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就活応援号！
依然厳しい新卒採用状況の中、2013 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）

学科別・主な就職先

【英米】
アストラゼネカ、京セラ、シスメックス、住友重機械工業、ミズノ、
千趣会、双日、山善、京都銀行、大和証券、野村證券、三菱東京
UFJ 銀行、ANA ウイングス、東海旅客鉄道、ザ・リッツカールト
ンホテル大阪、JTB 西日本、ホテルオークラ神戸、大阪市役所、
兵庫県教育委員会（小学校教員）、神戸市教育委員会（中学校教員）
など

【ロシア】
神 戸 製 鋼 所、 コ ニ カ ミ ノ ル タ、 シ ャ ー プ、 大 洋 製 器 工 業、
TASAKI、日本電産、大中物産、SMBC 日興証券、岡三証券、鹿
児島銀行、住友倉庫、全日本空輸、西日本鉄道国際物流事業本部、
三井倉庫、郵船ロジスティクス など

【中国】
日本無線、ニプロ、ノーリツ、ヤマハ発動機、ローム、エアバス・
ヘリコプターズ・ジャパン、帝人フロンティア、トラスコ中山、み
ずほフィナンシャルグループ、ANA 大阪空港、山九、鈴与、全日
本空輸、中部国際空港旅客サービス、日本航空、ノバレーゼ、相模
原市教育委員会（中学校教員） など

【イスパニア】
CKD、タカラスタンダード、TONE、ニプロファーマ、富士通テン、
大和工業、アフラック、イオンクレジットサービス、滋賀銀行、東
京海上日動火災保険、りそなホールディングス、近鉄エクスプレス、
竹中工務店、阪急阪神エクスプレス、メキシコ日本通運、スイスホ
テル大阪南海、名古屋大学 など

【国際関係】
IHI、アシックス、オムロン、関西ペイント、協和発酵キリン、ス
ズキ、東洋ゴム工業、パナソニック、富士通、稲畑産業、岩谷産業、
JFE 商事、神鋼商事、三井住友銀行、東日本旅客鉄道、ソフトバ
ンク、日本アイ・ビー・エム、航空管制官、京都府庁、兵庫県教育
委員会（中学校教員） など

【第 2部英米】
日本食研ホールディングス、ネスレ日本、バンドー化学、DKSH ジャ
パン、豊通マシナリー、三菱商事、新生銀行、アイベックスエアライ
ンズ、一条工務店、空港ターミナルサービス、JAL スカイ大阪、日
本航空、富士通ソフトウェアテクノロジーズ、星野リゾート、兵庫県
教育委員会（中学校教員）、兵庫県国民健康保険団体連合会 など

業種別・主な就職先

【メーカー】
IHI、アシックス、アストラゼネカ、オムロン、関西ペイント、京
セラ、協和発酵キリン、神戸製鋼所、コニカミノルタ、シスメック
ス、スズキ、住友重機械工業、タカラスタンダード、東洋ゴム工業、
ニプロ、ニプロファーマ、日本食研ホールディングス、日本電産、
日本無線、ネスレ日本、ノーリツ、パナソニック、バンドー化学、
富士通、富士通テン、ミズノ、大和工業、ヤマハ発動機、ローム 
など
【貿易・商事】
旭化成商事、稲畑産業、岩谷産業、エアバス・ヘリコプターズ・ジャ
パン、興和、三共生興、GSI クレオス、JFE 商事、神鋼商事、西
華産業、千趣会、双日、DKSH ジャパン、帝人フロンティア、ト
ラスコ中山、ニトリ、三菱商事、MonotaRO、ヤギ、山善 など
【金融・保険・証券】
アフラック、イオンクレジットサービス、SMBC 日興証券、岡三
証券、京都銀行、滋賀銀行、新生銀行、大和証券、東京海上日動火
災保険、野村證券、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、
三菱東京 UFJ 銀行、りそなホールディングス など
【建設・運輸・倉庫】
アイベックスエアラインズ、ANA ウイングス、ANA 大阪空港、近
鉄エクスプレス、空港ターミナルサービス、山九、JAL スカイ大阪、
鈴与、住友倉庫、全日本空輸 (ANA)、竹中工務店、中部国際空港
旅客サービス、東海旅客鉄道 (JR 東海 )、西日本鉄道国際物流事業
本部、日本航空 (JAL)、阪急阪神エクスプレス、東日本旅客鉄道 (JR
東日本 )、三井倉庫、メキシコ日本通運、郵船ロジスティクス など
【報道・出版・情報・通信】
兼松エレクトロニクス、ソフトバンク、日商エレクトロニクス、日
本アイ・ビー・エム、日立ソリューションズ、富士通ソフトウェア
テクノロジーズ、マイナビ など
【旅行・サービス】
神戸ポートピアホテル、ザ・リッツカールトン大阪、JTB 西日本、
スイスホテル大阪南海、ノバレーゼ、阪急交通社、星野リゾート、
ホテルオークラ神戸、三菱電機ビルテクノサービス、リゾートトラ
スト など
【公務員・教員・その他】
航空管制官、京都府庁、奈良県庁、大阪市役所、茨木市役所、焼津
市役所、愛知県警察、岐阜県教育委員会 ( 高等学校教員 )、兵庫県
教育委員会 ( 小・中学校教員 )、神戸市教育委員会 ( 中学校教員 )、
相模原市教育委員会 ( 中学校教員 )、名古屋大学、全国労働者共済
生活協同組合連合会、労働者健康福祉機構、兵庫県国民健康保険団
体連合会、神戸市民病院機構 など

