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　長期休暇等を利用して短期間海外に行く場合は、「海外渡航届」を提出してください。学生の安否確認や、海外に渡航している状況を把握
するために利用します。
　また、外務省がホームページ等で公表している「国・地域別情報」（危険情報、スポット情報、安全対策基礎データ）を参照するなど、日々、世
界及び地域の情勢についての情報を収集してください。「海外渡航届」は、学生支援班、国際交流センター、ボランティアコーナーにあります。

海外渡航届

　緊急連絡が必要な場合に連絡が取れないケースがありますので、住所・携帯番号等に変更があった場合は必ずすぐ学生支援班に届け出
てください。
　・入学時に住所が決まっておらず、届け出をしていない場合
　・休学などで、住所・電話が変更になっている場合
　・保証人や実家の住所等が変更になった場合
　・携帯番号を変更した場合

住所等の届出

　毎年何件か交通事故の報告を受けています。日頃から交通ルールの遵守を心掛けていると思いますが、交通事故は自分だけでは防ぎきれ
ないこともありますので、運転には十分気をつけてください。
　また、自動車等を運転するときには「飲んだら、乗らない」と強い意志を持ってください。運転する可能性のある人には、絶対にお酒を飲ませな
いでください。バイク（自動二輪車・原動機付自転車）・自動車での通学には届け出が必要です。毎年必ず届け出の申請を行ってください。

バイク・自動車・自転車通学者の注意

　近年、大学生の飲酒による死亡事故が多く発生しています。
　クラブ・サークルやクラス会等で、アルコールが出される機会もあるかと思いますが、飲酒に当たっては、法令を遵守し、未成年者の飲酒や他
学生に飲酒を強要するような事がないようにしてください。また、イッキ飲み等の危険な飲酒は急性アルコール中毒を引き起こし、最悪の場合死
亡に至るケースもあります。十分に注意してください。

未成年者の飲酒厳禁及び急性アルコール中毒等に注意

　最近、合法ハーブと称して、精神的症状を引き起こす薬物の問題が報じられています。本学のみなさんの身近にも起こり得る可能性があります。
　大麻など禁止薬物の所持、使用、販売などの行為は重大な犯罪であり、絶対に行ってはなりません。
特に、海外では所持だけでも死刑などの厳罰を科す国もあり、海外に行くことの多い本学の皆さんにも、
知らないうちに運び屋にされるなど、犯罪行為に巻き込まれ、一生を台無しにする危険もあります。

薬物乱用の防止

１．ソーシャルメディアの利用にあたっては、本学の学生としての責任を自覚し、良識ある発言・投稿を心がける。
（１）ネット上では他の人からも見られていることを認識し、特定の個人・団体への誹謗中傷、差別的な内容、猥褻な内容などの発言・投稿は行わ

ない。また、伝聞や推測に基づく不確かな情報は発言・投稿しないように心がける。
（２）情報を発信する際は、著作権や肖像権などの法令等を遵守するとともに、プライバシーや個人情報に関わる内容が含まれていないか十分

注意する。
（３）発言・投稿内容を削除しても、インターネット上では完全に削除できないことがあるため、注意して発言・投稿を行う。

２．安全にソーシャルメディアを利用するため、情報セキュリティに配慮する。
（１）利用する際には、ルールに応じて適切なプライバシー設定を行うこと。自身の情報だけでなく、他者の情報にも十分に注意して、個人を特定

できる情報はできるだけ非公開にする（利用するソーシャルメディアの規約、仕組み、設定等を事前に十分に確認する）。
（２）ログイン時に利用するパスワードは、他人に知られないように十分注意して管理する。また、英数字や記号などを交ぜた長い文字列にするよ

うに工夫して作成する。
（３）発信を行う際に発言･画像等に位置情報を自動的に付与する機能を有するサービスが多数あるため、必要に応じて当該機能の停止等の

対応を行う。
（４）スマートフォンやパソコン等のウイルス対策を怠らない。特にスマートフォンではアプリケーションを装ったウイルスに注意する。
（５）身元不明な送信者からのメッセージ内に含まれるリンクは、安易にクリックしない。

ソーシャルメディアの利用について

薬物乱用防止「ダメ・ゼッタイ。」
ホームページ

http://www.dapc.or.jp/data/index.htm
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以下の内容をお願いしています。



　厳しい新卒採用状況の中、2012年度の本学の就職率は堅調な結果
となりました。就職に対する「しっかりとした自分の軸」を持つことが、
就職活動のスタートです。学業や課外活動に真剣に取り組み、「自己」
を確立し就職活動に臨んでください。（キャリアサポートセンター）

