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　各地のストリートピ
アノを弾く様子を動画
配信している小谷さん。
動画投稿を始めたきっかけは、「何か自分の好きなことをやりたい」と思った
からでした。小さい頃からエレクトーンはやっていたものの、ピアノを始めた
のはなんと高校生から！今は、独学で勉強をしています。ストリートピアノの
魅力の１つは、観客も一緒に参加でき、実際にその反応を感じられるというと
ころ。「今は学生として勉学にも集中し、置かれた環境を全うしたい」、
YouTuber としては、「将来的には、ストリートピアノの寄付など、人の役に
立つような活動ができれば」と語ってくれました。

　自身の中学時代に受けた「面白い授業」と高校時代の授業のギャップに違和
感を感じたところに原点を置く、「勉強をもっと楽しく」をコンセプトにした
教育団体 Learnbo 代表、伊藤さん。Learnbo は learn laboratory を短縮し
ており、最近では BRANCH 神戸学園都市で月 2 回、ボードゲームやオリジナ
ルのゲームを使った教育イベントを定期的に開催しています。参加した子ども
たちからは「大学生は頭も良くて、本気でやったら負けた」と悔しがりながら
も学ぶことへの面白さを見出したという感想も。
　「次のイベントも企画しています。リーダーというのは難しいけど、自分た
ちが作り出したお金で活動を大きくしていくことができたらすごく面白いと思
うんです。」と、今後の意気込みも熱く語ってくれました。

　カップルや夫婦のデートにカメラマンが同行
して、写真撮影をするというサービスを提供す
る「株式会社 ラブグラフ」に所属の高木さん。
高校時代に担当した「体育祭写真係」をきっか
けにカメラに夢中に。その後「人を幸せにする
には自分も幸せでないといけない」という、会
社の社長の考えに感銘を受け、会社に応募。
　将来は、得意な英語を活かしてホームページ
などを翻訳し、海外にも「Lovegraph」の存

在を広めたいとのこと
でした。ニックネーム

「あすみん」で指名待っ
てます (^^)

　幼少期から外国語に触れ、国際的な分野に興味を
持ったこと。そして「人の役に立つ」ことに喜びを感
じるという２つの要素が重なって、現在「国際協力」
という分野で手腕を奮っている小野さん。その結果
誕生したのが、外大で大人気！？のハンドクリーム

「hadanesia（ハダニシア）」でした。1年の頃から当
団体の学生支部代表を任され、あまりにも遠いブルキ
ナファソという地域の支援と組織マネジメントの難し
さに迷いが生じたこともありましたが、「ビジネス」と
いう視点から国際協力を見ることで「新たなやりがい
を見出すことができた。これからのことはわからない
が、BYCSという団体にこれからも関わっていきたい」
と意気込む姿が印象的
でした。

広報
サポ
ータ
ー企
画　

広報
サポ
ータ
ー企
画　

オモロいいね　
外大生

　外大は比較的規模が小さい大学。
　顔見知りはたくさんいるけど、その
人がどんなことに取り組んでいるか、
面白いことをしていても、意外と知ら
ないって人も多いはず！？
　そこで今回はそんな宝の原石を紹介
します!

Piano YouTuber

「光輝」「ピ
アノ」

で検索する
と、

すぐ動画が
出て

きます！

成人式や七五三写真等も撮影します！
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What are you going to do 
    on Spring Vacation?

　期末試験という大きな山を越えれば、天国の春休みが
待っています ! 約２カ月間ある春休み。せっかくなら、
海外旅行やインターンなど何か特別なことをしたいです
よね？今回はこの春休みに海外へ行く人、以前に行った
ことがある人を、私たち広報サポーターがご紹介します !

　５歳の時からサッカーをしている山﨑さんは2020年の春に
将来の目標の一つであったサッカーの指導者になるため、スペ
インでの「指導者育成プロジェクト」に参加します。期間は２
月15日～3月29日までの1カ月半でサッカーの本場であるスペ
インで座学や実践を通してコーチングを学ぶ予定。費用はス
クール代、往復の航空券、その他食費などの雑費等含めると合
計約60万円くらいかかる見込みです。
　今回彼はエージェントを通さず、現地の日本人と直接連絡を
取り、情報を入手。また現在日本でも自ら門を叩き、中学生の
クラブで無償でコーチをしています。滞在中にはスペイン語に
慣れると共に新たな環境で様々なことを経験し、これからの人
生計画に生かしていく意気込みです。

サッカー指導者の資格を取るため
スペイン留学予定
山﨑 善揮さん（イスパニア学科 1年）

　もともと海外インターンシップ
とメディアの仕事に興味があった
ため、2018年2月から5月まで、
エージェントを通して見つけた日
本人観光客向けのウェブマガジン
の運営と執筆をするインターン
シップに参加。費用は全部で20
万円強で、有給のインターンで収
入もあり、費用全額自己負担には
ならずに済みました。
　スリランカは欧米人に人気の観
光地で、北海道くらいの大きさに
も関わらず、世界遺産を８個も有

しているのだとか。ちなみに、佐藤さんのお
すすめはヒッカドゥワという綺麗なビーチ！
　現地の主な食事はカレーなので、胃腸薬は
マストで、寒暖差・虫よけ対策として上着も
重宝しました。滞在中にテロが発生したりデ
ング熱に感染したりするなどハプニングもあ
りましたが、それでも「スリランカが大好き
になったので、また長期滞在したい」と目を
輝かせていました。

スリランカでインターンシップに参加
佐藤 詩乃さん（国際関係学科 3年）
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Mexico

around the world

　きっかけは「このまま社会に出るには自分は何も知らなさすぎる」と怖
くなったこと。1年間、ボランティアをしながら世界一周を終えた岸上さ
んは、日本を旅立った日が「何年も前のことのように思える」と、改めて休
学中の日々の濃さを振り返りました。「1年間が濃すぎて、進むのが早す
ぎて、多分気持ちが追いついていないんだと思う」。
　1つの土地に1カ月以上滞在することをマイルールにし、日本も含め計
4つの地でボランティアを行いました。「辛いことの方が圧倒的に多かっ
たけど、行ったことは後悔するどころか本当に行って良かった」と語りま
す。留学でもワーキングホリデーでもなく、世界を巡る「国際ボランティ
ア」という道を選択した岸上さんは、「女子でも海外に一人で旅行できる
時代になっているので、ちょっとでも行きたいという気持ちがあれば直
感に従って行動してほしい」と未来の旅人にエールを送りました。

