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10 月以降の留学関連イベントスケジュール 

月 日 内容・時間 教室

10 月７日（水） 2010 年度派遣留学説明会 15:00～17:00 504

ミドルセックス大学留学説明会 

（ミドルセックス大学）  12:15～12:45
208

10月14日（水） 
カナダ留学説明会（カナダ教育連盟） 

13:00～15:00
502

10月15日（木） 
リーズ大学留学説明会（リーズ大学） 

12:10～12:40
502

10月21日（水） 
米国留学説明会（米国総領事館） 

15:00～17:00
504

10月28日（水） 
英国留学説明会（ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｶｳﾝｼﾙ）  

15:00～17:00
502

11月11日（水） 
オーストラリア留学説明会（XL Education）

15:00～17:00
502

11月18日（水） ロシア留学説明会      15:30～17:00 501

11月20日（金） 2010 年度派遣留学、申請締め切り ― 

12 月２日（水） 2010 年度派遣留学、留学選考面接 ― 

12月17日（水） 2010 年度派遣留学、派遣決定者発表（予定） ― 

※派遣留学説明会（１０月７日）以外は国際交流センターにて予約

してください。 

【問合せ先】国際交流センター℡ 078-794-8163/8171（事

務室） 

国際交流センターまたは掲示板にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

★イングリッシュ・ウイーク・in 外大を開催 

8 月 17 日～21 日、本学において、神戸市教育委員会との連携

のもと「2009 ENGLISH SUMMER SCHOOL」、「小学校英語活

動中核教員研修」、「中学校・高等学校英語科教員スキルアップ研修」

の３つの事業を開催しました。ENGLISH SUMMER SCHOOL で

は、約 70 名の外国人英語指導助手（ALT）と約 130 名の神戸市

立中学校の生徒が本学を訪れ、Arts & Crafts, Games, Pop 

Culture, Music のワークショップを行いました。本学学生も、ALT

アシスタントとしてワークショップに参加したり、ロシア・中国・

スペインの各国文化や言語を中学生に紹介しました。また、中学生

英語プレゼンテーション大会では、キャスリン・ハルバソン准教授

が、審査員を務めました。兵 

 

 

 

 

開地５

キャンパス内にある

寮から教室まで歩いて

30 分もかかるんです

よ！夜遅くに外出して

戻って来る時はエスコ

ートサービスを頼める

んです！ 

最後に修了証書（certificate）を頂いて、記念撮影☆ 

色々な国の人と出会って、目的意識の高さを感じたり、

文化の違いを学んだり、とても刺激を受けた6週間でした。

ルームメイト達とキャン

パスを出て街へも出掛けま

した！ 

私のクラスはドイツ人が一人だけで、あとは全員

がアジア人でした。 

大変だったことは宿題の多さ！調べものなどはパ

ソコンを持っていったので助かりました。6 週間で

「ホールズ」という本を一冊読む課題がありました。 

2009 年度から開始した夏季短期留学プログラム UCLA Extension に参加した 15 名の学生が無

事に帰国しました。留学期間は 8 月 2 日～9 月 11 日の 6 週間。英語のスキルアップのみならず、ア

メリカの文化もしっかりと学んできました。参加者からの体験報告をお届します！！ 

学生グループリーダーの石川純子さん（英米学科３年）からお話をお聞きしました！ 

広大なスケールのキャ

ンパス！！ 

キャンパスの中に街がひ

とつあるようなカンジで

した。買い物もできキャン

パスライフに必要なもの

は揃っちゃいます。 



 

 

 

授業料 
 

★授業料後期分の納入について 

 ２００９年度後期授業料払込書を１０月中旬に送付しま

すので、払込期限（１０月末）に遅れないように銀行又は

郵便局の窓口で払い込んでください。 

※１．住所変更、払込書送付先変更等がある場合は至急、学生支

援・教育グループ学生支援班または経営企画グループ財務

班まで申し出てください。 

※２．期限までに払込ができないときは、経営企画グループ財務

班まで授業料納付期限猶予許可申請書を提出してください。 

【問合せ先】 経営企画グループ 財務班 

       ℡ 078-794-8123 

 

