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こんにちは！語劇祭実行委員です。外大の伝統行事である語劇祭は、今年で５９回目の公演を迎えることとなりました。

語劇祭では、各学科の有志によって編成された劇団が、各々の専攻語を用いて約 2 時間の劇を公演します。今年は 12 月

20 日（土）、21 日（日）に開催します。１日目は英米語劇→ロシア語劇→２部英米語劇、２日目はイスパニア(スペイン)

語劇→中国語劇の順に公演します。会場は、地下鉄湊川公園駅より神戸駅方面に徒歩１０分の神戸アートビレッジセンター

です。各劇団の上演時間(予定、変更の可能性あり)と簡単なあらすじをご紹介しますので、是非お越しください。 

  １１２２月月２２００日日（（土土））１１１１：：３３００～～１１９９：：３３００      ２２１１日日（（日日））１１１１：：３３００～～１１９９：：３３００  

 

１２月２０日（土） 

 

11：30～13：30  

英米語劇『THE GINGERBREAD LADY』 

●あらすじ：アルコール依存治療所をめでたく退院してきた元歌手

のエヴィ。愛娘ポリ―との生活を再開させるものの、うまくいかな

いことだらけ。やりきれなくなったエヴィは、ついに禁断のアルコ

ールに手を出してしまい・・・。 

14：30～16：30  

ロシア語劇『結婚-２幕のまったくありそうにもない出

来事-』 

●あらすじ：結婚適齢期を迎えた一人の独身男、ある日、花嫁候補

を探すのを依頼した結婚仲介人が、とっておきの娘を紹介しにやっ

てくる。そしてそこに居合わせた彼の友人が彼とその娘を結婚させ

ようと奔走するが、はたして・・・。 

17：30～19：30  

２部英米語劇『THE WWBF』 
●あらすじ：女優を目指すアリー。モデルに憧れるジョー。超能力

者になりたいカルマ。作家を夢見るグレース。映画監督を志すジョ

シュ。この 5 人で結成した「WWBF」。あるとき、リーダーのアリ

ーが「WWBF」をやめると言い出して・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２１日（日） 

 

11：30～13：30  

イスパニア語劇『ある階段の物語-Historia de Una 

Escalera-』 

●あらすじ：とある一軒の古びたアパート。そこに住む４つの家族。

階段の踊り場では日々、彼らのドタバタな日常が繰り広げられてい

る。どうやら今日もまた新たな騒動が起こりそうだ・・・。 

14：30～16：30  

中国語劇『非常信号』 

●あらすじ：主人公・クロは切実に金を必要とする余り、貨物列車

の強盗計画に参加しようとしていた。その列車には、クロの親友で

あるペットが車掌見習いとして乗っていた。さらに途中で、クロの

恋人ミツバチを乗せる。しかもミツバチはペットの想い人。錯綜す

る思いを乗せた列車は、強盗計画の実行地点へ、着々と近付いてい

く・・・。 

18：00～ 

閉会式(授賞式含む) 

コース説明会開催について 

◆来年度 2 年生に進級予定の方のコース説明会を 

実施します。 

 

■語学文学コース、法経商コース、総合文化コース 

対 象：学部英米、ロシア、中国、イスパニア学科の学生 

日 時：12 月 3 日（水） 12：45～１４：００（予定） 

場 所：５０４教室 

 

■第 2 部 語学文学コース、法経商コース 

対 象：第 2 部英米学科の学生 

日 時：12 月 3 日（水） 1７：２０～１７：４５（予定） 

場 所：５０３教室 

 

■国際コミュニケーションコース 

対 象：学部英米、ロシア、中国、イスパニア学科、 

     国際関係学科の学生 

日 時：11 月 19 日（水） 12：45～１３：３０（予定） 

場 所：５０３教室 
昨年度語劇祭・英米語劇団「The Odd Couple 

-female version-おかしな二人-女性版」より 



戸市兵庫区新開地５－３４

 