東周りで世界一周しながら
国際ボランティア
岸上 侑希さん（英米学科 3年）

　最初は留学としてメキシコにいくつもりでしたが、
2018年８月末から2019年の９月まで１年間のインター
ンに参加することに。留学という選択肢
もあった中、インターンに参加した理由
は「留学は日本人同士で集まりやすく、イ
ンターンの場合は、仕事として日々スペ
イン語を使うため、必ずスペイン語を話
す必要があり、スペイン語力が向上する
と思った」とのこと。
　インターンの仕事内容は、会議通訳や
メキシコの会社に来た日本人の通訳、説明書の翻訳や
メールの翻訳など。それらの仕事に取り組んだ結果、
デスクワークスキルや、社会人としてのスキルが身に
つきました。「日本人のメキシコのイメージは治安が悪
いと思いがちですが、治安は悪くないと感じたので実
際に現地に行くのが一番かも⁉」と語ってくれました。

メキシコで
インターンシップに参加
鈴木 莉乃さん（イスパニア学科 3年）

質問コーナー

■スリランカでインターン
　 現地でお金を節約する方法
　➡・カレーを食べる　・ローカルなお店を利用する
　 外国人の友達の作り方
　➡・スリランカではよく話しかけられるが、自分か

らも積極的に話しかけること
　　・イベントに参加する

■国際ボランティアで世界一周
① 言語

 極論を言うと、できなくてもなんとかなる。
 というのは、一番大切なのは、伝えよう、話そう

という気持ちだから。
 こっちが一生懸命伝えようとすると、それが相

手に伝わって親身になって聞いてくれる人が多
いです。

 もちろん、できないことをあげつらう人もいます
が、それでも仲良くなりたいと思える人なのか、
自分の生活上仲良くならないといけない人なの
か、見分けること、割り切ることも大切です。

 とは言っても言語はできるに越したことはない
ので、勉強すること、勇気を持ってたくさん喋っ
てたくさん失敗することも大事！

① 持って行った方が良いもの
 先進国に行くなら、いざとなったら全て現地で買

えます。
 日本にしかなくて、尚且つないと困るもの(持病

の薬など)は持っていくべき。
 ただ、風邪薬とかは現地でも買えます！
 粉末状のポカリスエットは持って行くと便利で

す。風邪、熱はもちろん下痢の時などにも役に立
ちます！ちなみに知らない国で体調を崩すのは、
日本で体調を崩すよりも何倍も辛いです。(精神
的に)

 日本食を振る舞う機会、日本文化について話
す機会があるかもしれません。

 カレールー、粉末状の緑茶、お菓子、折り
紙、筆ペン等あるといいかも？日本食の調味
料は現地のアジアスーパーにあるけど、高す
ぎる！！！

 あとは持ち物ではないですが、日本での生
活、家族、友達の写真、日本文化が伝わりや
すい写真を携帯電話にたくさん持っていると
話のネタがあって良いです！

　 現地でお金を節約する方法
 断る勇気。
　 毎回友達の誘いに乗っていたら交遊費がとんで

もないことになります。(日本でも同じか！笑)
 現地の人は日本人はお金持ちだと思っている

ので、仲良くなった人であっても気をつけて
ください!?(奢らされたりするかも。)

 私はいつも食費と滞在費(ホテルなど)でお金
を浮かせていました。(バックパッカーだった
のであまり参考にならないかも、、、すみま
せん(^-^;)

 ただ食費を節約して食べずにいると体調を崩
してしまうこともよくありました。笑

 常に節約のしすぎもメンタル的にきつくなる
ので、使うところと使わないところのメリハ
リと、計画性を持った使い方が大切だと思い
ます！

　 外国人の友達の作り方
 自分から声をかける。これに限ります。向こ

うからは絶対に来てくれないくらいの覚悟は
持っていた方がいいです。(アジア人は興味を
持たれにくい→シャイだと思われている)

 慣れるまではきついですが、自分からガンガ
ン攻めていきましょう！あとは言語は違えど
相手の性格はよく見ること。無理に合わせる
必要は全くないです。合わない人は国籍関係
なく合わない!人だと思うので、、、!割り切
る気持ちも大切です。
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What are you going to do 
    on Spring Vacation?

　期末試験という大きな山を越えれば、天国の春休みが
待っています ! 約２カ月間ある春休み。せっかくなら、
海外旅行やインターンなど何か特別なことをしたいです
よね？今回はこの春休みに海外へ行く人、以前に行った
ことがある人を、私たち広報サポーターがご紹介します !

　５歳の時からサッカーをしている山﨑さんは2020年の春に
将来の目標の一つであったサッカーの指導者になるため、スペ
インでの「指導者育成プロジェクト」に参加します。期間は２
月15日～3月29日までの1カ月半でサッカーの本場であるスペ
インで座学や実践を通してコーチングを学ぶ予定。費用はス
クール代、往復の航空券、その他食費などの雑費等含めると合
計約60万円くらいかかる見込みです。
　今回彼はエージェントを通さず、現地の日本人と直接連絡を
取り、情報を入手。また現在日本でも自ら門を叩き、中学生の
クラブで無償でコーチをしています。滞在中にはスペイン語に
慣れると共に新たな環境で様々なことを経験し、これからの人
生計画に生かしていく意気込みです。

サッカー指導者の資格を取るため
スペイン留学予定
山﨑 善揮さん（イスパニア学科 1年）

　もともと海外インターンシップ
とメディアの仕事に興味があった
ため、2018年2月から5月まで、
エージェントを通して見つけた日
本人観光客向けのウェブマガジン
の運営と執筆をするインターン
シップに参加。費用は全部で20
万円強で、有給のインターンで収
入もあり、費用全額自己負担には
ならずに済みました。
　スリランカは欧米人に人気の観
光地で、北海道くらいの大きさに
も関わらず、世界遺産を８個も有