★授業料減免申請の受付について 
 ２０１０年度前期分（４月～９月）授業料について、下

記のとおり減免申請を受け付けます。 

１．対象者 

 (1)生活保護法による生活扶助を受けている者。 

 (2)奨学金の支給・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者。かつ、学業成績において別

に定める減免基準を満たしている者。 

ただし、留年者（休学による留年者を含む）は除く。 

２．申請書交付期間：2010 年１月７日（木）～２２日（金） 

３．申請書受付締切日：１月２２日（金） 

４．面接：１月末に学生支援班において、家計状況等につ

いて面接を行います。申請書提出時に都合の良い日時を

予約してください。 
※欠席者は選考の対象になりませんので注意してください。 

５．提出書類 

 (1)減免申請書（学生支援班で交付します。） 

(2)添付書類 
 ①家族全員の住民票（写し）、＜留学生は外国人登録済証明書＞ 

 ②生活保護受給世帯は生活保護法適用証明書 

 ③平成１９年度所得証明書（平成１９年１月～１２月の収入の

証明） 

 ④平成２０年に転職等の場合は、直近３ヶ月間の給与 

証明書 

⑤現在失業中の場合は雇用保険受給者証のコピー。雇用保険の

受給が満了している場合は民生委員発行の無職無収入の証明 

(3)減免許可・不許可通知用宛名ラベル（学生支援班で交

付します。） 
※詳細については１２月初旬頃に掲示板に掲示しますので確認し

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 

 

 

奨学金等 
 

 

★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１８日（水）１３：００～（５０１教室） 

２５日（水）１６：３０～（５０２教室） 
※とちらかの日程に出席してください。 

 

 

 

 

２．対象：日本学生支援機構奨学生で２０１０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、１１月末まで

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．返還誓約書提出期限 

  １２月１１日（金） 

 

★学生顕彰者の募集について 
２００９年度の学生顕彰被推薦者を募集しています。 

団体または個人で各種大会等に参加し、学生顕彰基準に

該当する優秀な成績を収めた場合は審査のうえ表彰を行い

ますので、該当者は１１月末迄に学生支援班に「課外活動

成績報告書」を提出して下さい。なお、１２月以降に新た

に該当する成績等を収められた場合も逐次提出をしてくだ

さい。 

大会のパンフレット、概要、表彰状、成績表、新聞記事

等のコピーも提出して下さい。 
※「課外活動成績報告書」は学生支援班にあります。 

学生顕彰基準  

１．課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外

活動の振興に功績があったと認められる団体又は個人。 

（例示） 
ⅰ．地区予選を経て全国的規模の大会等に出場する権利を得、

活躍又は入賞した者。 

ⅱ．関西地区レベルの大会等に出場して、第 1 位～第 3 位に

入賞した者。 

ⅲ．兵庫県下（神戸市）の各種連盟等が開催する大会等にお

いて、優勝又は第 1 位となった者。 

ⅳ．学生リーグ関係で昇格した場合。（ただし、降格後 1 年

以内の再昇格は対象としない） 

２．その他本学の名誉を著しく高めたと認められる者。 

（例示） 
ⅰ．ボランティア活動をして、社会に貢献又は個人に感謝さ

れ、社会的評価を得た者。 

ⅱ．個人的研鑚において、研究・発表又は資格取得・認定等

で高い評価を得た者。 

３．特に表彰に値すると認めるもの。  

【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班   

℡ 078-794-8131 

 
授業 

 
 

★卒業論文について 
卒業論文を提出する学生は、指導教員に論文題目の承認

を受け題目届を提出してください。 

 １．提出期限 １１月２４日（火）～３０日（月） 

２．提出場所 学生支援グループ・カリキュラム班 

３．受付時間 ９：００～２１：００まで 

（昼休み１２：３０～１３：３０を除く） 

４．その他 

⑴「卒業論文題目届」の用紙は、１１月２日からカリキュ

ラム班で配布します。 

⑵卒業論文は、２０１０年１月１２日（火）２１：００ま

でにカリキュラム班に提出してください。（ただし、土

日・祭日は受付できません）※「履修の手引き２～３Ｐ参照」 

 

 
 



★国際コミュニケーションコース（ＩＣＣコース） 

説明会開催について 

 

2009 年度学部入学者でＩＣＣコースを希望する学生

への説明会を開催します。希望者は必ず参加してくださ

い。またＩＣＣコース希望者でまだＴＯＥＩＣを受験し

ていない学生は本学で実施される第 3 回ＴＯＥＩＣ Ｉ

Ｐテスト（11 月 4 日開催）を必ず受験しておいてくだ

さい。 

 

説明会日時：2009 年 11 月 18 日（水）午後～ 

時間・場所については後日掲示いたします。 

 

 