就職活動
2012年度卒業生就職状況＆キャリアサポートセンターにおける就職活動支援報告

2012年度卒業者就職状況
〈過去3年間の就職率〉
年度
2012
2011
2010

就職希望者（人）
309
345
368

就職者（人）
305
335
346

就職率（%）
98.7
97.1
94.0

〈業種別就職状況〉
〈2012年度就職状況〉

学　科

英米
ロシア
中国

イスパニア
国際関係
第2部英米
合計

就職希望者（人）

107
26
34
28
63
51
309

就職者（人） 就職率（％）
就職者の内訳（人）

民間
89
26
31
26
59
43
274

教員
10
0
0
0
1
4
15

公務員
5
0
2
2
3
4
16

104
26
33
28
63
51
305

97.2
100.0
97.1
100.0
100.0
100.0
98.7

アイリスオーヤマ、池上通信機、伊藤園、エクセディ、F・O・インターナショナル、大塚製薬、オムロン、キッコーマン、神戸製鋼所、神戸屋、
山陽特殊製鋼、スズキ、住友ベークライト、タカラスタンダード、ダンロップスポーツ、東海ゴム工業、トヨタ自動車、日本水産、日本電産、
ノーリツ、パナソニック、久光製薬、ピジョン、富士通テン、フレンテ、マルハニチロホールディングス、ミズノ、三井ハイテック、ロッテ など
稲畑産業、大西賢、花王カスタマーマーケティング、JFE商事、シークス、神鋼商事、住商鉄鋼販売、双日、瀧定大阪、帝人フロンティア、
豊田通商、トラスコ中山、野村貿易、阪和興業、ファーストリテイリング、三菱商事、三菱電機トレーディング、MonotaRo、ユアサ商事、
横浜通商、菱電商事 など
藍澤証券、京都銀行、近畿大阪銀行、近畿労働金庫、静岡銀行、シティバンク銀行、東海東京証券、東京海上日動火災保険、南都銀行、
日本生命保険、野村證券、富国生命保険、みずほ証券、三菱東京UFJ銀行、みなと銀行、りそなホールディングス など
ANAエアサービス東京、ANA新千歳空港、エミレーツ航空、上組、近鉄エクスプレス、Kスカイ、鴻池運輸、山九、JALスカイ、全日本
空輸、西日本鉄道国際物流事業本部、日本通運、阪急阪神エクスプレス、東日本旅客鉄道、伏木海陸運送、三井倉庫ロジスティクス、三
菱電機ロジスティクス、郵船ロジスティクス など

アクセンチュア、SCSK、カービュー、テクノスジャパン、日立システムズ、USEN など

インターコンチネンタルホテル大阪、近鉄ホテルシステムズ、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、神戸ポートピアホテル、JTB関西、テイクアン
ドギヴ・ニーズ、帝国ホテル、中の坊（有馬グランドホテル）、日本公文教育研究会、阪急交通社、星野リゾート、ホリプロ、リゾートトラスト など
長野県立高等学校教員、兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員、六甲学院、大阪入国管理局、防衛省航空自衛隊、奈良県庁、
大阪府教育委員会（学校事務）、大阪市役所、京都市役所、神戸市役所、堺市役所、小野市役所、日本貨物検数協会、コープこうべ、京都
大学、神戸市外国語大学 など

2012年度卒業生の主な就職先・業種別

メーカー

貿易・商事

金融・保険・証券

建設・運輸・倉庫

報道・出版
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員
その他

ある日のスケジュール
時　間

8:30

行動内容

出社、
メール
チェック

20:00 帰宅

コメント

アメリカ、ヨーロッパは時差があるため、夜のうちにメー
ルが来ているので、優先的にチェック、対応します。

10:00
ヨーロッパ販社
テレビ会議
準備

昨日急遽、ヨーロッパより会議をしたいとの依頼があ
り、ヨーロッパの販売会社は夕方から始業となるので、
17時の会議に間に合うよう準備。

12:00 昼食
だいたい同期と食堂で一緒に食べています。食後は社
屋内にアトリウムがあるので、バスケなどをすることも
あります。

13:00
担当工場
納品実績の
まとめ

今日は月末だったので、担当工場の納品実績のまとめ
を行いました。国内工場１社、海外工場６社を担当して
いるので、内容確認・分析に時間がかかります。月末か
ら月初にかけ、少しずつ進めています。

15:30
メール
チェック、
電話対応

担当工場が多いため、依頼・問い合わせも多いです。一
日に何回か集中的に対応するようにしています。

同じ時間に帰る同期を見つけ、一緒に食事に行き、帰宅。

17:00 ヨーロッパ販社
テレビ会議

私の担当工場での納期問題について、状況・理由の説
明、改善策の提案を行いました。他部署の先輩の助け
もあり、建設的な会議になりました。

19:00 国内工場
出張準備

先程の会議結果をまとめつつ、翌週に国内担当工場へ
の出張があったので、そのプレゼン資料を作成。現場
に行く機会はそれほど多いわけではないので、現場で
しか出来ない内容を入れるよう心掛けています。

　弊社は、総合スポーツメーカーです。アシックスというと「スポーツ」という
イメージが強いですが、そのスポーツで培った技術を生かしてアウトドア、
ファッション製品もグローバルで展開しています。グローバル展開を推進する
なかで、社内で外国人の方を登用する機会が増え、海外販売会社とのコミュニ
ケーション、折衝する場も増えています。そのため、業務で外国語を使う機会
が年々増えていると感じています。スポーツというコア領域の強みを生かし、
グローバルという規模で人々に質の高いライフスタイルを提供することを目指
しています。

2012年度卒業生の主な就職先（学科別）
神戸製鋼所、住友ベークライト、トヨタ自動車、パナソニック、久光製薬、ミズノ、ロッテ、JFE商事、双日、三菱商事、京都銀行、シティバンク
銀行、JALスカイ、全日本空輸、日本通運、インターコンチネンタルホテル大阪、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、阪急交通社、堺市役
所、兵庫県立高等学校教員など
池上通信機、F・O・インターナショナル、オムロン、神戸屋、山陽特殊製鋼、大西賢、豊田通商、横浜通商、藍澤証券、みなと銀行、伏木海陸運
送、郵船ロジスティクス、テクノスジャパン、近鉄ホテルシステムズなど
タカラスタンダード、ダンロップスポーツ、東海ゴム工業、マルハニチロホールディングス、三井ハイテック、シークス、トラスコ中山、ファース
トリテイリング、MonotaRo、みずほ証券、西日本鉄道国際物流事業本部、日立システムズ、帝国ホテル、中の坊（有馬グランドホテル）、大阪
市役所など
エクセディ、キッコーマン、日本水産、花王カスタマーマーケティング、三菱電機トレーディング、静岡銀行、東海東京証券、東京海上日動火災
保険、三菱東京UFJ銀行、りそなホールディングス、近鉄ホテルシステムズ、日本公文教育研究会、星野リゾート、大阪入国管理局、京都大
学など
アイリスオーヤマ、大塚製薬、スズキ、ノーリツ、ピジョン、富士通テン、阪和興業、ユアサ商事、野村證券、三菱東京UFJ銀行、ANAエア
サービス東京、エミレーツ航空、近鉄エクスプレス、山九、東日本旅客鉄道、アクセンチュア、神戸ポートピアホテル、ホリプロ、京都市役所、
奈良県庁、長野県立高等学校教員など
伊藤園、日本電産、フレンテ、稲畑産業、神鋼商事、瀧定大阪、日本生命保険、郵船ロジスティクス、USEN、中の坊（有馬グランドホテル）、
防衛省航空自衛隊、大阪府教育委員会（学校事務）、神戸市役所、兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員