しているのだとか。ちなみに、佐藤さんのお
すすめはヒッカドゥワという綺麗なビーチ！
　現地の主な食事はカレーなので、胃腸薬は
マストで、寒暖差・虫よけ対策として上着も
重宝しました。滞在中にテロが発生したりデ
ング熱に感染したりするなどハプニングもあ
りましたが、それでも「スリランカが大好き
になったので、また長期滞在したい」と目を
輝かせていました。

スリランカでインターンシップに参加
佐藤 詩乃さん（国際関係学科 3年）

Spain

Sri Lanka

Mexico

around the world

　きっかけは「このまま社会に出るには自分は何も知らなさすぎる」と怖
くなったこと。1年間、ボランティアをしながら世界一周を終えた岸上さ
んは、日本を旅立った日が「何年も前のことのように思える」と、改めて休
学中の日々の濃さを振り返りました。「1年間が濃すぎて、進むのが早す
ぎて、多分気持ちが追いついていないんだと思う」。
　1つの土地に1カ月以上滞在することをマイルールにし、日本も含め計
4つの地でボランティアを行いました。「辛いことの方が圧倒的に多かっ
たけど、行ったことは後悔するどころか本当に行って良かった」と語りま
す。留学でもワーキングホリデーでもなく、世界を巡る「国際ボランティ
ア」という道を選択した岸上さんは、「女子でも海外に一人で旅行できる
時代になっているので、ちょっとでも行きたいという気持ちがあれば直
感に従って行動してほしい」と未来の旅人にエールを送りました。

東周りで世界一周しながら
国際ボランティア
岸上 侑希さん（英米学科 3年）

　最初は留学としてメキシコにいくつもりでしたが、
2018年８月末から2019年の９月まで１年間のインター
ンに参加することに。留学という選択肢
もあった中、インターンに参加した理由
は「留学は日本人同士で集まりやすく、イ
ンターンの場合は、仕事として日々スペ
イン語を使うため、必ずスペイン語を話
す必要があり、スペイン語力が向上する
と思った」とのこと。
　インターンの仕事内容は、会議通訳や
メキシコの会社に来た日本人の通訳、説明書の翻訳や
メールの翻訳など。それらの仕事に取り組んだ結果、
デスクワークスキルや、社会人としてのスキルが身に
つきました。「日本人のメキシコのイメージは治安が悪
いと思いがちですが、治安は悪くないと感じたので実
際に現地に行くのが一番かも⁉」と語ってくれました。

メキシコで
インターンシップに参加
鈴木 莉乃さん（イスパニア学科 3年）

質問コーナー

■スリランカでインターン
　 現地でお金を節約する方法
　➡・カレーを食べる　・ローカルなお店を利用する
　 外国人の友達の作り方
　➡・スリランカではよく話しかけられるが、自分か

らも積極的に話しかけること
　　・イベントに参加する

■国際ボランティアで世界一周
① 言語

 極論を言うと、できなくてもなんとかなる。
 というのは、一番大切なのは、伝えよう、話そう

という気持ちだから。
 こっちが一生懸命伝えようとすると、それが相

手に伝わって親身になって聞いてくれる人が多
いです。

 もちろん、できないことをあげつらう人もいます
が、それでも仲良くなりたいと思える人なのか、
自分の生活上仲良くならないといけない人なの
か、見分けること、割り切ることも大切です。

 とは言っても言語はできるに越したことはない
ので、勉強すること、勇気を持ってたくさん喋っ
てたくさん失敗することも大事！

① 持って行った方が良いもの
 先進国に行くなら、いざとなったら全て現地で買

えます。
 日本にしかなくて、尚且つないと困るもの(持病

の薬など)は持っていくべき。
 ただ、風邪薬とかは現地でも買えます！
 粉末状のポカリスエットは持って行くと便利で

す。風邪、熱はもちろん下痢の時などにも役に立
ちます！ちなみに知らない国で体調を崩すのは、
日本で体調を崩すよりも何倍も辛いです。(精神
的に)

 日本食を振る舞う機会、日本文化について話
す機会があるかもしれません。

 カレールー、粉末状の緑茶、お菓子、折り
紙、筆ペン等あるといいかも？日本食の調味
料は現地のアジアスーパーにあるけど、高す
ぎる！！！

 あとは持ち物ではないですが、日本での生
活、家族、友達の写真、日本文化が伝わりや
すい写真を携帯電話にたくさん持っていると
話のネタがあって良いです！

　 現地でお金を節約する方法
 断る勇気。
　 毎回友達の誘いに乗っていたら交遊費がとんで

もないことになります。(日本でも同じか！笑)
 現地の人は日本人はお金持ちだと思っている

ので、仲良くなった人であっても気をつけて
ください!?(奢らされたりするかも。)

 私はいつも食費と滞在費(ホテルなど)でお金
を浮かせていました。(バックパッカーだった
のであまり参考にならないかも、、、すみま
せん(^-^;)

 ただ食費を節約して食べずにいると体調を崩
してしまうこともよくありました。笑

 常に節約のしすぎもメンタル的にきつくなる
ので、使うところと使わないところのメリハ
リと、計画性を持った使い方が大切だと思い
ます！

　 外国人の友達の作り方
 自分から声をかける。これに限ります。向こ

うからは絶対に来てくれないくらいの覚悟は
持っていた方がいいです。(アジア人は興味を
持たれにくい→シャイだと思われている)

 慣れるまではきついですが、自分からガンガ
ン攻めていきましょう！あとは言語は違えど
相手の性格はよく見ること。無理に合わせる
必要は全くないです。合わない人は国籍関係
なく合わない!人だと思うので、、、!割り切
る気持ちも大切です。

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

1

2

2

3
3

4

4

1

4もっと知りたい方はコチラへ！！
広報サポーターインスタグラム➡
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留学体験談

選んだ理由

　イタリアのローマにある、ローマ大学サピエンツァに留学した、国際関係学科4年の田中百音さんの報告です。

留学先機関名：ローマ大学サピエンツァ
留 学 期 間：2018 年 9 月～ 2019 年 7 月 （10 カ月間）

　ローマ大学サピエンツァは、ヨーロッパの中でも古く、大きい大学で、さらに英語で授業が開講さ
れている点。そして幅広い授業の選択肢があり、世界各国からの留学生も集まり、自分を試すことが
できる環境がそろっていると考えたからです。また、非英語圏の国にあえて留学することで、他の人
とは少し違った一年間を過ごしてみたかったからです。