学生支援・教育グループより 
 

★日本学生支援機構奨学金返還説明会について 

 

１．日時 

１１月１９日（水）１３：００～（５０２教室） 

２６日（水）１６：３０～（５０２教室） 

２．対象 

  日本学生支援機構奨学生で２００９年 3 月に貸与終了となる

学生。（主に４年生） 

  なお、当日やむをえず出席できない学生は、12 月５日（金）

までに学生支援班まで「返還誓約書」と「返還のてびき」を必

ず取りに来てください。 

３．返還誓約書提出締切日 

  １２月１９日（金） 

 

★補講・集中講義及び後期試験日程について 
 

補講・集中講義及び後期試験日程をお知らせします。 

補講期間については担当教員から届出があれば本部棟前の掲示

板に掲示しますので注意してください。 

 

月  日 予  定 

１２月１６日（火） 

～１９日（金） 
補講期間 

１２月１６日（火） 

～２６日（金） 
集中講義 

１２月２２日（月） 授業の振替（月曜の授業） 

１２月２７日（土） 

～２００９年１月４日（日） 
冬季休業 

１月１６日（金） センター試験のため全学休講

１月２７日（火） 月曜日の補講 

１月２８日（水） 

～２月３日（火） 
後期試験 

 

図書館より 
 

★ 冬季特別貸出の実施について 

 

次のとおり冬季休業前に長期貸出を行います。 

長期貸出期間：１２月８日（月）～１２月２6 日（金） 

返  却  日：２００９年 1 月１４日（水） 

貸 出 冊 数 ：１・２年生、科目等履修生、および卒業生は上限

が通常の５冊から７冊になります。 

※院生は１２月１７日（水）以降の返却日は４週間後になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアサポートセンターより 
 

★就職活動を支援するセミナー等の主なスケジュール 

 

月 日 セミナー・ガイダンス 
対象 

学年 

11 月 4 日（火） 国立国会図書館採用説明会 全学年

11 月 5 日（水） エントリーシート作成セミナー ３年生

11 月 5 日（水） エアラインセミナー 全学年

11 月 5 日（水） キャリアデザイン講座５・６回目 ２年生

11 月 12 日（水） ビジネスマナー講座 ３年生

11 月 12 日（水） キャリアデザイン講座７回目 ２年生

11 月 19 日（水） 国際機関職員ガイダンス 全学年

11 月 26 日（水） 就職ガイダンス４回目 

内定者体験報告会３回目 
３年生

※日程・内容について変更することもありますので、直前の掲示に注意し

てください。 

【問合せ先】 キャリアサポートセンター  

       ℡ 078-794-845１ 

 

検 定 

 
★２００８年度カレッジ TOEIC  

 

第４回 

試 験 日：１２月１７日（水） １５：００～１７：３０ 

申込期間：１１月 ４日（火）～１１月２８日（金） 

受 験 料：３,８００円 

 

★TOEIC 公開テスト 

 

第 14４回 

試 験 日：２００９年１月１１日（日） 

申込期間：１１月 １日（土）～１１月２８日（金） 

受 験 料：６,４４０円（一般６,６１５円） 

※一般申込日程より締切りが５日ほど早いです。 

 

※いすれも、外大生協書籍カウンターでお申込みください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

北京語言大学・カールトン大学と交流協定を締結 

 
国際交流に関し、この9月に、本学は２つの交流協定を締結しました。 

北京語言大学（中国）は、外国人に対する中国語教育・中国文化教育の分野では定評のある大学で、このたび本学と教員の相互交流

について協定を結びました。来年度以降、北京語言大学の先生が交換教員として来日し、本学で中国語学などの授業を担当していく予

定です。また、本学学生を留学生として派遣していくことも、協定の内容となっています。 

カールトン大学（カナダ）との間では、国際的な協力関係を築いていくことを確認しました。カナダの大学との交流協定は、本学で

は初めてになります。カールトン大学は、カナダの首都オタワにある総合大学で、国際問題、ジャーナリズム、英米文学など、幅広い

分野でのプログラム行っている大学です。また、日本語を副専攻として履修している学生が多いのも特徴です。本学では、カールトン

大学に在籍する１名の留学生を今年度後期から受け入れています。 

「留学生や教員・研究者の受入れと派遣などにより、教育・研究における国際交流を推進していく。」という中期目標を達成していく

ために、国際交流センターでは、今後もいろいろな形で国際交流の促進に力を入れていく予定です。 
 
｢ＯＢリレー講座『私の仕事』」開催(11 月 23 日) 