大学院 
 

★200９年度修士論文の提出について 
 
1．修士論文等題目届 

 (1)受付期間 １１月２日（月）～１３日（金） 

１７：３０まで 

2．修士論文等 

 (1)提出期限 2009 年１月１２日（火）１７：００まで 

 (2)提出部数 修士論文１部および日本語による論文要旨

５部 

3．注意事項 

 (1)提出場所は、いずれも研究所事務室 

 (2)題目届の用紙は研究所事務室で配布します。 

 (3)修士論文の表紙は大学生協で購入して下さい。 

 (4)土日祝日は受付不可。提出期限後は一切受理しません。 

 (5)内容等については指導教員の指示に従ってください。 

 
検定 

 
★TOEIC 公開テスト、IP テスト 
 

 TOEIC 公開テストの受験料が値下げされましたので、本

学の団体受験についても受験料を5,810円に引き下げまし

た（従来は 6,440 円）。第２回 IP テストは受験者数 210

人で、 高点 990 点、平均点 651.5 点でした。 

 安くなった団体受験を利用して、スコアアップを狙って

みてはいかがでしょうか。 

 

第３回 IP テスト 11 月 4 日（水） 

申込受付期間：9 月 29 日（火）～10 月 30 日（金） 

スコア返却：11 月 18 日（水） 

 

第 151 回公開テスト 11 月 29 日（日） 

申込受付期間：9 月 1 日（火）～10 月 9 日（金） 

スコア返却：12 月 29 日（火） 

 

外大生協書籍カウンターへお申込みください。 

※ 国際コミュニケーションコース選択希望者で、まだ

TOEIC を受けていない学生は遅くとも、第３回 IP テスト

までに受験し、コース選択希望時（11 月末予定）にスコア

を準備してください。 

 

 

 

 

 

就職活動 
 

★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 

10 月２8 日（水）
業界研究セミナー 

内定者体験報告会① 

３年生 

３年生 

1１月 11 日（水）

ビジネスマナー・メイク講座  

内定者体験報告会② 

キャリアデザイン講座③ 

3 年生 

3 年生 

1・2 年生

1１月 1８日（水） 商社体感セミナー 全学年 

1１月 2５日（水）

エントリーシート作成セミナー

内定者体験報告会③ 

キャリアデザイン講座④ 

３年生 

３年生 

1・2 年生

1２月 2 日（水）
公務員対策ガイダンス 

キャリアデザイン講座⑤ 

全学年 

1・2 年生

1２月 9 日（水） 就職基本ガイダンス④ ３年生 

1２月 16 日（水） キャリアデザイン講座⑥ 1・2 年生

1２月 17 日（水） 企業合同説明会 ３年生 

1２月 18 日（水） 企業合同説明会 ３年生 

※詳細および変更･追加の場合は随時、掲示等でご案内いたします。 

【問合せ先】 キャリアサポートセンター  

       ℡ 078-794-845１ 

 
★学部・大学院を来春卒業予定のみなさんへ 
 来春卒業予定の方は、「就職・進学等登録票」と、「就職

内定届」または「進路予定届」の 2 通の提出が必要です。

未提出の方は、1１月初めまでに必ず提出してください。用紙は

キャリアサポートセンターにあります。また、神戸外大のＨＰから

もダウンロードできます。これらは、統計資料の基礎データにな

りますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

来春卒業予定の方全員 

『就職・進学等登録票』を提出する 
 

 

企業等から 1 社以上内定を

受けた方 

就職活動継続、公務員・教員受験

準備、進学、留学、既に社会人で在

職中の企業等に継続して就業、ア

ルバイト等の方 

『就職内定届』を提出する 『進路予定届』を提出する 



 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは。語劇祭実行委員会です。語劇祭では毎年各学科の有志によって編成された語劇団が、それぞれの専

攻語学を用いて２時間程度の演劇を行います。先輩方から受け継がれている伝統ある語劇祭も、今年は 60 回目の

公演を開催することとなりました。語劇祭は毎年テーマを掲げているのですが、今年は『60 回』というテーマで、

これまでの語劇祭で学んだことを活かし、記念の語劇祭が素晴らしい公演となるよう各劇団・実行委員会ともにが

んばっています。 

 日本語字幕がスクリーンに映し出されますので、外国語が苦手な方でも大丈夫です。語学や外国の文化に興味の

ある方はもちろん、演劇が好きな方、語劇に興味がある方、どなたでもお楽しみいただけます。皆様ぜひお越しく

ださい。 

 

 

 

 

１１月１４日（土） 

 

11：30～13：30  

英米語劇『ヴォルポーネ ～古ぎつね～』 

●お金大好き大富豪のヴォルポーネは、さらに多くの金を手に入

れる為、彼の屋敷の居候・モスカと手を組み、一芝居して金を巻

き上げようと企むが、彼等の周りには一癖も二癖もある奴等ばか

りが集まって来て・・・。 

悪党達が思い思いに騙し合い、欲と偽善と悪が渦巻く長い一日 

 