英米

ロシア

中国

イスパニア

国際関係

第2部英米

単位（人）
■現在の状況
　私は、入社３年目です。生産管理という部署で、工場管理を担当
しています。工場と国内外の販売会社との間に発生する問題や要
望を調整する橋渡し役の業務を行っています。生産工場と販売と
いう立場の違う両者の利害関係を勘案し、両者の利害の溝を埋め
る調整、交渉は大変ですが、やりがいがあります。大変なことも多
いですが、仕事を任せてくれる風土があり、なんでも質問できる雰
囲気なので、バランスがとれた環境で働けています。
■社会人になって感じたこと
　プロセスの重要性。社会人になると、結果が求められます。時間
が足らず、結論を急ぎがちになってしまいますが、偶然の結果では
なく、根拠のある結果を出すためには、そこに至るプロセスが重要
だと感じています。
■大学生活を振り返って
　大学では、留学や海外ボランティアなどの経験ができ、充実して
いたと思います。充実していたのは、外国語、異文化をキーとして何
かしたいと考えている「外大」という環境が、自然とモチベーション
を与えてくれたためだと考えています。
■就職活動時の印象に残った出来事
　印象深いことは、最終面接で何回か落ちたこと。その経験で、人
は論理では動かないことに気づきました。自分の考えを論理的に話
しただけでは、味気ないものになりますが、そこに感情に訴える何
かが必要だと気付く機会になりました。
■後輩へのエール
　就職活動中は、自分は何がしたいのかなど悩みが多いと思いま
す。そんな時は、バックグラウンドの違う多くの人に話を聞いてもら
えば、徐々に自分のなりたい姿が明確化すると思います。自然体で
頑張ってください。

本学在学中にさまざまな経験をした卒業生は社会の第一線で活躍しています。
在学生に将来を考える一助となるようOG・OBの方の近況を報告していただいています。
今回は、現在株式会社アシックスでご活躍されている浅川さんを紹介いたします。

OBからの報告　～社会人、頑張っています！～

名　前：
学　科：英米学科
卒業年：2011年
就職先：株式会社アシックス
　　　　グローバルフットウェア統括部
　　　　生産管理部　その他　14報道・出版　9

公務員　16

教員　15

メーカー
70

建設・
運輸・倉庫
49

貿易・商事
48

旅行・
サービス
48

金融・保険・証券　27

情報通信　9

月日（曜日）   
9月25日（水曜）
10月2日（水曜）

10月16日（水曜）

10月23日（水曜）

10月30日（水曜）
11月6日（水曜）
11月13日（水曜）

11月20日（水曜）

11月27日（水曜）

在外公館派遣員制度説明会
第４回就職基本ガイダンス
私学教員採用ガイダンス
第１回内定者体験報告会
第５回就職基本ガイダンス
第２回内定者体験報告会
第３回内定者体験報告会
業界研究会
第４回内定者体験報告会
英文履歴書作成講座
第６回就職基本ガイダンス
防衛省基本情報本部業務説明会

行事名称
第７回就職基本ガイダンス
英語面接基本講座
第８回就職基本ガイダンス
公務員採用試験説明会
外務省専門職員業務説明会
学内企業説明会
英語面接ロールプレイ１回目
GD&模擬面接講座１回目
GD&模擬面接講座２回目
英語面接ロールプレイ２回目
英語面接ロールプレイ３回目
ＧＤ＆模擬面接講座３回目
英語面接ロールプレイ４回目

行事名称対象学年
全学年
３年生
全学年
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
全学年

対象学年
３年生
３年生
３年生
全学年
全学年
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生

月日（曜日）   

12月4日（水曜）

12月11日（水曜）

12月18日（水曜）
12月～1月    

1月8日（水曜）

1月15日（水曜）
1月22日（水曜）

1月29日（水曜）

2月12日（水曜）

会社の紹介

2013年度 就職支援行事予定表《後期》
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2012年度卒業者就職状況
〈過去3年間の就職率〉
年度
2012
2011
2010

就職希望者（人）
309
345
368

就職者（人）
305
335
346

就職率（%）
98.7
97.1
94.0

〈業種別就職状況〉
〈2012年度就職状況〉

学　科

英米
ロシア
中国

イスパニア
国際関係
第2部英米
合計

就職希望者（人）

107
26
34
28
63
51
309

就職者（人） 就職率（％）
就職者の内訳（人）

民間
89
26
31
26
59
43
274

教員
10
0
0
0
1
4
15

公務員
5
0
2
2
3
4
16

104
26
33
28
63
51
305

97.2
100.0
97.1
100.0
100.0
100.0
98.7

アイリスオーヤマ、池上通信機、伊藤園、エクセディ、F・O・インターナショナル、大塚製薬、オムロン、キッコーマン、神戸製鋼所、神戸屋、
山陽特殊製鋼、スズキ、住友ベークライト、タカラスタンダード、ダンロップスポーツ、東海ゴム工業、トヨタ自動車、日本水産、日本電産、
ノーリツ、パナソニック、久光製薬、ピジョン、富士通テン、フレンテ、マルハニチロホールディングス、ミズノ、三井ハイテック、ロッテ など
稲畑産業、大西賢、花王カスタマーマーケティング、JFE商事、シークス、神鋼商事、住商鉄鋼販売、双日、瀧定大阪、帝人フロンティア、
豊田通商、トラスコ中山、野村貿易、阪和興業、ファーストリテイリング、三菱商事、三菱電機トレーディング、MonotaRo、ユアサ商事、
横浜通商、菱電商事 など
藍澤証券、京都銀行、近畿大阪銀行、近畿労働金庫、静岡銀行、シティバンク銀行、東海東京証券、東京海上日動火災保険、南都銀行、
日本生命保険、野村證券、富国生命保険、みずほ証券、三菱東京UFJ銀行、みなと銀行、りそなホールディングス など
ANAエアサービス東京、ANA新千歳空港、エミレーツ航空、上組、近鉄エクスプレス、Kスカイ、鴻池運輸、山九、JALスカイ、全日本
空輸、西日本鉄道国際物流事業本部、日本通運、阪急阪神エクスプレス、東日本旅客鉄道、伏木海陸運送、三井倉庫ロジスティクス、三
菱電機ロジスティクス、郵船ロジスティクス など