2013 年度卒業生就職状況

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 103 100 90 3 7 97.1
ロシア 25 23 22 1 0 92
中国 48 47 45 1 1 97.9
イスパニア 34 31 31 0 0 91.2
国際関係 61 60 56 3 1 98.4
第 2 部英米 48 46 39 2 5 95.8
合計 319 307 283 10 14 96.2



大企業のみならず、中堅・中小企業のエントリーも本格化していると思います。選
択肢を広げるために中堅・中小企業にも積極的に目を向けてほしいところです
が、大企業と違い情報が得られにくいのが現実です。そこで、今回は中堅・中小企
業の探し方・調べ方のヒントを提供します。

（1）大学に来る求人票やOB・OG名簿を調べよう！
　大学に来る求人票は、企業規模の大小に関係なく業界別に
ファイリングしています。また、過去にOB・OGが就職している
先に目を向けるのも一つの方法です。
（2）各種検索エンジンで｢B to B企業｣と検索しよう！
　単純ですが効果的な企業の検索方法です。例えばYahoo 
JAPANだと、｢B to B企業｣のカテゴリが存在するため、規模の
大小を問わず興味のある企業を発掘できる可能性があります。

（3）｢中小企業投資育成｣の投資先を検索する！
　優良な中小企業の支援をするための政策実施機関です。この団体が
支援をする先は（必ずしもそうとは限りませんが）優良な企業が多く、
支援先は一般公開されているのでぜひ一度閲覧してみてください。
（4）新卒応援ハローワークを活用しよう！
　ハローワークでは新卒向けに数多くの求人を公開していま
す。特に中堅・中小企業の求人に関してはかなりの件数を誇っ
ていますので、今まで知らなかった掘り出しモノの求人に出会
えるかもしれません。本学近隣の『新卒応援ハローワーク』は三
宮・神戸・梅田・京都・奈良など主要都市に在り、独自の魅力ある
サービスを提供していますので、積極的に利用してください。

　就活は長い道程ですが、できるだけ多くの説明会に参加して自分に
合った会社を見つけて欲しいと思います。諦めずに粘り強く、ありのま
まの自分を就活の場でアピールしてください。きっと、自分にぴったり
の会社が見つかります。

★後輩へのエール

社会人、頑張ってます！
OB・OGからの報告

VOL.20　平山　美喜
三菱電機トレーディング株式会社　海外オーダー管理グループ

8:00 出勤

自宅から、会社まで徒歩 10 分。毎日歩いて出社。

8:30 就業開始　メールチェック

毎日インドから納期調整依頼メールが多く来ているの
で、緊急を要する案件がないか毎朝確認。
緊急に手配が必要であれば、製造部に依頼して早急に
出荷できるよう準備する。
もちろんインドとのやり取りは全て英語。

11:00 所内関連部門と打合せ

所内関連部門とインド案件において打合せ。
インド向けで新規流動する部品において、いつから何
台必要か等関連部門で集まり認識合わせする。
拠点のスケジュール管理は私たちの大事な仕事の一つ。

12:30 昼食

仲のよいメンバーで、お弁当を一緒に食べています。
会社近くでランチすることも。

13:15 拠点在庫の確認

インド向けの部品は約 500 部品。日々、最終顧客であ
るインドカーメーカーの要求が変動するため、海外拠
点の在庫も変動します。毎日在庫が薄い部品がないか
を確認。

14:00 船積手配

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　社会人3年目、海外オーダー管理グループでインド担当をし
ています。
　三菱電機で製作した車の部品を海外拠点（インド）に出荷し、
現地の在庫管理や出荷手配等を主に行っています。担当を持つ
と、さまざまな仕事を任せてもらえるのでやりがいを感じるこ
とが多く、日々成長を実感しています。また、職場の雰囲気は明
るく毎日楽しく仕事をさせていただいています。