～ユニティ 10 周年記念事業～ 

 

“ユニティ加盟大学卒業生が「私の仕事」を語る” 

 

神戸研究学園都市大学交流推進協議会に加盟する大学・高専の

ＯＢ・ＯＧ６名の卒業生がユニティに集結。学園都市発「私の仕

事」をテーマに、大学で培われた「私の仕事」への思いを講演し

ます。 

第一線でご活躍中の OB・OG の方々によるお話を聞いて、こ

れからの進路選択の参考にしてはいかがでしょうか。 

１．開催日時：１１月２３日（日）１３時～１６時 

２．開催場所：ユニティセミナー室（定員 200 名） 

３．問合せ先：ユニティ（電話で先着順（参加費無料）） 

℡ ０７８－７９４－４９７０ 

◆スケジュール◆ お好きな講座からお選びいただけます。 

時間 第１会場 第２会場 

第 1 部 

（13 時～ 

13 時 50

分） 

神戸市外国語大学ＯＢ 

◆神戸新聞社  

論説委員長 

 増野俊則氏 

「ニュースの現場から」 

神戸市立工業高等専門学校

ＯＧ ◆シスメックス 

診断システム開発本部  

田村晃子氏 

「専門性を活かした医療装

置の開発」 

第 2 部 

（14 時～

14 時 50

分） 

流通科学大学ＯＢ 

◆ＮＴＴドコモ 

ダイナステップ副社長 

（社内ベンチャー企業） 

横山達也氏 

「皆さまのお役に立てる

仕事を求めて…」 

兵庫県立大学ＯＢ 

◆パナソニック（旧松下電

器産業） 

ＰＣＭＣ（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｺﾝｼｭ

ｰﾏｰ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）ＭＰ社長

畳谷一郎氏 

｢ビジネス社会とマーケテ

ィング｣ 

第 3 部 

（15 時～

15 時 50

分） 

神戸芸術工科大学ＯＢ 

◆アシックス 

フットウェア統括部 

物延信氏 

「ランニングシューズの

企画・デザインの流れ」

神戸市看護大学ＯＧ 

◆西神戸医療センター 

緩和ケア認定看護師 

中村真理氏 

「患者様がその人らしく生

きられるように」 

 
 
 

本学卒業生の現役外交官による外交講座を開催します 

 

 本学中国学科を卒業し、現在、外務省アジア大洋州局中国・モ

ンゴル課課長補佐としてご活躍中の岡田勝氏を講師に迎えて、

「オリンピック以後の日中関係」をテーマに講演していただきま

す。是非ご参加ください。申込は不要です。（当日先着順） 

 

１．開催日時：１２月３日（水）１３：３０～１５：３０ 

２．開催場所：本学第２学舎５０５教室 

３．問合せ先：研究所グループ地域貢献班 

℡ ０７８－７９４－８１７７ 

 

講師略歴 本学中国学科を１９９０

年に卒業。外務省に入省し、在外研修

として北京大学に２年間研修留学。そ

の後、在中華人民共和国日本国大使館、

アジア局中国課、条約局条約課、在中

華人民共和国日本国大使館政治部一

等書記官を経て現職に至る。現在は中

国内政に関する調査･分析、要人通訳を担当。また天皇陛下や総

理大臣の中国語通訳なども行っている。 

 
 
 