アクセンチュア、SCSK、カービュー、テクノスジャパン、日立システムズ、USEN など

インターコンチネンタルホテル大阪、近鉄ホテルシステムズ、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、神戸ポートピアホテル、JTB関西、テイクアン
ドギヴ・ニーズ、帝国ホテル、中の坊（有馬グランドホテル）、日本公文教育研究会、阪急交通社、星野リゾート、ホリプロ、リゾートトラスト など
長野県立高等学校教員、兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員、六甲学院、大阪入国管理局、防衛省航空自衛隊、奈良県庁、
大阪府教育委員会（学校事務）、大阪市役所、京都市役所、神戸市役所、堺市役所、小野市役所、日本貨物検数協会、コープこうべ、京都
大学、神戸市外国語大学 など

2012年度卒業生の主な就職先・業種別

メーカー

貿易・商事

金融・保険・証券

建設・運輸・倉庫

報道・出版
情報・通信

旅行・サービス

公務員・教員
その他

ある日のスケジュール
時　間

8:30

行動内容

出社、
メール
チェック

20:00 帰宅

コメント

アメリカ、ヨーロッパは時差があるため、夜のうちにメー
ルが来ているので、優先的にチェック、対応します。

10:00
ヨーロッパ販社
テレビ会議
準備

昨日急遽、ヨーロッパより会議をしたいとの依頼があ
り、ヨーロッパの販売会社は夕方から始業となるので、
17時の会議に間に合うよう準備。

12:00 昼食
だいたい同期と食堂で一緒に食べています。食後は社
屋内にアトリウムがあるので、バスケなどをすることも
あります。

13:00
担当工場
納品実績の
まとめ

今日は月末だったので、担当工場の納品実績のまとめ
を行いました。国内工場１社、海外工場６社を担当して
いるので、内容確認・分析に時間がかかります。月末か
ら月初にかけ、少しずつ進めています。

15:30
メール
チェック、
電話対応

担当工場が多いため、依頼・問い合わせも多いです。一
日に何回か集中的に対応するようにしています。

同じ時間に帰る同期を見つけ、一緒に食事に行き、帰宅。

17:00 ヨーロッパ販社
テレビ会議

私の担当工場での納期問題について、状況・理由の説
明、改善策の提案を行いました。他部署の先輩の助け
もあり、建設的な会議になりました。

19:00 国内工場
出張準備

先程の会議結果をまとめつつ、翌週に国内担当工場へ
の出張があったので、そのプレゼン資料を作成。現場
に行く機会はそれほど多いわけではないので、現場で
しか出来ない内容を入れるよう心掛けています。

　弊社は、総合スポーツメーカーです。アシックスというと「スポーツ」という
イメージが強いですが、そのスポーツで培った技術を生かしてアウトドア、
ファッション製品もグローバルで展開しています。グローバル展開を推進する
なかで、社内で外国人の方を登用する機会が増え、海外販売会社とのコミュニ
ケーション、折衝する場も増えています。そのため、業務で外国語を使う機会
が年々増えていると感じています。スポーツというコア領域の強みを生かし、
グローバルという規模で人々に質の高いライフスタイルを提供することを目指
しています。

2012年度卒業生の主な就職先（学科別）
神戸製鋼所、住友ベークライト、トヨタ自動車、パナソニック、久光製薬、ミズノ、ロッテ、JFE商事、双日、三菱商事、京都銀行、シティバンク
銀行、JALスカイ、全日本空輸、日本通運、インターコンチネンタルホテル大阪、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、阪急交通社、堺市役
所、兵庫県立高等学校教員など
池上通信機、F・O・インターナショナル、オムロン、神戸屋、山陽特殊製鋼、大西賢、豊田通商、横浜通商、藍澤証券、みなと銀行、伏木海陸運
送、郵船ロジスティクス、テクノスジャパン、近鉄ホテルシステムズなど
タカラスタンダード、ダンロップスポーツ、東海ゴム工業、マルハニチロホールディングス、三井ハイテック、シークス、トラスコ中山、ファース
トリテイリング、MonotaRo、みずほ証券、西日本鉄道国際物流事業本部、日立システムズ、帝国ホテル、中の坊（有馬グランドホテル）、大阪
市役所など
エクセディ、キッコーマン、日本水産、花王カスタマーマーケティング、三菱電機トレーディング、静岡銀行、東海東京証券、東京海上日動火災
保険、三菱東京UFJ銀行、りそなホールディングス、近鉄ホテルシステムズ、日本公文教育研究会、星野リゾート、大阪入国管理局、京都大
学など
アイリスオーヤマ、大塚製薬、スズキ、ノーリツ、ピジョン、富士通テン、阪和興業、ユアサ商事、野村證券、三菱東京UFJ銀行、ANAエア
サービス東京、エミレーツ航空、近鉄エクスプレス、山九、東日本旅客鉄道、アクセンチュア、神戸ポートピアホテル、ホリプロ、京都市役所、
奈良県庁、長野県立高等学校教員など
伊藤園、日本電産、フレンテ、稲畑産業、神鋼商事、瀧定大阪、日本生命保険、郵船ロジスティクス、USEN、中の坊（有馬グランドホテル）、
防衛省航空自衛隊、大阪府教育委員会（学校事務）、神戸市役所、兵庫県立高等学校教員、神戸市立高等学校教員