★社会人になって感じたこと
　社会人になって、会社のお金を動かしているという責任感を
強く感じています。
　ミスをしないよう、自分の仕事を十分理解しよく考え行動す
ることが大切だと感じています。

★大学生活を振り返って
　大学時代は、中国学科に在籍しており語学だけではなく中国
文化について多くを学ぶことができました。大学1年生の時の
　中国語の発音練習（朝練）はとても印象に残っています。
　留学も経験し、異文化を通して自分の視野を大きく広げるこ
とができた貴重な大学生活でした。

★就職活動時の印象に残った出来事
　私は就職活動時、出来るだけさまざまな企業を受けました。自
分にどの企業が合うのか、会社の仕事内容はもちろん会社の雰
囲気等も知るため、説明会に多く参加し、先輩社員の方に気にな
る点を質問していました。私の場合その中で、「この会社に行き
たい！」と感じた会社が決まりました。

（中国学科　2012年卒業）

出荷が必要な部品を緊急度に合わせて、Ship/Air に振
り分けて出荷手配。Invoice など作成しています。
誤った部品を出荷しないよう、細心の注意を払ってい
ます。

16:00 インドとの電話会議

海外拠点（インド）との電話会議。
今後現調品を使用する予定が、不具合が発生したため
急遽日本から部品を手配する必要があるとの連絡あり。
詳細をインドからヒアリングし、所内製造部に連絡。
各関連部門が動きやすいよう、どの部門がいつまでに
何をするのかを議事録にまとめる。

18:00 メールチェック

今日マストな案件がないかを確認。
又、明日のスケジュールをまとめ、やることを整理。

19:30 退社

時間が合えば、会社の先輩や同期とご飯へ☆

　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！

　当社の仕事内容は大きく2つあり、資材調達業務と貿易
業務があります。
　どちらにも共通するのが、納期管理という調整です。海
外拠点からの要求を満たすため、日々製造部と交渉し何
とか納期通りに出荷できるよう頻繁に社内及び海外現地
スタッフとコミュニケーションを図っています。当社の
仕事は国内の製作所やメーカー、海外拠点等さまざまな
方と一緒に仕事ができ、スケールが大きくやりがいを感
じる機会が多くあります。

中堅・中小企業ってどうやって探せば良い？
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　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！

　当社の仕事内容は大きく2つあり、資材調達業務と貿易
業務があります。
　どちらにも共通するのが、納期管理という調整です。海
外拠点からの要求を満たすため、日々製造部と交渉し何
とか納期通りに出荷できるよう頻繁に社内及び海外現地
スタッフとコミュニケーションを図っています。当社の
仕事は国内の製作所やメーカー、海外拠点等さまざまな
方と一緒に仕事ができ、スケールが大きくやりがいを感
じる機会が多くあります。

中堅・中小企業ってどうやって探せば良い？

編集後記
今回初めてラーニングコモンズを利用した
のですが、電子黒板やプロジェクターな
ど便利な機具が揃っていて驚きました。
また、明るくてとても雰囲気が良いの
でこれからは私たちも積極的に利用
していきたいと思いました。

３つのエリアを紹介！
　ラーニングコモンズは３つのエリア（グループワークエリア・PC エリア・くつろ
ぎエリア）に分かれています。床の色や椅子の色は、お庭をイメージした配色なのだ
とか。各エリアの様子をお伝えします。

　机とホワイトボードが完備されて
います。この机、他の机と組み合わ
せることができるので、少人数から
大人数までの話し合いに対応できる
ようになっています。

1

2

グループワークエ
リア

PCエリア くつろぎエリア

　パソコンが 12 台設置されていま
す。これまでと同様に、インターネッ
トやプリンターを使用することがで
きます。

　友だちとおしゃべりしたり、授業
の合間に休憩したり。雑誌が置いて
あるのもうれしい！
＜雑誌一覧＞日経WOMAN／
BRUTUS／関西Walker など

便利な機器をつかいこなそう！
　グループ学習エリアには、電子黒板と短焦点のプロジェクターが設置され
ました。利用するにあたって必要な機材は図書館のカウンターで借りること
ができ、他の予約がなければその場で使用することができます。話し合いの
際などに役立つこと間違いなし！実際に使用した様子をレポートします。

　パワーポイントや PDF ファイルであれば、電子黒板に直
接 USB を差し込んで読み込むことができます。上から書
き込んだファイルはPDFとして持ち帰ることも！
　ホワイトボードとしても使えるほか、パソコンをつなぐ
と、パソコンの画面も表示することができます！
　電子黒板用のペンは図書館カウンターにて借りることができます。