良かった点
　ヨーロッパでも最大級の規模の大学なので他の国からの留学生が本当に多
く、幅広い友達ができます。留学生用の交流パーティーも毎日のように開催
されるので、英語でのカジュアルなコミュニケーションをとれる場がたくさ
んあります。スペインからの留学生がかなり多かったので、スペイン人の友
達も作りやすい環境だと思いました。
　他には、なんと言ってもローマなので、遊びに行く場所、美術館、博物館
等々、また他の国や町へのアクセスも抜群で、長期休暇や週末なども楽しく
過ごすことができました。

持って行くと良かったもの

不要だったもの

　薬類。（個人差はあると思いますが）イタリアのものよりも
日本から持って行ったもののほうがよく効いたように感じま
す。他にも辞書などは現地で手に入りづらいので持っていくと
いいと思います。

　インスタント味噌汁等の日本食。日本食はほとんどアジア
ンマーケットで手に入るので心配しなくても良いと思いま
す。特にインスタントの味噌汁は他の日本人もたくさん持っ
ていたりして、思ったより現地で入手できる機会が多かった
です。

後輩へのメッセージ
　やはり、イタリア語の勉強はできるだけしておいたほうがいいです。ローマの人は
みんな気さくで、道やカフェでも普通に話かけられたりするので、イタリア語ができ
ると大学の人間関係だけでなく、一般のローマに住んでいるイタリア人とも仲良くな
ることができます。現地では自分の出身国の話をする機会が多く、日本の政治経済や
流行にいたるまで日本の事を英語で話せるようになっておくと、話が弾むと思います。
　ローマ大学サピエンツァはとても大きな大学で、メンター制度などもないので、自
分から積極的に動かないと友達ができないかもしれません。でも、そういう環境だか
らこそ、仲良くなれた友達やよくしてくださった教授など、１年間で出会った人や縁
を大切にできます。ローマでこんなに長い期間過ごすというのは貴重な経験なので、
悔いのないように過ごしてください。

面白かった授業
　littere e filosophia の「18 ～ 19 世紀のアート」という授業。
授業の中で登場した絵画の実物を旅行の際に実際に見ること
ができたのでかなり面白かったです。また Oriental Studies 
の Korean Visual Art の授業は、イタリア人の教授が芸術作
品について考古学的にアプローチをし、日本・韓国・中国の
歴史をヨーロッパの目線で語ってくれるので、興味深かった
です。試験形式もエッセイなので教授とコミュニケーション
を取りながら学ぶことができて楽しかったです。

ローマ最後の夜に、向こうでできた日本人の友
達とディナーでの 1 枚。

1日目のオリエンテーションの様
子です。
たくさんの留学生がいて、本当
に驚きました。

通っていた近所のジェ
ラート屋さん。
サービスでチョコソー
スをかけてくれるジェ
ラート屋さんで、大学
の帰り道にいつも寄り
道していました。

留学生が参加できるアクティビティに参加した
ときの写真。
友達作りに最適なイベントがたくさんあるの
で、時間があるときは参加していました。

コロッセオ。お昼の時間帯は観光客でいっ
ぱいなので、コロッセオは夜のライトアッ
プされた時間がおすすめ。

夜のメインキャンパス

アート教室 留学生交流イベント　カラオケナイト
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■現在の状況
　アフリカの基礎教育事業を扱う部署に 2 年間配属された後、今年
5 月からは中東・欧州地域のインフ
ラ分野を中心とした円借款事業に携
わっています。開発途上国政府、日
本の外務省、民間企業と日々協議を
重ねながら、案件形成や実施中の事
業監理を行っています。異動して担
当分野・地域ががらりと変わったた
め、仕事を覚えるのに一苦労です。

■社会人になって感じたこと
　「大きな組織では、自分のやりたいことができないのでは」と思っ
ていましたが、問題意識・意志・発信力さえあれば、案外行動に移
せるものだと感じました。前の部署では、周囲の協力を得ながら、
担当事業における世界銀行との連携に挑戦しました。

■大学生活を振り返って
　自己研鑽の一環で、学外の国際会議に参加したり等、論理立てて
自らの意見を発信する機会が多くあったことが、基礎スキルとして
現在役立っていると感じています。

■就職活動時の印象に残った出来事
　①面接に寝坊したこと。本命の企業ではなかったものの、気が緩
んでいることに気が付けた朝でした。笑　②第一希望の JICA から
内定の電話を受けた瞬間。言葉が出ませんでした。

■後輩へのエール
　転職するのも珍しくない時代です。組織に入ることを
目標とせず、「何がやりたいか」「どんなことをして自分
の人生を楽しみたいか」をじっくり考えた上で、その手
段として企業選びに取り組んでほしいです！

■企業・団体の紹介
　JICA は、日本の ODA（政府開発援助）を一元的に担
う包括的な開発援助機関です。円借款、無償資金協力、
技術協力を中心とした様々な支援メニューと 1 兆円を超
える事業予算を活用し、開発途上国が抱える課題解決を
支援しています。具体的には、相手国政府を主体にして
協力しながら、援助戦略の策定から、プロジェクトの形
成・実施監理、プロジェクトの評価まで一貫して取り組
んでいます。