英米

ロシア

中国

イスパニア

国際関係

第2部英米

単位（人）
■現在の状況
　私は、入社３年目です。生産管理という部署で、工場管理を担当
しています。工場と国内外の販売会社との間に発生する問題や要
望を調整する橋渡し役の業務を行っています。生産工場と販売と
いう立場の違う両者の利害関係を勘案し、両者の利害の溝を埋め
る調整、交渉は大変ですが、やりがいがあります。大変なことも多
いですが、仕事を任せてくれる風土があり、なんでも質問できる雰
囲気なので、バランスがとれた環境で働けています。
■社会人になって感じたこと
　プロセスの重要性。社会人になると、結果が求められます。時間
が足らず、結論を急ぎがちになってしまいますが、偶然の結果では
なく、根拠のある結果を出すためには、そこに至るプロセスが重要
だと感じています。
■大学生活を振り返って
　大学では、留学や海外ボランティアなどの経験ができ、充実して
いたと思います。充実していたのは、外国語、異文化をキーとして何
かしたいと考えている「外大」という環境が、自然とモチベーション
を与えてくれたためだと考えています。
■就職活動時の印象に残った出来事
　印象深いことは、最終面接で何回か落ちたこと。その経験で、人
は論理では動かないことに気づきました。自分の考えを論理的に話
しただけでは、味気ないものになりますが、そこに感情に訴える何
かが必要だと気付く機会になりました。
■後輩へのエール
　就職活動中は、自分は何がしたいのかなど悩みが多いと思いま
す。そんな時は、バックグラウンドの違う多くの人に話を聞いてもら
えば、徐々に自分のなりたい姿が明確化すると思います。自然体で
頑張ってください。

本学在学中にさまざまな経験をした卒業生は社会の第一線で活躍しています。
在学生に将来を考える一助となるようOG・OBの方の近況を報告していただいています。
今回は、現在株式会社アシックスでご活躍されている浅川さんを紹介いたします。

OBからの報告　～社会人、頑張っています！～

名　前：
学　科：英米学科
卒業年：2011年
就職先：株式会社アシックス
　　　　グローバルフットウェア統括部
　　　　生産管理部　その他　14報道・出版　9

公務員　16

教員　15

メーカー
70

建設・
運輸・倉庫
49

貿易・商事
48

旅行・
サービス
48

金融・保険・証券　27

情報通信　9

月日（曜日）   
9月25日（水曜）
10月2日（水曜）

10月16日（水曜）

10月23日（水曜）

10月30日（水曜）
11月6日（水曜）
11月13日（水曜）

11月20日（水曜）

11月27日（水曜）

在外公館派遣員制度説明会
第４回就職基本ガイダンス
私学教員採用ガイダンス
第１回内定者体験報告会
第５回就職基本ガイダンス
第２回内定者体験報告会
第３回内定者体験報告会
業界研究会
第４回内定者体験報告会
英文履歴書作成講座
第６回就職基本ガイダンス
防衛省基本情報本部業務説明会

行事名称
第７回就職基本ガイダンス
英語面接基本講座
第８回就職基本ガイダンス
公務員採用試験説明会
外務省専門職員業務説明会
学内企業説明会
英語面接ロールプレイ１回目
GD&模擬面接講座１回目
GD&模擬面接講座２回目
英語面接ロールプレイ２回目
英語面接ロールプレイ３回目
ＧＤ＆模擬面接講座３回目
英語面接ロールプレイ４回目

行事名称対象学年
全学年
３年生
全学年
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
全学年

対象学年
３年生
３年生
３年生
全学年
全学年
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生
３年生

月日（曜日）   

12月4日（水曜）

12月11日（水曜）

12月18日（水曜）
12月～1月    

1月8日（水曜）

1月15日（水曜）
1月22日（水曜）

1月29日（水曜）

2月12日（水曜）

会社の紹介

2013年度 就職支援行事予定表《後期》
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　私は2012年度の１年間、カナダ西海岸のVancouverにあるThe 
University of British Columbia（UBC）にVisiting Scholarとして
滞在し研究する機会をいただきました。研究に専念できる貴重な
機会をより充実させるためその目標を、現地でしかできない事柄を
多く経験すること、以前から読みたかった重厚な本の熟読の二点
とし、近年の研究テーマ「国際商取引におけるCISG（国連ウィー
ン売買条約）とUNIDROIT Principles」に関連する港湾施設、裁
判所（刑事・民事）、各種授業や施設を70カ所以上訪問しました。
今回は英国経済誌『Economist』で「世界で最も住みやすい都市」
とされる滞在先Vancouverについて主観的にご紹介します。
　まず生活する際の重要な治安については、車内カメラや店舗の
警備員、刑事法廷での厳重な検査等の防犯重視により、バス運転
手が停留所の待ち時間に休憩を兼ねて買い物に行く等、大変良好
です。また気候は、特に夏は18℃～26℃の街全体が避暑地で、生
涯最高の夏を過ごしました。冬も北緯49度（樺太と同緯度）にもか
かわらず、零下や降雪はほとんどなく秋冬の小雨続きを割引いても
抜群に快適で、気候が人間に与える身体や精神への影響の大きさ
を実感しました。また都市機能も高度化され生活の利便性も高く、
行政や大学の手続きはインターネットでほぼ完了し、公園、博物
館、図書館も多く整然とした美しい街並み、延 と々続く千坪クラス
の豪邸に衝撃を受けました。交通の便もGreater Vancouver（隣接
市を含む広域）で一体的に運行され、情報アクセス環境も抜群で
す。カナダ経済も天然資源の輸出関連産業の好調から高い水準を
維持し、物価も日本より若干安く、野生のアライグマやstables（馬
厩舎）の馬の散歩ともよく遭遇し、自然が身近な環境で身体的・精
神的にもリラックスし過ごすことができました。また移民も多く人種
や言語が多様でその尊重を実感する一方、バス車内の高齢者等へ
の座席譲りは一致して見事で、「多様性の尊重」という価値観が文
化・経済的豊かさの土壌となっていることを実感しました。
 以上、治安が良く快適な気候、効率的な都市機能、癒される自然
環境の絶妙なバランスに感動します。古今東西、商取引や文明は
河川や港などの海運拠点（モノ・人・情報の集積地）から都市が形
成・発展し文化も育まれた歴史からも、地理的にも優れた条件が
揃っています。欧州の様な歴史的建造物が少なく観光地としては