　 注意事項
①ラーニングコモンズでは会話が可能です。ただし、他の方の学習
の妨げにならないよう配慮を。
②授業やイベントのため、一部の利用を制限する場合があります。
③食べものは持ち込めません。密閉できる容器（水筒・ペットボトル）
による一時的な水分補給は可能です。
④携帯電話等私物の充電はご遠慮ください。

電子黒板（インタ
ラクティブホワイ

トボード）

プロジェクター＆
スクリーン

　このプロジェクターの特徴はとても近い距離で投影がで
きることです。このボードの表はスクリーン、裏はホワイ
トボードになっています。パソコンをつないでの投影もで
きますが、jpeg などの画像ファイルであれば直接 USB を
直接差し込んで投影することができます。

！ ！

ラーニングコモンズ体験報告ラーニングコモンズ体験報告広報サポーター企画

　2014 年度 4 月に図書館ロビーが改修され、ラーニングコモンズとして生まれ変わりました！ラーニングコモン
ズは、学生のみなさんの多様な学習をサポートする図書館の新しい学びの空間です。ディスカッションやプレゼ
ンテーション、パソコンを利用した学習など、多様な学習スタイルに対応しています。
　既に利用している人もいると思いますが、実はこことても便利なんです！今回の広報サポーター企画では、実
際に使用した様子・感想をレポートします。



編集後記
夏休みは、旅行やアルバイト、部活動などで
充実させるのも大切ですが、楽しみすぎて学
業がおそろかにならないよう、しっかり勉強
もしましょう。

　2014 年度前期も既に数カ月が経ちました。日々の勉強に、クラブ活動に、アルバイトにと、忙しい日々を送っているところだと思います。
　今号２つめの広報サポーター企画は外大生の長期休暇の過ごし方の紹介です。夏季休暇は少し先ですが、充実した夏を過ごすには今のうち
から準備することが大切なようです。
　アンケート調査を実施し、外大生のこの夏の予定や長期休暇に向けたアドバイスなどを聞きました！有意義な夏期休暇に向けて、今のうち
から計画を立ててみませんか？

　アンケート回答数は 86 枚でした。この夏休みに外大生
が予定しているのは、アルバイトが最多で 56 名と最多で、
それに次いで帰省やクラブ・サークル活動がそれぞれ41名、
39 名となっていました。他にも旅行や資格の勉強を予定し
ている人も。アンケート結果からいくつかの意見をピック
アップし、夏休みの過ごし方について、話を聞きました。

身体の体幹はもう鍛
えたので、次は心の
体幹を鍛えたいです。

山籠り

　 夏休み注意事項
・海外旅行へ行く前には、マナーや習慣だけでなく、外務省のホームページ等で海外情勢を必ず
調べましょう。
・旅行の手配などの準備ももちろん大切！だけど、楽しい長期休暇を迎えるには、まずは前期試
験に向けての勉強もお忘れなく！
・長期休暇中は、気分が開放的になりがち！未成年の飲酒・喫煙は厳禁。そしてSNSトラブル
等にも十分気をつけましょう。

！ ！

広報サポーター企画
外大生の長期休暇紹介します！

長期休暇中に印象に残った出来事
・北京空港で飛行機を乗り逃し、さらにパスポート
をなくし、かつ空港でオールしたこと
・友人とお互いの実家めぐり
・留学中の休暇で、モスクワ世界陸上に行き、シベリ
ア鉄道で１週間かけて極東に戻ったこと
・しっかりアルバイトして夏明けにオーストラリア
へ自腹で行ったこと
・小学生以来の友人に会えたこと

長期休暇に向けてのアドバイス
・アルバイトのシフト調整。休みに入ってから長期で休みを取ろうと思っても、間に
合わないので、休み前に予定を立てておくべきでした。
・自動車免許は比較的時間がある１・２回生の間にとるべき。就職活動と重なると、
忙しくて気持ちが焦ります。
・長期休暇中も勉強は少しでもしたほうがいい！本当に忘れてしまいます！
・早めの旅行の手配。昨年、突然思いたって１週間前にグアムへの旅行の計画をたて
たのは大変でした。また、就職活動をされる方は３年の後期から少し忙しくなる
（＆一緒に行ってくれる友だちが忙しくなるので）それまでに旅行などに行ってお
いた方が有意義かもしれません。