9:30 出勤、就業開始、メールチェック

10:00 外務省との
打ち合わせ

特に円借款は、日本の外交方針にも関
わるため、外務省と日々協議を重ねな
がら進めています。

11:00 書類作成
翌週に控える海外出張に向け、日本側
の方針及び相手国政府との論点を整理
します。

12:00 担当国の
情勢チェック

複数の担当国の政治・経済情勢を国際
ニュース等でチェックします。

12:30 ランチタイム
同期と近所のインド料理屋でランチ。
仕事からプライベートまで弾丸トーク
です。

13:30
調 査 コ ン サ ル
タント
帰国報告会

担当事業の委託先である開発コンサル
タントが帰国。調査の進捗と今後の方
向性について打ち合わせ。

14:30 民間企業との
面談

担当国でのビジネス展開に関心のある
民間企業が来訪。

15:30 メールチェック
省庁、コンサルタント、在外事務所…
と関係者が多いので、少し席を外すと
大量のメールが。

16:00 出張前
対処方針会議

出張先の在外事務所、コンサルタント
と TV 会議。出張時の協議方針・内容
について関係者全員で擦り合わせ。

17:00 勉強会の
打ち合わせ

前部署（人間開発部）で立ち上げた途
上国の教育開発にかかる勉強会。年間
成果報告会に向けて準備を進めます。

18:00 メールチェック、書類整理
19:00 退社

■ある日のスケジュール

8 月 19 日～ 9 月 13 日にかけて本学から 2 人の学生が、香港の city’super でのインター
ンシップに参加しました。参加した 1 人の第 2 部英米学科 4 年の北田勝彦さんに感想を
聞きました。

香港インターンシップに惹かれた点
　英語でビジネスを学べるところ。
参加しようと思ったきっかけ
　もともと小売業に興味があり、他国の状況を自分の目で見た
かったから。
インターンシップを通じて変わったこと
　今まで以上に気持ちや考えを積極的に発信できるようになっ
た。

印象に残っていることは？
　商品管理マーケティングを担当しましたが、良くも悪くも最後のプレゼンがうまくいか
なかったこと。何事にも準備と練習が必要だと改めて実感しました。

これから研修参加を考えているみなさんへ
　実践的なビジネスの知識や英語で発信力を身につけたい方は、思い切って参加してみて
ください！未知の世界、新しい環境に飛び込むことには不安があると思います。
　でも、その不安を自信に変えることができるのはあなたの行動だけです。
　本当の自分、新しい自分、意外な自分、香港ではきっと何かが見つかるでしょう！

OB・OGからの報告
　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 OB・OG の方
に近況を報告していただいています。今回は、国際協力機構（JICA）
でご活躍されている卒業生を紹介します。

氏　　名：勝田　梨聖（かつだ りせ）さん
卒 業 年：2017年3月
学　　科：国際関係
企 業 名： 独立行政法人 

国際協力機構（JICA）
部 署 名：   中東・欧州部
入社年数：3年
仕事内容：  円借款を中心とする案件 

形成及び実施監理

香港の夜景

香港インターンシップ参加報告
北田さん
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英米語劇団
『アルカディア 』
 （『Arcadia』 作:Tom Stoppard）

■監督：加納 沙貴さん(2年)
　今年も語劇祭が無事に終わり、とても安心
しています。英米語劇の皆には迷惑をかけ
通しでしたが、それでも私を支えてくれて、
感謝の気持ちでいっぱいです。他劇団の皆
様、語劇祭実行委員会の皆様も含め、情熱を
持って語劇に携わる全ての人に、力をもらい
ました。最後に、公演にあたりご支援を頂い

た全ての
方 に、心
より感謝
を申し上
げます。

第70回語劇祭報告

最 優 秀 劇 団 賞 イスパニア語劇団
優 秀 劇 団 賞 中国語劇団
最優秀主演役者賞 李 慶雨（イスパニア語劇団・2 年）

同 福田 翔吾（ロシア語劇団・1 年）
優秀主演役者賞 日野 菜南子（英米語劇団 1 年）
最優秀助演役者賞 岡本 純怜（中国語劇団・2 年）

同 黒原 志典（イスパニア語劇団・1 年）
優秀助演役者賞 山下 さくら（英米語劇団・1 年）
最 優 秀 若 葉 賞 仲西 紅葉（中国語劇団・1 年）
優 秀 若 葉 賞 川上 陵哉（第 2 部英米語劇団・1 年）

同 大辻 珠生（ロシア語劇団・1 年）

ベストキャラクター賞 岡本 純怜（中国語劇団・2 年）
同 松崎 花保（英米語劇団・1 年）
同 下野 璃音（第 2 部英米語劇団・2 年）
同 李 慶雨（イスパニア語劇団・2 年）
同 村松 美鶴（ロシア語劇団・2 年）

照 明 賞 英米語劇団
音 響 賞 中国語劇団
舞 台 美 術 賞 イスパニア語劇団
衣 装 メ イ ク 賞 英米語劇団
字 幕 賞 ロシア語劇団

イスパニア語劇団
『 猿ぐつわ 』（『La Mordaza』 作:Alfonso Sastre）

■監督：李 慶雨さん（2年）
　本年度は監督として語劇祭に関わることで、とても良い経験をさせてもらえました。多くの人に
支えられてやりきることができたと思います。本当にありがとうございました。大変なことが多
かった中で、改めて長く続く語劇祭の魅力を感じることができました。来年度も必ず関わりたいと
思います。

中国語劇団　
『生きてゆけ』（『救救她』 作:赵国庆） ■監督：城間 健汰さん(2年)

　第70回という節目の年の語劇祭を無事に終えられて安心しています。今年は1、2年生しか
おらず不安もありましたが、劇団員が協力して頑張る姿勢に助けられやり切ることが出来まし

た。また教授やOB・OGなど様々な人に支えられたと感じた一年でもありました。協力してくださった皆様、見
に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。

　なかなか一筋縄にはいかず、色々な苦労もあ
りましたが、自分だけでなく劇団も最優秀賞を
いただけたので、苦労が報われました。非常に
嬉しいです。ありがとうございました。

　1年で初めて役者をし、わからないことだらけ
で、後悔や不安で、途中、語劇団を辞めようかな
と思ったことも多々ありましたが、このように
賞が獲れたのは周りの支えがあったからだと実
感しています。感謝の気持ちでいっぱいです。

ロシア語劇団
『 ワーニャ伯父さん 』
　（『Дядя Ваня』 
 作:Антон Чехов）

■監督：佐藤 由佳さん(3年)
　無事に語劇祭を終えることができて
本当に良かったです。監督になり、語劇
は様々な方が関わって運営されている
事が分かり、歴史ある語劇祭を繋いでい
く為に自分も頑張らねばという思いで
やってきました。
ロシア語劇のみん
なをはじめ、多く
の人の助けがあっ
て最後まで来るこ
とができました。
本当にありがとう
ございました！！