若干物足りなく感じますが、陸海空全ての抜群の交通利便性から
Whistler, Victoria, Seattle等の拠点として考えると、カナダ観光局
のまわし者のようで恐縮ですが、中長期の滞在には最高で、美しい
街並みと雄大な自然が忘れられません。
　わずか1年の短い滞在でしたが、ICT（情報通信技術）により文
献や映像資料も日本国内から容易に入手できる現代において、異
文化圏に滞在し感性の刺激を多く受けたことが最も大きな収穫で
した。私淑するLudwig von Misesの「法則は、制度設計の新たな
創造ではなく、過去の慣習のまだ気づいていない既存のものから
発見すること」通り、目に見えない風土・慣習等を感性で触れるこ
とにより思索を深めることができました。学問の意義や面白さは本
来、目に見えない事象の論理体系の構築やその一端への貢献プロ
セスにあり、今後より感性を磨き、貴重な経験を咀嚼・整理し思索
を深め、今後の研究教育活動に生かしていきたいと考えています。

世界で最も住みやすい都市―バンクーバー滞在記

2011年9月竣工の真新しい所属先Law Schoolの建物

法経商コース　教授　中村嘉孝

Coal HarbourよりNorth Vanを望む Down Townの高層ビル群 UBCバスターミナルのTrans Linkバス City Hallの2010年冬季オリンピック記念碑

西山 有希／ロシア学科 ３年
留学先：ロシア・モスクワ
留学先大学名：モスクワ大学 国際教育センター
留学期間：2012年9月～2013年3月

東京よりもひどい渋滞が毎日起きている都会。高層集合住宅が
いっぱい。

クレムリン大聖堂モスクワの街並み

Ｑ．モスクワってどんなところ？

先生によりますが、私のクラスは、教科書に沿って、文法を習って
いき、あるテーマについてみんなで話し合うというものでした。

Ｑ．授業内容について

いろんな人がいて、いろんな考え方があって、いろんな文化がある
ということを肌で感じて、もっといろんなことについて学びたいと
思いました。

Ｑ．留学してどんな変化がありましたか？

ロシア語をさらにレベルアップすることと、英語も磨き、いろんな
ことに関心を抱いて、自分の意見を持つことです。

Ｑ．今後の目標は？

田尾明日美／中国学科4年
留学先：中国・長春
留学先大学名：東北師範大学
留学期間：2012年3月～2013年1月

冬はマイナス20℃～30℃ほどになります。でも人は温かく、食べ物
も美味しいです。住めば都になります！

長春の街並み東北師範大学の正門

Ｑ．長春ってどんなところ？

基本的に漢語、閲読、口語の３つの授業があります。漢語は中国
語の文章を細かく読んでいき、閲読は速読を主に行います。

Ｑ．授業内容について

大きな変化は、話をするときに相手の立場に立って考えるように
なったことだと思います。

Ｑ．留学してどんな変化がありましたか？

「自分らしさ」、そして留学で学んだことを忘れず、また自分で決
めて新しいことに挑戦することです。

Ｑ．今後の目標は？

　2013年5月、イタリアのローマ市にあるUniversity of Rome, Sapienza（ローマ大学サピエンツァ）
と学生交換協定を締結しました。
　本協定により、2014年度から交換留学生の派遣と受入れが開始され、本学からは授業料免除で

の交換留学が可能となります。
　University of Rome, Sapienzaは、1303年に設立された世
界最古の大学の１つで、イタリアの大学の中ではトップクラス
に位置する国立大学です。国際交流も大変盛んで、毎年約
8,000人の留学生が学んでいます。
　第１期交換留学生（2014年度）の応募締め切りは9月27日
（金曜）です。

問い合わせ先：国際交流センター
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学園都市大学交流戦

　7月17日、NHK神戸放送局と本学の共催でNHK大学セミナーを開催しました。
　このセミナーは大学教育に資するため、NHKの専門性を生かしたセミナーを提供いただいて
いるものです。今回は、「パックンマックンの実践英語」と題して、お笑いコンビのパックンマックン
さんをお招きし、英語を使いこなすためのユニークで実践的な英会話セミナーを行っていただき
ました。当日は、おかしな和製英語や使える英単語の紹介、発音指導、英作文など笑いがちりば
められた内容でした。積極的に参加する学生の姿が見られ、また、セミナー後には学生から多く
の質問があり、時間いっぱいまで盛り上がりました。約230名の学生が参加し、セミナー後には
「楽しかった」「ためになった」といった声が多く寄せられました。

　第14回神戸研究学園都市大学交流戦が、6月15日～30日の土曜と
日曜に行われました。バレーボール、ラクロス、ラグビー、剣道などの15
競技のほか、29日には、市民の方も参加するレクリエーションとして、紙
フトタッチダウン大会が行われ交流を深めました。
　今年度のスローガンは「Priceless～お金で買えない勝ちがある～」
でした。部活動を通じ、互いによい刺激を受けてさらなる発展につなげ
ていきたいという思いがこめられました。
★紙フトタッチダウン：紙飛行機とアメリカンフットボールが合体したスポーツで
す。クオーターバックが紙飛行機を投げ、レシーバーの２人が虫取り網で紙飛
行機をキャッチし、ディフェンスはうちわでそれを防ぐといった競技です。

球技大会
　7月20日に体育会の主催で球技大会が開催されました。猛暑にもか
かわらず、たくさんのクラスやゼミ、クラブ、サークルなどの合計161チー
ムが参加しました。
　当日はソフトボール、フットサル、ドッジボール、バレーボール、バドミント
ンなどの競技が行われました。おおいに盛り上がり、活気がある球技
大会となりました。

NHK大学セミナー

　6月6日、本学学生会館にて聴覚障がいのある女性を対象とした防犯教室が開
かれました。手話通訳つきで、痴漢防止などの護身術や、防犯グッズやSOS発信
（通報）の方法などの防犯対策について兵庫県警察本部講師による指導が行わ
れました。本学の手話クラブの学生も、実演を交えながら参加しました。
　参加者の88％（18名中16）が「満足」と答え、「一度習ってみたかったのでとても
うれしいです。まずは安全な行動をとるよう気をつけたいです。」などの感想が寄せ