アルバイト
25％

クラブ・部活
18％

国内旅行
15％

短期留学
3％ 海外旅行

11％

帰省
18％

その他
10％

こんな意見もあり
ました！

加賀田悠ロシア学科2年　加賀田悠さん

英米学科2年　船越輝美さんロシア学科４年　野秋優子さん

英米学科４年　高原ふみさん

初めは治安を心配していたのですが、
現地で人の暖かさや素直さに触れて、
行ってみないとわからないことがた
くさんあると実感しました！

カンボジアでのボ
ランティア

実際口にするお菓子や
ジュースの製造過程が見
えて面白い！おみやげも
もらえて一石二鳥！

工場見学！

オープンキャンパ
ススタッフ

外大の魅力をより知ることができ、
外大がさらに好きになりました！

四国ヒッチハイク

浪人時代の友人と２人、
気の向くままに。
刺激的な 4日間でした！

辞書を写本するには夏休みじゃ
足りない。でも、愛は伝わります。

夏の１カ月、絶版
の辞書を写本して

いたこと。

英米学科４年　土井幹生さんイスパニア学科４年　惠上雅史さん
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私の留学体験リポート
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過去の先輩方がたくさん留学されていたのも理
由の一つですが、世界史とスペインが大好きで
ある私にとって、トレドという街に留学するの
がいつしか憧れになっていたからです。

セゴビアにある白雪姫のお城のモデルになった
アルカサルや、ローマ水道橋を見て生活した
かったのもありましたが、留学プログラムにイ
ンターンシップも含まれていたことが決め手に
なりました。ワーキングホリデー以外で外国で
働けることに魅力を感じました。

とにかく常にスペイン語を話し、スペイ
ンの文化に自分を染めていくことを心掛
けていました。そうすることで留学期間
を最大限活用することができました。

自分から積極的に話しかけることと、分
からないときははっきり分からないと言
うこと。意思表示をはっきりしないと相
手を困らせることがしばしばありました。

少し行き当たりばったりな行動をするこ
とがあったので、スペインについてもっ
といろいろと下調べをしてから渡航すれ
ばよかったと思いました。

私はこの留学で、「今まで知らなかった自
分」を発見できたと思います。自分にリ
ミットを作らず、あらゆることにチャレン
ジする精神が身に付いたと思います。

日本のことをもっと知っておけばよかっ
たと思いました。日本人の生活、政治、
宗教観などを聞かれましたが、うまく答
えられないことがありました。

スペインで学んだことをゼミなどに生かすとと
もに、将来的には大学院へ進んで専門的な勉強
をしたいと考えています。

留学は本当に色々なものを与えてくれます。それは語学力や幅広
い価値観であったり、あるいは大きな試練であったりと、数え挙
げればきりがありません。そういった全てが、これから留学する
皆さんにとってかけがえのないものになると思います。思う存分
勉強し、そして何より思い切り楽しむことで、それぞれ得るもの
は違うとしても、素晴らしい経験になると信じています。皆さん
にも留学を通して素晴らしい経験をしてほしいと思います。

日本では人見知りだった私が、スペイン
では自分から声をかけることができまし
た。帰国してからは、留学前に比べて人
見知りの部分が少なくなったかなと思い
ます。

将来のことはまだはっきりとは決まって
いませんが、インターンをしたことで、
スペイン語を使いながら観光事業に携わ
りたいと思うようになりました。

留学しようかどうしようか迷っている方も多いと思いますが、私は
留学することをお勧めします。語学力が向上するのはもちろんのこ
と、現地で様々な国の人と友達にもなれますし、ホームステイの場
合は第2の家族ともいえる方々に出会うことができます。また、普
通の旅行では体験できないような、町のお祭りなどにも参加できま
す。留学中は素敵なこと、楽しいことだけではないと思いますが、
自分を見つめ直す良い機会です。ぜひ留学してみてください。

留学先を選んだ理由は？ 留学先を選んだ理由は？

留学中に心がけていたことは？

留学中に心がけていたことは？

もっと準備してから行けばよかったと思うことは？

留学してどんな再発見や変化がありましたか？

もっと準備してから行けばよかったと思うことは？

今後の夢・目標を教えてください。

留学を考えているみなさんにメッセージ

留学してどんな再発見や変化がありましたか？

今後の夢・目標を教えてください。

留学を考えているみなさんにメッセージ

留学先：スペイン
留学先大学名：Centro de Estudios Internacionales 
de la Fundación José Ortega y Gasset

（オルテガ・イ・ガセット国際教育センター）
留学期間：2013年9月～12月

留学先：スペイン
留学先大学名：
国立通信教育大学
留学期間：2013年10月～2014年1月

イスパニア学科  ３年 イスパニア学科  3 年

University of New South Wales（オーストラリア）と交流協定を締結しました
　2014 年 4 月に、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にある
University of New South Wales と学生交流協定を締結しました。
　オーストラリアの名門大学で形成される「Group of Eight」に所属し、
地元学生の間では優秀な成績を取得していなければ入学が難しいと言われ
ています。
　2013 年度世界の大学ランキング（QS World University Rankings）
で 52 位、2014 年度 Good Universities Guide で 5 つ星を取得するなど、
多くのランキングで常に上位に位置する優れた大学です。

