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2-8 課外活動状況 

■学生の優れた課外活動・・・クラブなどの対外試合や学生が個人的に参加した行事等で上位に入賞し、

主催者より表彰された課外活動（2018 年度） 

 

外国語コンテスト等 

高円宮妃殿下英語論文コンテスト 2017 

高円宮妃殿下英語論文コンテスト 2017の授賞式が 4月に行われ、第 2部英米学科 4年の野村ニイナさ

んが 2等賞を受賞しました。 

ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会 

6月 10日(日曜)、ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会が行われ、第 2部英米学科 4年の中山真珠

さんが 2等賞を受賞しました。 

第 12 回学生通訳コンテスト 

11月 24日（土曜）、全国外大連合連携事業として、名古屋外国語大学で第 12回学生通訳コンテストが

行われ、英米学科 3年の井上稚菜さんが 3位に入賞しました。 

第 7回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト 

12月 1日（土曜）第 7回全国学生英語プレゼンテーションコンテストが行われ、国際関係学科 3年の友

成咲良さん、津田理沙さん、土屋陽さんのグループと野村ニイナさん、小林光梨さんのグループが TOP50

賞に入賞しました。 

第 32 回全日本学生中国語弁論大会 

11月 24日（土曜）、京都外国語大学で、第 32回全日本学生中国語弁論大会が開催され、中国学科 2年

の加藤明日香さんが京都外国語大学総長賞（第 1位）を受賞しました。 

関西ロシア語コンテスト 

11月 25日（日曜）、第 27回関西ロシア語コンクールが開催され、上級部門においてロシア学科 4年の

佐藤美沙さんが第 1位、垣田修武さんが第 2位、四谷泉紀さんが第 3位、喜多美咲さんがロシア総領事館

賞、石川雪乃さんが特別賞を受賞。中級部門においてロシア学科 2年の与那覇漠乃さんが第 1位、赤松樹

さんが第 2位、奥村紗貴さんが特別賞を受賞、ロシア学科 3年の高橋佑果さんが特別賞を受賞しました。 

香港杯全日本大学学生大使英語プログラム 2018-2019 

1 月 19 日（土曜）、東京の KDDI ホールで、香港杯全日本大学学生大使英語プログラム 2018-2019 が開

催され、第 2部英米学科 4年の野村ニイナさんが 2位に入賞しました。 

デモクラシー・ナウ！学生字幕翻訳コンテスト 

大学院英語学専攻修士 2 年の東美優さんが、課題 4「悪化する温暖化シナリオ」の字幕翻訳で最優秀賞

を受賞しました。 
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模擬国連関係 

模擬国連世界大会 

11月 18日（日曜）～24日（土曜）、中国西安で模擬国連世界大会が行われ、国際関係学科 3年の椛山

美生さん、国際関係学科 1年のテリヨン・クリスティーヌ馨子さんが、安全保障理事会で Outstanding 

Position Paper（上位 10％に与えられる賞）を受賞しました。 

スポーツ関係 

第 1回世界大学武術選手権大会 

8月 2日（木曜）～8月 5日（日曜）、中国・マカオで行われた第 1回世界大学武術選手権大会に、中国

学科 1年の貴田菜ノ花さんが日本代表として長拳の部に出場し、4位に入賞しました。 

 

平成 30年度関西学生バスケットボールリーグ戦得点王 

8月 25日（土曜）～10月 8日（月曜）にかけての平成 30年度関西学生バスケットボールリーグ戦が行

われ、英米学科 3年の継山仁さんが 5部リーグの得点王になりました。 

 

ラグビー部が関西大学ラグビーC リーグに昇格 

ラグビー部が、関西大学ラグビーDリーグにおいて、16チーム中 4位の成績をおさめ、Cリーグへの昇

格が決定しました。 

その他 

米国務省主催 SUSIプログラム 

6 月～8 月にかけて実施される米国務省主催の SUSI プログラムの参加者に、第 2 部英米学科 4 年の野

村ニイナさんが選ばれました。 

 

アジア・アフリカ研究の視野における日本学国際シンポジウム 

11 月 11 日（日曜）、中国上海でアジア・アフリカ研究の視野における日本学国際シンポジウムが行われ、

博士課程 2 年の張岩さんが 2 等に入賞しました。 

 

The International Volunteer Forum（国際ボランティアフォーラム） 

12 月 2 日（土曜）～12 月 5 日（水曜）、ロシア・モスクワで The International Volunteer Forum（国

際ボランティアフォーラム）が開催され、ロシア学科 3 年の尾迫志央理さんが、最優秀外国人 10 人のう

ちの 1 人に選ばれました。 

第 14 期親善大使スマイル神戸 

英米学科 2 年の牛尾未来さんが、神戸市の親善大使である「スマイル神戸」に選ばれ、10 月 3 日（水

曜日）から神戸市の観光宣伝事業、親善交流事業等で活躍しています。 
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■語劇祭・・・本学の誇る学生イベントのひとつで、各学科の５つの劇団が各々の専攻語を用いた劇を