られました。なお、7月6日放送の「こんにちは県警です！」の番組内で防犯教室が紹

介されました。

聴覚障がいのある人のための防犯教室
（護身術教室）

　6月26日、太山寺小学校の5年生と6年生の児童が本学を訪問し、横田玲子教

授をはじめ、小学校英語教育論履修者及び日本語プログラムを履修している留学

生が出迎えました。太山寺小学校と本学との交流は今年4月から3回目です。これ

までに本学の学生・教員・留学生が小学校を訪問し、児童たちと留学生との交流

などが行われています。

　児童たちは、留学生の出身国の自然や文化などについてのプレゼンテーション

を聞き、その後積極的に質問するなど、留学生との交流を楽しみました。また、教員

や学生に対して英語でインタビューを行い、日ごろの学習の成果を発揮しました。

太山寺小学校の児童たちとの交流

　学術情報センター職員、小西恵子さんが2013年IPC（国際パラリンピック委員

会）陸上競技世界選手権大会の日本代表に選ばれました。今年は、フランスのリヨ

ンで7月19日から28日まで開催され、日本からは男女34名の選手が代表として派遣

されました。

　小西さんは、100m、200m、400mに出場しました。

　たくさんの応援をいただきありがとうございました。今後もがんばっていきま
すのでどうぞよろしくお願いします。

本学職員、2013年IPC陸上競技世界選手権大会に出場

　本学では神戸環境マネジメントシス
テム（KEMS）認証を受け、日頃より電
力使用量の削減に努めていますが、
7月1日から9月30日の間、更なる節電
対策を実施しています。
　学内各所の照明の間引きや、空調
の教室の設定温度２７℃、教室以外の施設の設定温度28℃の徹底等を実施するこ
とにより、2012年度は夏季節電期間中15.5％の節電（前年度比）を達成し、本年度に
ついても、昨年と同様に取り組みを進めています。
　また、7月1日から5日の間、節電パトロールを実施し、学生と職員が昼休み時間中に
学舎、第2学舎の教室を訪問し、照明、空調OFFの徹底を呼びかけました。
　大学では、今後とも、教育環境等に配慮しながら、節電に努めていきます。

夏の節電対策

　本学では、キャリアサポートセンターによる就職活動支援として、学生に実践的な就業体験の機会を与えるために、国内企業でのイ
ンターンシップの充実を図るとともに、本学の教育方針である「広い国際的視野に立って活躍できる人材の育成」も進めております。そ
の一環としまして、国際的に活躍中である、本学ロシア学科卒業生で「フェニックスグループ」の会長、荻野正明氏の協力を得て、「海
外インターンシップ派遣プログラム」を創設しました。
　7月22日に、今年度の参加者である英米学科３年生の女子学生と、中国学科２年生の男子学生にインターンシップ派遣決定通知書を
船山学長より交付。また、この日にあわせて来学された荻野会長より激励のお言葉をいだきました。

プログラム内容
■派遣先企業：City Super Ltd. （設立1996年。従業員1,500人。本社香港）
City Super Ltd.は、荻野氏が会長を務められる「フェニックスグループ」の傘下
企業のひとつで、city'superは、City Super Ltd.が香港を中心に展開するブラン
ドのひとつで、海外からの多彩な輸入食品等を取り扱う小売業です。
※フェニックスグループは、国際的ファッションブランド「ANTEPRIMA」など、
20社以上からなる国際企業グループです。
■場　所：香港　city'super
■期　間：2013年8月19日（月曜）～9月13日（金曜）約4週間
■派遣者：英米学科3年生、中国学科2年生
■補助金：5万円/人
■内　容：商品の仕入れから店頭にいたるプロセス（商品計画・発注、物流プロセス、店舗販売）を経験

city'super香港インターンシップ・第1期派遣生の決定について

行事予定（9月～11月）
8月16日（金曜）～9月8日（日曜）

9月20日（金曜）

9月20日（金曜）～1月20日（月曜）

10月5日（土曜）～30日（水曜）

11月2日（土曜）・3日（日曜）

11月23日（土曜）・24日（日曜）

夏季休業

後期授業開始

オープンセミナー（後期）

市民講座

外大祭

語劇祭

2014年

小西さんからのメッセージ
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太山寺小学校の児童たちとの交流

　学術情報センター職員、小西恵子さんが2013年IPC（国際パラリンピック委員

会）陸上競技世界選手権大会の日本代表に選ばれました。今年は、フランスのリヨ

ンで7月19日から28日まで開催され、日本からは男女34名の選手が代表として派遣

されました。

　小西さんは、100m、200m、400mに出場しました。

　たくさんの応援をいただきありがとうございました。今後もがんばっていきま
すのでどうぞよろしくお願いします。

本学職員、2013年IPC陸上競技世界選手権大会に出場

　本学では神戸環境マネジメントシス
テム（KEMS）認証を受け、日頃より電
力使用量の削減に努めていますが、
7月1日から9月30日の間、更なる節電
対策を実施しています。
　学内各所の照明の間引きや、空調
の教室の設定温度２７℃、教室以外の施設の設定温度28℃の徹底等を実施するこ
とにより、2012年度は夏季節電期間中15.5％の節電（前年度比）を達成し、本年度に
ついても、昨年と同様に取り組みを進めています。
　また、7月1日から5日の間、節電パトロールを実施し、学生と職員が昼休み時間中に
学舎、第2学舎の教室を訪問し、照明、空調OFFの徹底を呼びかけました。
　大学では、今後とも、教育環境等に配慮しながら、節電に努めていきます。