本協定により 2015 年度からの学生派遣が可能となります。詳細は国際交流センターまで。

・英米学科・2 部英米学科・国際関係学科対象
・学部課程の授業を英語で受講
・留学先の出願料免除（授業料・宿泊費は自己負担）



TOMODACHI イニシアチブとは、東日本大震災後の日本の復興支援から生まれ、教育、
文化交流、リーダーシップといったプログラムを通して、日米の次世代のリーダーの育成
を目指す官民パートナーシップです。

その活動のうちの１つが、TOMODACHI － MetLife Women's Leadership Program で
す。このプログラムは、ビジネス・教育・非営利セクターなど各界で活躍する中堅・若手日
本人女性リーダーが、年間 4 回程度のセミナーやグループセッション等を通してグローバ
ルなリーダーをめざす若手日本人にリーダーシップについて学ぶ機会を提供するものです。

コネクションをつくることの大切さ
さまざまなフィールドの、さまざまな人との繋がりは自分

の可能性を広げてくれます。社会人の方に限らず、同世代や
下の世代との繋がりも重要です。とくにこのプログラムで出
会った Mentee たちは自分の目標や大学で勉強する目的を明
確に持っている人が多く、彼女たちとの意見交換はとても面
白いものでした。多くの人と出会い、話し、自分のことを知っ
てもらえば、ひょんなところでよいチャンスが与えられるか
もしれません。そのためにも、学業やアルバイト、課外活動
などに常日頃から真摯に取り組むことの必要性も感じました。
目標を持つことの大切さ

目標を早めに持ち、計画性を持ちながら行動することは、
自分の夢を叶えるひとつの近道となります。

自分が何になりたいのかわからない、という場合も、やは
りさまざまな人にお会いし、いろんなところに出かけて視野

日本では、自己分析の方法や、コネクションの築
き方、ライフプランニングについて学びました。参
加者は主体的に参加することが求められます。

日本でのプログラムが終了したら、渡米します。
現地のビジネスリーダーや NPO 関係者、そして政
府関係者の方々などたくさんの方にお会いしまし
た。その多くが女性であり、キャリアや家庭のこと、
女性によるリーダーシップについてお聞きしまし
た。他にも、日本政府主催のシンポジウムへの参加
や現地の大学見学などのアクティビティがありま
した。

最終日には英語でプレゼンテーションを行いま
した。ビジネスプランや、子どもの貧困層撲滅など、
各々が興味のある分野に関するプロジェクトを発
表しました。発表を実現したい人は、帰国後、
TOMODACHI と MetLife に よ る Faculty Team
に申し込み、選考を通過すれば、プロジェクト運用
のための資金をいただくこともできます。

Mentor-Mentee 制度
まず、学生参加者一人一人 (Mentee) に、

女性社会人の方 (Mentor) がつきます。こ
れは、Mentor-Mentee 制度といって、プ
ログラム内外でさまざまなことを相談でき
る、人生の先輩とのパートナー制度です。
私は将来活躍したいキャリアのフィールド
の方とペアになりました。勤められている
会社などにご招待していただくなど、プロ
グラム内外でお世話になっています。
すべてのプログラムが英語で行われる

選 考 書 類、 出 欠 確 認、 プ ロ グ ラ ム 中 の 参 加 者（Mentors, 
Mentees）同士の会話、そして進行も全て英語です。参加者の多
くは海外経験が豊富ですが、一度も海外に行ったことがないとい
う人もいます。英語がわからないときには、周りにいる人たちが
助けてくれますが、英語運用能力が高い参加者に囲まれて過ごす
ことで私自身とても刺激を受け、語学の習得をもっと頑張ろうと
思いました。

TOMODACHI イニシアチブとは

プログラム全体を通して学んだこと

プログラム内容 プログラムの特徴

を広く持つことを心がければよい、ということも学びました。
渡米中に多くの方のお話をお聞きしましたが、“I don't know 
what I want to be. But I know what I want to do.”とい
う言葉が最も印象に残っています。短い言葉ですが力強さを
感じ、強張っていた肩が楽になったような気がしました。
自信を持つことの大切さ