第2部英米語劇団
『SEXBOT～愛を知る～』
　（『SEXBOT』
 作:David Philippe）

■監督：下野 璃音さん(2年)
　記念すべき70回目の語劇祭でしたが、
どの劇団も今まで以上に大変な思いをし
て練習に臨んでいました。困った時には
他劇団の方がアドバイスをくださった
り、励ましてくださったり、5劇団全体で
語 劇 祭 を 作 れ た
のだと思います。
本 当 に 素 敵 な 人
達 と 語 劇 が 出 来
て幸せです。支え
て く だ さ っ た 沢
山 の 方 々 に 感 謝
申し上げます！

第70回語劇祭受賞結果（敬称略）

最優秀
劇団賞

最優秀主演役者賞 最優秀主演役者賞イスパニア語劇団　李 慶雨さん（2年） ロシア語劇団　福田 翔吾さん（1年）

優 秀
劇団賞
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News & Topics

本学が総務省のプログラムにおいて「プレ異能vation」スクールに認定されました
　総務省の「異能vation」プログラム（※）に
おいて、本学が拠点となり、「異能vationマイ
ンド」を持つ人を発掘するための“きっかけ”
を作る場としての「プレ異能vation」スクー
ルとして認定されました。
　今回、認定されたのは、本学総合文化コー
スの芝勝徳教授が課外講座として実施する、
地域防災等に資する放送をテーマに、ロボッ
トやAIなどといった「ヒト以外のモノ」を受信者として想定した新しい放送番組のモデル構築を目指している点、放送帯域におい
てもこれまでの慣習を突破するような3次元的な編成を考えている点などが評価されたためです。

10月30日（水曜）に東京ミッドタウン
で行われた授賞式と交流イベントには、
本学の国際関係学科3年松本悠久（ハル
カ）さんが代表して参列しました。イベン
トでは、プログラム推進大使で芸人の古
坂大魔王さんが司会を務め、高市早苗総
務大臣やスーパーバイザーとして各界の
著名人なども参列するなど、華やかな雰
囲気となりました。

※ 総務省が平成26年度から取り組む、奇想天外でアンビシャスな技術課題に失敗をおそれずに挑戦する人（通称：へんな人）を支援するプログラム。

UNITYが20周年を迎えました
　神戸市西区・学園都市にある5大学1高専の共同施設「UNITY（ユニティ）」が開設20周年を迎え、11月24日（日曜）に神戸芸術 
工科大学で記念式典が開かれました。作家の玉岡かおるさんによる講演会や、学生や教員による活動報告、記念事業ロゴのデザ
イン表彰式などを行いました。

卒業生の仲谷明洋さんによる講演会「外務専門職の仕事と中国語学習」を開催しました
　11月20日（水曜）、本学第2学舎501教室において、2011年度中国学科卒業生で、在中国日本国
大使館勤務の仲谷明洋さんによる講演会「外務専門職の仕事と中国語学習」を開催しました。仲谷
さんは本学を卒業後、外務省に入省。大使館首席通訳として要人の通訳を務めてきました。通訳
現場でのエピソードや今まで経験した多岐に渡る職務内容についてや在学中のオリジナルの学習
方法などについても話し、最後に、試行錯誤を繰り返し「失敗を恐れないことが成長への近道」で
あること、また、外大を卒業すれば外国語ができて当然とみなされるため、危機感を持って在学中
に語学をマスターしてほしい、と後輩たちにエールを送りました。

魅力発信事業　原爆を記憶する～「文化・メディア・教育」の可能性～講演会開催
　12月12日（木曜）、本学 三木記念会館において、原爆を記憶する～「文化・メディア・教育」の可能性～ 第2回講演会「原爆とメ
ディア」～を開催しました。数々のドキュメンタリー番組を制作し、ギャラクシー賞受賞作品も手掛けるなどした、元NHKエグゼ
クティブプロデューサー山登義明氏を講師に迎え、「メディアは原爆をどう伝えるか？」というタイトルで講演会を行いました。
　本学学生、教職員のみならず、近隣住民も集まり、熱心に耳を傾けていました。

授賞式に参加する松本さん

講演後の座談会の様子

8



神戸市外大だより  No.206, 2019 12 -2020 01 月号 神戸市外大だより  No.206, 2019 12 -2020 01 月号

模擬国連世界大会（NMUN）ドイツ大会に学生13人が参加
　11月24日（日曜）から12月1日（日曜）まで、模擬国連世界大会の秋季大
会がドイツ・エアフルト市で開催され、本学の山根菖香さん（国際関係学科
4年）、椛山美生さん（国際関係学科3年・リーダー）、中谷大吾さん（英米学
科3年）、青野咲蘭さん、加藤優菜さん、ロー・シェンニーさん、中出結さん、
中川里奈さん、笹島唯さん（国際関係学科2年）、萩健夫さん、ヒキタ・キー
シャ・ロレーヌ・サントーヨさん、松尾宝輝さん、
辻岡千明さん（国際関係学科1年）の13人が、イタ
リア代表及びポーランド代表として安全保障理事
会・国際原子力委員会・国連総会・人権理事会の4
つの会議に参加しました。
　今回の大会では、7カ国、40大学・機関から370

人以上が参加し、各国の外交団に分かれ、期間中、英語で国際問題の解決に向けて討議しました。会議
は国連の議決プロセス同様に、議題に関する主張作り、各国のスピーチ、ワーキンググループによる意
見の調整や折衝、決議案の提出と文言の修正要求、決議の採択、というプロセスを経て行われました。
　ポーランド代表チームは、参加した外交団のうち上位5%程度のチームに与えられる「最優秀外交団
賞（Outstanding Delegations Award）」を受賞しました。また、イタリア代表チームは、会議への積極
的な参加が認められ、外交団奨励賞（Honorable Mention Delegations）を受賞しました。