夏の節電対策

　本学では、キャリアサポートセンターによる就職活動支援として、学生に実践的な就業体験の機会を与えるために、国内企業でのイ
ンターンシップの充実を図るとともに、本学の教育方針である「広い国際的視野に立って活躍できる人材の育成」も進めております。そ
の一環としまして、国際的に活躍中である、本学ロシア学科卒業生で「フェニックスグループ」の会長、荻野正明氏の協力を得て、「海
外インターンシップ派遣プログラム」を創設しました。
　7月22日に、今年度の参加者である英米学科３年生の女子学生と、中国学科２年生の男子学生にインターンシップ派遣決定通知書を
船山学長より交付。また、この日にあわせて来学された荻野会長より激励のお言葉をいだきました。

プログラム内容
■派遣先企業：City Super Ltd. （設立1996年。従業員1,500人。本社香港）
City Super Ltd.は、荻野氏が会長を務められる「フェニックスグループ」の傘下
企業のひとつで、city'superは、City Super Ltd.が香港を中心に展開するブラン
ドのひとつで、海外からの多彩な輸入食品等を取り扱う小売業です。
※フェニックスグループは、国際的ファッションブランド「ANTEPRIMA」など、
20社以上からなる国際企業グループです。
■場　所：香港　city'super
■期　間：2013年8月19日（月曜）～9月13日（金曜）約4週間
■派遣者：英米学科3年生、中国学科2年生
■補助金：5万円/人
■内　容：商品の仕入れから店頭にいたるプロセス（商品計画・発注、物流プロセス、店舗販売）を経験

city'super香港インターンシップ・第1期派遣生の決定について

行事予定（9月～11月）
8月16日（金曜）～9月8日（日曜）

9月20日（金曜）

9月20日（金曜）～1月20日（月曜）

10月5日（土曜）～30日（水曜）

11月2日（土曜）・3日（日曜）

11月23日（土曜）・24日（日曜）

夏季休業

後期授業開始

オープンセミナー（後期）

市民講座

外大祭

語劇祭

2014年

小西さんからのメッセージ
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　長期休暇等を利用して短期間海外に行く場合は、「海外渡航届」を提出してください。学生の安否確認や、海外に渡航している状況を把握
するために利用します。
　また、外務省がホームページ等で公表している「国・地域別情報」（危険情報、スポット情報、安全対策基礎データ）を参照するなど、日々、世
界及び地域の情勢についての情報を収集してください。「海外渡航届」は、学生支援班、国際交流センター、ボランティアコーナーにあります。

海外渡航届

　緊急連絡が必要な場合に連絡が取れないケースがありますので、住所・携帯番号等に変更があった場合は必ずすぐ学生支援班に届け出
てください。
　・入学時に住所が決まっておらず、届け出をしていない場合
　・休学などで、住所・電話が変更になっている場合
　・保証人や実家の住所等が変更になった場合
　・携帯番号を変更した場合

住所等の届出

　毎年何件か交通事故の報告を受けています。日頃から交通ルールの遵守を心掛けていると思いますが、交通事故は自分だけでは防ぎきれ
ないこともありますので、運転には十分気をつけてください。
　また、自動車等を運転するときには「飲んだら、乗らない」と強い意志を持ってください。運転する可能性のある人には、絶対にお酒を飲ませな
いでください。バイク（自動二輪車・原動機付自転車）・自動車での通学には届け出が必要です。毎年必ず届け出の申請を行ってください。

バイク・自動車・自転車通学者の注意

　近年、大学生の飲酒による死亡事故が多く発生しています。
　クラブ・サークルやクラス会等で、アルコールが出される機会もあるかと思いますが、飲酒に当たっては、法令を遵守し、未成年者の飲酒や他
学生に飲酒を強要するような事がないようにしてください。また、イッキ飲み等の危険な飲酒は急性アルコール中毒を引き起こし、最悪の場合死
亡に至るケースもあります。十分に注意してください。

未成年者の飲酒厳禁及び急性アルコール中毒等に注意

　最近、合法ハーブと称して、精神的症状を引き起こす薬物の問題が報じられています。本学のみなさんの身近にも起こり得る可能性があります。
　大麻など禁止薬物の所持、使用、販売などの行為は重大な犯罪であり、絶対に行ってはなりません。
特に、海外では所持だけでも死刑などの厳罰を科す国もあり、海外に行くことの多い本学の皆さんにも、
知らないうちに運び屋にされるなど、犯罪行為に巻き込まれ、一生を台無しにする危険もあります。

薬物乱用の防止

１．ソーシャルメディアの利用にあたっては、本学の学生としての責任を自覚し、良識ある発言・投稿を心がける。
（１）ネット上では他の人からも見られていることを認識し、特定の個人・団体への誹謗中傷、差別的な内容、猥褻な内容などの発言・投稿は行わ

ない。また、伝聞や推測に基づく不確かな情報は発言・投稿しないように心がける。
（２）情報を発信する際は、著作権や肖像権などの法令等を遵守するとともに、プライバシーや個人情報に関わる内容が含まれていないか十分

注意する。
（３）発言・投稿内容を削除しても、インターネット上では完全に削除できないことがあるため、注意して発言・投稿を行う。

２．安全にソーシャルメディアを利用するため、情報セキュリティに配慮する。
（１）利用する際には、ルールに応じて適切なプライバシー設定を行うこと。自身の情報だけでなく、他者の情報にも十分に注意して、個人を特定

できる情報はできるだけ非公開にする（利用するソーシャルメディアの規約、仕組み、設定等を事前に十分に確認する）。
（２）ログイン時に利用するパスワードは、他人に知られないように十分注意して管理する。また、英数字や記号などを交ぜた長い文字列にするよ

うに工夫して作成する。
（３）発信を行う際に発言･画像等に位置情報を自動的に付与する機能を有するサービスが多数あるため、必要に応じて当該機能の停止等の

対応を行う。
（４）スマートフォンやパソコン等のウイルス対策を怠らない。特にスマートフォンではアプリケーションを装ったウイルスに注意する。
（５）身元不明な送信者からのメッセージ内に含まれるリンクは、安易にクリックしない。

ソーシャルメディアの利用について

薬物乱用防止「ダメ・ゼッタイ。」
ホームページ

http://www.dapc.or.jp/data/index.htm

就職活動
OBからの報告
在外研究報告
留学体験談
お知らせ・報告
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以下の内容をお願いしています。