プログラムでは、自分の強みを活かし弱みを克服するト
レーニング等を通して自分に合ったリーダーシップのスタイ
ルを見つけていきます。胸を張って自己肯定することができ
ない学生が多いなかで、自分を好きになることを求められま
す。自分の得意・不得意を把握し、できることを生かし、で
きないことを他の手段で補うノウハウを身につけることで、
自然と自信が生まれます。自信を持って行動すると、周囲か
らの信頼を得られるし、それによってよい結果が出れば、自
信が生まれる。そのような好循環を作り出すことができます。

参加を勧めるにあたって、私から皆さんにお伝えしたいこ
とはひとつです。それは、いつでも、どんな時でも、「求め
る姿勢」を忘れないということです。特にこのようなプログ
ラムでは、基本的に常に能動的、主体的に行動することが参
加者に求められます。私は、第一期生として、このプログラ
ムに参加して絶対に後悔はしないとお約束できます。自分の
成長だけでなく、このプログラムを通して出会った多くの女
性社会人の方や同世代との繋がりも、また得難い貴重なもの
でした。

参加しての感想

TOMODACHI MetLife Women's Leadership Program 2013-2014 に参加して

国際関係学科 2 年　



神戸市外国語大学客員研究員の藤原敬介氏によ
る講演会を下記の通り開催します。
（1）日時

2014 年 6 月 20 日（金曜）
16時5分～17時35分

（2）場所　神戸市外国語大学　三木記念会館
（3）講演者からのメッセージ
小学校で習う「あいうえお」。各種名簿や辞書の

見出し語の配列でもおなじみです。「あいうえお」
は、わたしたちの身近にあって当然のように使わ
れているので、「なぜ」このような順番で並んでい
るかということは、考える機会がないかもしれま
せん。

この講演会では、「あいうえお」がなぜそのよう
な順番で並んでいるかということを解説します。そ
して、「あいうえお」という並び方が、実は「ABC」
という並び方とも関係しているということをご紹
介します。

6 月 21 日～ 22 日、28 日～ 29 日、および７月５日～６
日の６日間にわたって、神戸研究学園都市の学校間で交流戦
が開催されます。各学校の体育会系クラブが各学校を会場に、
毎年白熱した試合を繰り広げます。

また、今年も大学や地域の方々との交流をさらに深めるこ
とを目的としたレクリエーション種目の参加者を募集してい
ます。

６月 29 日（日曜）に神戸市外国語大学の体育館（予定）で、
フリスビーを使ったドッジボール“ドッジビー”を行います！大
人から子どもまで一緒に楽しめるスポーツです。優勝したグルー
プには豪華景品が…！みなさん一緒にいい汗流しませんか？

申込用紙は各大学と学園都市にあるユニティに置いてあり
ます。参加される方は体育館シューズ持参で、動きやすい服
装で来てください。

皆様のご参加お待ちしております。

5 月 9 日に、オハイオ州立大学名誉教授・ヴァージニア大学希覯書研修所上級研究員の John N. King 氏を
お迎えし、講演会を開催しました。

15 世紀に発明された活版印刷は、宗教改革と大きな関わりがあり、16 世紀には聖書を始めとするおびただ
しい数の書物が出版されました。これらの書物の「物」としての性質が、読者による受容にどれほど大きな影
響を与えたかについて、この時代の書物の画像を示しながら、お話していただきました。

学生・教員・一般の方 22 名が参加しました。

チベット及びブータンの歴史と宗教研究の世界
的権威である今枝由郎氏（フランス国立科学セン
ター名誉教授・神戸市外国語大学客員教授）によ
る講演会を下記の通り開催します。
（1）日時　 2014 年 7 月 3 日（木曜）

12 時 45 分～ 14 時 15 分
（2）場所　 神戸市外国語大学　三木記念会館
（3）講演者からのメッセージ
インドで紀元前五世紀に生まれた仏教は、中国・韓国を経て、六

世紀の中頃に日本に伝えられました。しかし、その開祖ブッダ「目
覚めた人」の教えは、いわゆる「お経」、すなわち漢文のままであり、
平易な日本語に訳されませんでした。それでも日本人は、仏
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曇の名でブッダに慣れ親しんできました
し、その教えの薫陶を受けてきたことは事実です。しかし、今となっ
てはこうした難解・難読な仏教用語は、日本人から仏教本来の教え
を遠ざけ、隠蔽していると言っても過言ではありません。ブッダは、
平易な日常語で一般民衆に語りかけた人です。その言葉の最古の二
大集成である『ダンマパダ』と『スッタニパータ』に、日常語で触
れることは、必ずや仏教の新しい理解に結びつくものです。

藤原敬介氏講演会「五十音図の謎：
『あいうえお』から『ABC』まで」

John N. King講演会  「The Reformation of the Book : Materiality and the Construction of Meaning」