第9回全国大学生マーケティング・コンテスト決勝大会
　12月15日（日曜）、企業等のマーケティングプランを英語で発表し競い合う「全国
大学生マーケティング・コンテスト（MCJ）」の第９回決勝大会が、本学大ホールで行
われました。
　今回は「新たな書（描）く文化の創造～Kobe INK物語のマーケティング～」という
テーマに対して、10大学18チームが予選に応募し、決勝大会には本学・亜細亜大・関
西大・公立鳥取環境大・法政大の5大学8チームが出場し、リサーチやプランニングに
基づき熱のこもったプレゼンテーションを行いました。優勝は法政大学の「Sotobori 
Green」、2位は鳥取環境大学の「Team Kakiko!」、本学からはチーム「Fruits Basket」
が3位に入賞しました。

荻野スカラシップ授賞式
　12月15日（日曜）、荻野スカラシップの第7期生

（2020年派遣2019秋選考）の授賞式が行われまし
た。今回は、英米学科4年の井上稚菜さん、ロシア学
科2年の山本悠介さんの2人が選ばれました。この奨
学金は、卒業生でフェニックスグループホールディ
ングス会長の荻野正明氏のご篤志により2014年度
に創設され、チャレンジ精神旺盛な大学院生・学部生
の海外留学の支援を目的としています。
　授賞式では、井上さんと山本さんが研究テーマと
抱負を述べ、また帰国した第5期生が留学成果を報告
しました。荻野氏からは、昨今の世界の政治情勢は各国の歴史的背景に起因しているというお話や、一口に外国と言ってもそれ
ぞれに特色があり、居住してみないとわからない困難があることなどについて、豊富な海外滞在経験に基づくお話と熱いエール
をいただきました。

外大の出場チーム「Meets Beats」のプレゼンの様子

表彰式後の記念写真

左から荻野氏、山本さん、井上さん、指学長 帰国した 5 期生

３位に輝いた外大チーム 「Fruits Basket」
左から北田 勝彦さん、大田 汐莉さん、中谷 渓さん

（全員第 2 部英米学科 4 年）

ド イ ツ 大 会 リ ー ダ ー で あ り、
2020NMUN 神戸大会事務総長
の椛山美生さんからのスピーチ

授賞式後のチーム写真
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第37回全日本中国語スピーチコンテスト兵庫県大会
　10月19日（土曜）、第37回全日本中国語スピーチコンテスト兵庫県大会で、中国学科3年鐘築拓也さんが弁論部門で優勝、同１
年松本幸太郎さんが朗読部門で優勝、同1年數馬未夕さんが2位を受賞しました。

秋KESSA杯（英語スピーチコンテスト）
　11月10日（日曜）、秋KESSA杯で、英米学科１年石井優里さんが準優勝しました。

関西学生ホッケー秋季リーグ
　9月14日（土曜）～11月16日（土曜）の関西学生ホッケー秋季リーグ戦で英米学科4年吉原正彬さんが敢闘賞を受賞しました。

第9回城西大学英語スピーチコンテスト
　11月16日（土曜）、第9回城西大学英語スピーチコンテストで、第2部英米学科4年岡部みゆきさんが3位（城西大学語学教育セ
ンター所長賞）を受賞しました。

第28回関西ロシア語コンクール
　11月17日（日曜）、第28回関西ロシア語コンクールで、ロシア学科4年乾智絵さんが上級部門1位、同4年安倍徹さんが2位、同
4年大槻香緒里さんが3位、同4年古屋水輝さんが特別賞、同3年奥村紗貴さんが中級部門で3位、同1年石井心さんが初級部門で2
位、同1年久保将人さんが3位を受賞しました。

課外活動報告

地域で活躍！外大生ボランティア地域で活躍！外大生ボランティア

　11月10日（日曜）、ゴミ拾いを通じて環境問題について考えたり、地域住民と本学学生や職員が顔の見える関係を築
けるようにと地域と共催で始めた「学園まちピカ大作戦」も4回目になりました。当日は子どもからお年寄りまで175人
の参加者に加え、学生ボランティアも23人が参加しました。

子どもも大人も学生も！楽しくお掃除、われらがまちをピカピカに

スポーツ大会を支える―通訳ボランティアとして

　10月13日（日曜）、大阪府堺市で行われた第23回世界相撲選手権大会に、本学
学生8人が通訳ボランティアとして参加しました。

①第 23回世界相撲選手権大会

　11月17日（日曜）、2万人ものランナーが神戸
の街を駆け抜けた神戸マラソンで本学学生11人
がスタート地点のアナウンスや救護所での通訳
をおこない、外国人ランナーにも安心してマラ
ソンを楽しんでいただけるよう大会の運営に協
力しました。

②神戸マラソン
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　各地のストリートピ
アノを弾く様子を動画
配信している小谷さん。
動画投稿を始めたきっかけは、「何か自分の好きなことをやりたい」と思った
からでした。小さい頃からエレクトーンはやっていたものの、ピアノを始めた
のはなんと高校生から！今は、独学で勉強をしています。ストリートピアノの
魅力の１つは、観客も一緒に参加でき、実際にその反応を感じられるというと
ころ。「今は学生として勉学にも集中し、置かれた環境を全うしたい」、
YouTuber としては、「将来的には、ストリートピアノの寄付など、人の役に
立つような活動ができれば」と語ってくれました。

　自身の中学時代に受けた「面白い授業」と高校時代の授業のギャップに違和
感を感じたところに原点を置く、「勉強をもっと楽しく」をコンセプトにした
教育団体 Learnbo 代表、伊藤さん。Learnbo は learn laboratory を短縮し
ており、最近では BRANCH 神戸学園都市で月 2 回、ボードゲームやオリジナ
ルのゲームを使った教育イベントを定期的に開催しています。参加した子ども
たちからは「大学生は頭も良くて、本気でやったら負けた」と悔しがりながら
も学ぶことへの面白さを見出したという感想も。
　「次のイベントも企画しています。リーダーというのは難しいけど、自分た
ちが作り出したお金で活動を大きくしていくことができたらすごく面白いと思
うんです。」と、今後の意気込みも熱く語ってくれました。

　カップルや夫婦のデートにカメラマンが同行
して、写真撮影をするというサービスを提供す
る「株式会社 ラブグラフ」に所属の高木さん。
高校時代に担当した「体育祭写真係」をきっか
けにカメラに夢中に。その後「人を幸せにする
には自分も幸せでないといけない」という、会
社の社長の考えに感銘を受け、会社に応募。
　将来は、得意な英語を活かしてホームページ
などを翻訳し、海外にも「Lovegraph」の存

