数　通常通りです。

　センター試験準備及び試験当日に伴う休講について

　2018 年 1 月 12 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 12 日（金曜）・13 日（土曜）・14 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。

　教育職員免許状申請手続きについて

　今年度の教育職員免許状一括申請説明会を開催しました。希望者は、
必要書類を揃えて申請日に教務入試班（教職担当窓口）に提出してくだ
さい。
提出日：　1 月 9 日（火曜）、10 日（水曜）
※科目等履修生の方は一括申請の対象にはなりません。

【問合せ先】学生支援・教育グループ 教務入試班（教職担当）
TEL:078-794-8126

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18日（月曜）～22日（金曜） 補講・集中講義
12月23日（土曜）～2018年1月10日（水曜） 冬季休業
2018年1月9日（火曜）・10日（水曜） 補講
1月9日（火曜）～16日（火曜） 博士課程・修士課程第2次募集出願期間
1月10日（水曜） 卒業論文・修士論文・課題研究提出期限
1月12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13日（土曜）・14日（日曜） 大学入試センター試験 （立入禁止）
1月17日（水曜） 博士課程年次報告論文提出期限
1月26日（金曜）～2月2日（金曜） 外国人研究生第2次・研究生・研修員出願期間
1月29日（月曜）～2月9日（金曜） 後期試験
1月31日（水曜） 博士論文提出期限
2月13日（火曜） 試験予備日
2月13日（火曜）～20日（火曜） 編入・転部　願書受付
2月14日（水曜） 春季休業　開始
2月17日（土曜） 博士課程・修士課程第2次募集入学試験
2月18日（日曜） 英語教育学専攻第2次募集入学試験
2月22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（日曜） 一般入試（前期日程） （立入禁止）
3月5日（月曜） 卒業・進級予定者発表　成績発表
3月5日（月曜）・6日（火曜） 科目等履修　願書受付

3月6日（火曜） 一般入試（前期日程）　合格発表
外国人研究生第2次・研究生・研修員合格発表

3月8日（木曜） 転部・編入・科目等履修　入学試験
3月12日（月曜） 一般入試（後期日程） （立入禁止）
3月14日（水曜）・15日（木曜） 一般入試（前期日程）　入学手続き

3月15日（木曜） 博士課程・修士課程第2次・英語教育学専攻第2次・
外国人研究生第2次・研究生・研修員入学手続

3月20日（火曜） 一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修　合格発表
3月23日（金曜） 卒業式・学位授与式
3月26日（月曜） 一般入試（後期日程）・編入　入学手続き
3月27日（火曜） 転部・科目等履修　入学手続き

　行事予定（12月～2018年3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
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