第15 回　神戸研究学園都市大学交流戦

今枝由郎氏講演会「ブッダのことば：
日常語『ダンマパダ』と『スッタニパータ』」

4 月 19 日、学園祭実行委員会による新入生歓迎イベント「This is 外大 !! ～楽しんでっ
てくだ祭（サイ）～」が本学にて開催されました。

各クラブ・サークルが新入生を歓迎するため、ステージでのパフォーマンスを行ったり、
模擬店で料理をふるまったりと、さまざまな企画を催しました。

在学生・新入生とともに楽しい１日を過ごしました。

春の新歓イベントThis is 外大!! ～楽しんでってくだ祭～
サイ

前々年度の興奮がよみがえる！ 大好評競技“ドッジビー”！
豪華賞品アリ！　参加者募集中！



お 知 ら せ
　授業関係

★前期試験
前期試験期間　7 月 30 日（水曜）～ 8 月 5 日（火曜）
試験日程発表　7 月上旬
前期成績発表　9 月下旬（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、７月１日から９月下旬の
前期成績発表までの期間を除き確認できます。）
　詳細は、7 月上旬に本部棟前掲示板に掲示します。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。

★補講期間
　8 月 6 日（水曜）～ 15 日（金曜）までが補講期間です。
補講実施科目については、7 月中旬に本部棟前掲示板に掲示します。

★ 2014 年度　前期卒業
　2014 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広報班に申し出てください。
前期卒業希望申し出期限：6 月 23 日（月曜）
　前期卒業希望届け出用紙（用紙は教務入試広報班にあります。）
の提出が必要です。
卒業論文提出期限（前期卒業予定者）：7 月 4 日（金曜）21時（厳守）
　指導教員の了承を取り、学生支援・教育グループ教務入試広報
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
　2014 年度後期から 1 年間休学予定の学生、または後期から在学
留学予定の学生で、成績通算措置および単位認定措置を希望する
学生は、申請書類を学生支援・教育グループ教務入試広報班まで
提出してください。（提出にはゼミ担当教員のサインが必要です。）
提出期限：6 月 16 日（月曜）

　授業料減免申請の受付について

　2014 年度後期分（10 月～３月分）授業料について、次のと
おり減免申請を受付ます。
1. 対象者
①生活保護法による生活扶助を受けている学生
②奨学金の給貸与を受けてもなお授業料の支払いに困難をきたし
ている学生。かつ、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、成績による留年者は除く
2. 申請書交付期間：６月 2 日（月曜）～ 20 日（金曜）
3. 申請受付締切日：６月 20 日（金曜）18 時
4. 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。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

　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：７月２日（水曜）　501 教室

（1）13 時～ 14 時（2）16 時～ 17 時
※ 5 月採用者（高校予約採用者）の説明会は、既に 6 月 4 日（水
曜）に開催しました。

　2014年度TOEIC公開テストスケジュール

　行事予定（6月～8月）

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、経営企画グループ
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/
携帯サイト　　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/

日　時 行　事

6 月 21 日～ 7 月 6 日の土曜・日曜 神戸研究学園都市交流戦

6 月 23 日（月曜）～ 27 日（金曜） 授業評価アンケート

6 月 27 日（金曜）～ 29 日（日曜） JUEMUN 2014（Japan University 
English Model United Nations）

6 月 30 日（月曜）～ 7 月 4 日（金曜）授業評価アンケート（予備日）

7 月 2 日（水曜） 日本学生支援機構奨学金返還誓約
書説明会

7 月上旬（予定） 球技大会

7 月 30 日（水曜）～ 8 月 5 日（火曜）前期試験

8 月 6 日（水曜）～ 8 月 15 日（金曜）補講・集中講義

8 月 10 日（日曜）・24 日（日曜） オープンキャンパス

8 月 6 日（水曜）～ 9 月 24 日（水曜）夏季休業

検定名 試験日 生協受付
期間 検定料 取合せ先

TOEIC IP
テスト

（カレッジ
TOEIC）

第2回 7月9日 6月2日～
27日

3,900円

神戸外大生協
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3回 10月22日 9月22日～
10月17日

第4回 12月3日 10月20日～
11月21日

第5回 1月14日 11月25日～
1月9日

TOEIC
公開テスト

第191回 6月22日 4月18日～
5月12日

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
網掛のみ団体受験
制度適用。
神戸外大生協でお
申込み下さい。

第192回 7月27日 5月23日～
6月16日

第193回 9月28日 6月27日～
8月4日

第194回 10月26日 8月25日～
9月15日

第195回 11月23日 9月19～
10月13日

第196回 12月14日 10月17日～
31日

第197回 1月11日 11月7日～
21日

第198回 3月15日 1月5日～
2月2日