在を広めたいとのこと
でした。ニックネーム

「あすみん」で指名待っ
てます (^^)

　幼少期から外国語に触れ、国際的な分野に興味を
持ったこと。そして「人の役に立つ」ことに喜びを感
じるという２つの要素が重なって、現在「国際協力」
という分野で手腕を奮っている小野さん。その結果
誕生したのが、外大で大人気！？のハンドクリーム

「hadanesia（ハダニシア）」でした。1年の頃から当
団体の学生支部代表を任され、あまりにも遠いブルキ
ナファソという地域の支援と組織マネジメントの難し
さに迷いが生じたこともありましたが、「ビジネス」と
いう視点から国際協力を見ることで「新たなやりがい
を見出すことができた。これからのことはわからない
が、BYCSという団体にこれからも関わっていきたい」
と意気込む姿が印象的
でした。

広報
サポ
ータ
ー企
画　

広報
サポ
ータ
ー企
画　

オモロいいね　
外大生

　外大は比較的規模が小さい大学。
　顔見知りはたくさんいるけど、その
人がどんなことに取り組んでいるか、
面白いことをしていても、意外と知ら
ないって人も多いはず！？
　そこで今回はそんな宝の原石を紹介
します!

Piano YouTuber

「光輝」「ピ
アノ」

で検索する
と、

すぐ動画が
出て

きます！

成人式や七五三写真等も撮影します！

神戸セ
レクシ

ョン

2020
に選ば

れ

ました
！

英米学科1年
高木明日実さん

Future CodeBYCS

Love grapher
第 2 部英米学科 2 年
小谷光輝さん

国際関係学科 3 年
小野智博さん

Learnbo

イスパニア学科 3 年
伊藤鴻志郎さん

新しい

教育の
カタチ

を

作りた
い！

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）794-8121（代表）
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/

第11回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト2019
　11月23日（日曜）、第11回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト2019で、中国学科4年高島望さんが創作部門で最優秀賞、
同4年西尾芽衣さんが優秀賞、同4年北村美月さんが審査員特別賞を受賞しました。

杉山洋子賞受賞
　「日本ヴァージニア・ウルフ研究　第36号」に掲載された博士課程3年中土井智さんの論文が杉山洋子賞を受賞しました。

Panda杯全日本青年作文コンクール2019
　Panda杯全日本青年作文コンクール2019で中国学科４年北村美月さんが入選しました。

JASSO優秀学生顕彰　
　JASSO優秀学生顕彰で第2部英米学科4年植村桃子さんが国際交流の部で優秀賞を受賞しました。

後期試験について
　1月27日（月曜）～2月7日（金曜）に後期試験を行います。 

（2月10日（月曜）は試験予備日）
　詳細は、GAIDAI PASS及び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。

センター試験準備及び試験当日に伴う休講について
　2020年1月17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17日（金曜）・18日（土曜）・19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。

■本学教員の出版物紹介
種別 著者 署名 出版年月 出版社

単著 指 昭博 
学長

キリスト教と死：最後の審
判から無名戦士の墓まで

2019年
9月

中央公論
新社

共著
松永 京子
英米学科
准教授

トランスパシフィック・
エコクリティシズム：物
語る海、響き合う言葉

2019年
9月 彩流社

編著
吉川 朗子
英米学科
教授

トランスアトランティッ
ク・エコロジー：
ロマン主義を語り直す

2019年
10月 彩流社

■行事予定（2020 年 1 月～ 3 月） 
2020年1月

1月8日（水曜）
～15日（水曜） 博士課程・修士課程（第2次募集）出願期間

1月9日（木曜） TOEFL iBT&IELTS学習相談
1月10日（金曜） 卒業論文（学部・第2部）提出締切
1月10日（金曜） 修士論文（課題研究）提出締切
1月15日（水曜）

・16日（木曜） 補講

1月17日（金曜） 大学入試センター試験準備のための休講
 （学内立入禁止）

1月18日（土曜）
・19日（日曜） 大学入試センター試験 （学内立入禁止）

1月20日（月曜） 博士課程年次報告論文提出締切
1月27日（月曜）

～2月7日（金曜） 後期試験

2020年2月
2月10日（月曜） 試験予備日
2月11日（火曜） 春季休業　開始
2月12日（水曜）

～18日（火曜）17時 転部試験出願期間

2月14日（金曜） 英語語学試験受験料補助金申請期限
（先着順）

2月15日（土曜） 博士課程・修士課程第2次募集入学試験
（学内立入禁止）

2月21日（金曜） 博士課程・修士課程第2次合格発表

2月23日（日曜） 英語教育学専攻第2次募集入学試験
（学内立入禁止）

2月25日（火曜） 一般入試（前期日程）　入学試験
（学内立入禁止）

2月27日（木曜） 外国人研究生第2次募集入学試験
（学内立入禁止）

2020年3月
3月5日（木曜） 成績発表、卒業・進級者発表（10時）　
3月5日（木曜）

・6日（金曜）
・9日（月曜）

成績問い合わせ

3月6日（金曜） 一般入試（前期日程）　合格発表

3月6日（金曜） 英語教育学専攻第2次・外国人研究生第2次 
合格発表

3月10日（火曜） 転部試験（学内立入禁止）　※図書館除く

3月12日（木曜） 一般入試（後期日程）　入学試験
（学内立入禁止）

3月20日（金曜・祝日） 一般入試（後期日程）・転部試験　合格発表
3月25日（水曜） 卒業式・学位記授与式

（注） 科目等履修の募集要項発表は2月を予定しています。日程については、
募集要項をご確認ください。

① OB・OG の名前：

②学科・卒業年（わかれば）：

③卒業生の連絡先（わかれば）：

④推しポイント：

⑤推薦したご本人の名前・学科・学年：

わたしの推しメン

企画広報班では、現在、本学の卒業生の情報を集めています。みなさんの知っている
「スゴイ！面白い！」OB・OGがいらっしゃいましたら、ぜひ企画広報班までお知らせ
ください（koho-core@kobe-cufs.ac.jpにメールもしくは、こちらに
記入のうえ、本部棟に持参）。