上演する伝統行事。演目はコメディ、サスペンス、悲劇と多岐にわたり、開催にあたっては、教員も

台本の選定や発音の指導等に協力し、外大の語学教育の一翼を担っている側面がある。 

 

日時（2018年度） 

2018 年 12 月 15 日（土曜） 10 時 30 分～19 時 30 分 

2018 年 12 月 16 日（日曜） 10 時 30 分～16 時 30 分 

 

場所 

神戸アートビレッジセンター（神戸市兵庫区新開地 5 丁目 3 番 14 号） 

 

プログラム 

中国語劇団  『你好，打劫!』（邦題：強盗だ！） 

とある火曜日の午後、閉店間際の銀行が強盗に襲われる。犯人は失業者のサニーとベン。しかし間もな

く警察に包囲されてしまい、やむを得ず銀行員を人質に立てこもる。早く帰りたい･･････銀行員たちか

ら不満が噴出する中、窮地に陥ったサニーが思いついたのはとんでもない作戦だった。 

2 人は何故強盗になったのか？銀行員たちはいつになったら帰れるのか？ 

彼らの長い 1 日が始まる･･･ 

 

英米語劇団  『Black Coffee -Miss Poirot Version- 』（邦題 ：ブラックコーヒー） 

高名な科学者クロード卿の邸宅で事件は起きた。貴重な方程式が書斎の金庫から盗まれたのだ。 

犯人はこの部屋にいる...。クロード卿は容疑者達を集め、暗闇の中で方程式を返却するよう提案する。

部屋は疑心暗鬼に包まれ、ついに灯りが落ちた。暗闇の中に鳴り響く奇妙な音。部屋に灯りが戻るとそ

こには...？ 

アガサ・クリスティの名作ポアロシリーズを飛び出した、英米語劇の新しいミステリーをご覧あれ！ 

 

第 2部英米語劇団  『Every Christmas Story Ever Told (And Then Some!)』 

 （邦題：あぁ、クリスマス！） 

ジョー、ジェーン、リンジーは、毎年クリスマスの恒例行事のために舞台に立つ。チャールズ・ディケ

ンズの『クリスマス・キャロル』を上演するのである。しかし、お客さんの入りも上々、まさに舞台が

始まる、その瞬間。毎年同じ作品であることに嫌気がさしたと言い出して、今回は全く別のパフォーマ

ンスをしてみようという話になる。3 人は、古典的クリスマス・ストーリーに負けない舞台を即興で作

れるのか？それは見てのお楽しみ．．． 

 

イスパニア語劇団  『 Mancha que limpia 』（邦題：拭われた汚辱） 

親を亡くし、同じ家に引き取られた 2人の女性マチルデとエンリケタ。 

彼女たちは、その家の息子フェルナンドをめぐり対峙する。 

そしてある日、1つの噂が事態を急変させる！ 

愛に翻弄される人間関係。人の心に潜む善と悪。 

汚(けが)された過去、名誉、魂すべてを清めるものは一体... 
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ロシア語劇団  『 Дневник Анны Франк 』（邦題：アンネの日記） 

世界中で愛され続けている『アンネの日記』の戯曲版。 

ときは第二次世界大戦。ドイツによる「ユダヤ人狩り」から逃れるため隠れ家に潜んだ 8 人のユダヤ人。

そのうちの 1 人アンネ・フランクはキティと名付けた日記帳に隠れ家での生活を綴っていく。厳しい生

活のなかでも希望を失わず、家族と同居人との衝突や恋を経験しながら成長していくアンネ。彼女の目

に映っていた世界とは。キティが語る永遠の青春の記録。 

 

   

 

 

 

 

 

受賞結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最優秀劇団賞 ロシア語劇団 

最優秀主演役者賞 新田 実（ロシア語劇団・3年） 

最優秀助演役者賞 杉谷 七菜子（イスパニア語劇団・1年） 

優秀劇団賞 イスパニア語劇団 

優秀主演役者賞 次郎萬 涼夏（イスパニア語劇団・2 年） 

優秀助演役者賞 藤田 渉（イスパニア語劇団・4 年） 

審査員特別助演役者賞 仲山 風花（ロシア語劇団・3 年） 

若葉賞 
三瀬 惇平（イスパニア語劇団・1 年） 

下野 璃音（第 2 部英米語劇団・1 年） 

ベストキャラクター賞 

高田 恵美（英米語劇団・2 年） 

新田 実（ロシア語劇団・3 年） 

岡本 純怜（中国語劇団・1 年） 

李 慶雨（イスパニア語劇団・1 年） 

安藤 愛梨（第 2 部英米語劇団・2 年） 

音響賞 イスパニア語劇団 

照明賞 ロシア語劇団 

字幕賞 ロシア語劇団 

舞台美術賞 英米語劇団 

衣装メイク賞  中国語劇団 
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