「広げよう、ボラ友の輪キャンペーン！」のお知らせ 

ボランティア・コーナーでは、ボランティアに関する 新情報

を、メールアドレスレスをご登録いただいている学生さんに配信

しています。 

 11 月 10 日（月）と 11 日（火）の 12 時～18 時、たくさ

んの学生さんにメールアドレス登録をしていただくため、ボラ友

紹介キャンペーンを実施します。この期間中、メールアドレス登

録してくれた人と、その人を紹介してくれたボラ友には、特典が

あります。ぜひ、お友達を誘って学館生協前に集まってください。 

 

 

 

 

 

 

ボランティアコーナーミーティングの様子 



 

課外活動報告 

 

 

 

第 26 回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会 

 

10 月５日（日）、大阪で上記大会が開催され本学から２名の学

生が素晴らしい成績を収められました。 

中国学科 1 年・鈴木結衣さんが大阪府知事賞、同じく中国学

科 1 年・鳥平真衣さんが大阪市長賞を受賞されました。 

 

 

 

 

 

 

 

フェスタ・デ・フラメンコ大会 

 

９月２８日（日）に志摩スペイン村において開催された上記大

会において、外大のフラメン

コサークル un BESO が

もっともおしゃれにフラメ

ンコ衣装を着こなしたグル

ープに贈られる『ボニータ

賞』を受賞されました。 

 

 

 

 

 

◆ 行事予定 ◆ 
１１月 ４日(火)～１１月１１日(火) ・・・推薦入試願書受付 

１１月２０日(木) 

～２００９年１月２７日(火) ・・・市民講座特別コース 

１１月２２日(土)         ・・・特別選抜入学試験 

１１月２２日(土)・１１月２３日(日・祝) ・・・推薦入学試験 

１２月 ４日(木)   ・・・特別選抜入試・推薦入試合格発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★海外渡航する際の「海外渡航届」届出について 

 

短期間でも外国に行く場合は、「海外渡航届」の提出が必要に

なりました。 

学生の海外渡航している状況や海外滞在中の安否確認等を行

うために利用します。 

「海外渡航届」は、学生支援・教育グループカウンター、国際

交流センター、ボランティアコーナーに置いてあります。 

海外に渡航する際は必ず提出してください。 

 
【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班    

    ℡ 078-794-8131 

 
 
 
★公休の扱いが後期から変わりました 

 
公休に関しては以下の場合に、願い出により公休を認めること

になっています。 

１．大学のための行事に参加する場合。 

２．学生が親族の喪に遭った場合。 

３．その他学生支援部長において適当であると認めた場合。 

上記の３については、部活動における公式戦の出場、就職試験、

学園祭、語劇祭、感染症、教育実習、介護等体験、前記２項目の

オリエンテーションについて申請により認めてきました。 

この「学生支援部長において適当であると認めたもの」の範囲

を、２００８年度後期より感染症、教育実習、介護等体験、前記

２項目のオリエンテーションに限定します。 

（１、２は従来どおりです。） 

従来、公休扱いの範囲が広く認められてきた経緯がありますが、

他の国立大学・公立大学と同様の基準に合わせることが適切であ

ると判断したものです。 

 なお、公休に該当しなくなる欠席等について、欠席届の様式を

設け、学生が各自担当教員に提出することとします。この届の扱

いは、各担当教員の判断に委ねられるものとします。公休届と異

なり、学生の権利として「欠席扱いにしない」ことを要求できる

ものではありません。また届出は任意です。 

※欠席届の用紙は学生支援・教育グループの窓口にあります。 

２008.09.25 学生支援部長 

 
 
★放置自転車等撤去について 

 
  本学では、駐輪場スペース確保のために、「警告文」がはがさ

れていない自転車等(原動機付自転車、自転車)を放置自転車等と

みなし１０月３１日に撤去いたしました。 

撤去した自転車等は一定期間保管後、処分します。 

心当たりのある学生は学生支援班まで申し出てください。 

 

 

 

 

★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 

次号は１２上旬発行予定です。 

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 

ホームページ http://www.kobe-cufs.ac.jp/ 