14：30～16：30  

ロシア語劇『長男』 

●とある田舎町で終電を逃してしまったブスイギンとシーリワ。

彼らは宿を探して、あるアパートの一室をノックする。なんとか

そこに泊めてもらおうとシーリワがついた嘘から、すべては思わ

ぬ方向へと進んでいくのであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：30～19：30  

２部英米語劇『Every Christmas Story Ever Told 

(And Then Some!)』 
●『クリスマスキャロル』を上演しようとしたジャック、ジュリ

ア、マイケルの 3 人。ところが、ジュリアが本番の舞台でやりた

くないと言い出して…。どうしても『クリスマスキャロル』をや

りたいジャック、絶対にやりたくないジュリア、どっちつかずの

マイケル。さて舞台はどうなるのでしょうか。 

１１月１５日（日） 

 

11：30～13：30  

イスパニア語劇『我らのナターチャ』 

●ある学生寮の集会室。スペインで女性として初めて博士号を取

ったナターチャはその仲間と祝杯をあげる。さらにその功績を認

められ、とある児童自立支援施設で院長を任される事に。彼女は

子供達と信頼関係を築き始めるが… 

 

14：30～16：30  

中国語劇『同船過渡 ～長江・乗合い船～』 

●舞台は長江に望む高層団地の一室。この２ＬＤＫには劉強・米

玲の若夫婦と、定年退職した元小学校教師の独身女性の方先生が

同居している。若夫婦は先生気質が抜けず、なにかというとお説

教する方先生を部屋から追い出そうと、彼女に無断で雑誌に「花

婿募集」の広告を出すが…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18：00～ 

閉会式(授賞式含む) 

  
 

昨年度語劇祭・中国語劇団「非常信号」より 

昨年度語劇祭・ロシア語劇団 

「～結婚－2 幕の全くありそうにもない出来事～」より 



市民講座、市民講座特別コース・開催のご案内 

 

今年度の市民講座のテーマは「チベットとシルクロード

－古文書とフィールドからことばと文化を読む－」です。

11 月 11 日（水）～12 月 5 日（土）まで 6 回開催しま

す。 

 各回のテーマについてはこちらへ 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/contribution/le

ctures/course/2009.html 

また、今年度後期の市民講座特別コースは語学講座 2 コ

ース、教養講座３コースを開催します。 

 詳しくはこちらへ 

http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/contribution/le

ctures/scourse/200902.html 

学生のみなさんの参加もお待ちしています。 

 

 

  

無茶したい。～はっちゃかめっちゃか～ 
      

   
   学学学生生生生生生活活活ををを彩彩彩るるるイイイベベベンンントトトとととしししててて盛盛盛りりり上上上がががるるる学学学園園園祭祭祭。。。   

今今今年年年のののテテテーーーマママははは「「「無無無茶茶茶しししたたたいいい。。。～～～はははっっっちちちゃゃゃかかかめめめっっっちちちゃゃゃかかか～～～」」」ととと題題題しししててて開開開催催催しししままますすす。。。今今今年年年ももも見見見ててて、、、参参参加加加しししててて楽楽楽しししめめめるるるススス

テテテーーージジジ企企企画画画ややや、、、毎毎毎年年年恒恒恒例例例のののフフフリリリーーーマママーーーケケケッッットトトやややおおお化化化けけけ屋屋屋敷敷敷なななどどど、、、皆皆皆様様様ににに楽楽楽しししんんんでででいいいたたただだだけけけるるる企企企画画画ががが盛盛盛りりりだだだくくくさささんんんででですすす。。。   

１１１１１１月月月１１１日日日（（（日日日）））にににははは、、、毎毎毎年年年恒恒恒例例例ののの無無無料料料ででで楽楽楽しししめめめるるる、、、抱抱抱腹腹腹絶絶絶倒倒倒！！！吉吉吉本本本おおお笑笑笑いいいララライイイブブブでででははは、、、MMM111 ののの決決決勝勝勝やややレレレッッッドドドカカカーーー

ペペペッッットトトにににももも出出出演演演しししててていいいるるる「「「トトトーーータタタルルルテテテンンンボボボススス」」」・・・「「「ザザザ･･･パパパンンンチチチ」」」・・・「「「ハハハムムム」」」ののの３３３組組組ががが登登登場場場しししままますすす！！！他他他にににももも盛盛盛りりりだだだくくくさささんんんののの内内内

容容容でででススステテテーーージジジかかかららら目目目ががが離離離せせせななないいい２２２日日日間間間ににになななりりりそそそうううででですすす。。。   

まままたたた、、、ススステテテーーージジジ企企企画画画だだだけけけでででなななくくく、、、今今今年年年ももも模模模擬擬擬店店店ががが大大大充充充実実実！！！！！！各各各団団団体体体ががが腕腕腕ににによよよりりりをををかかかけけけててて、、、定定定番番番メメメニニニュュューーーかかかららら新新新メメメニニニ

ュュューーー・・・オオオリリリジジジナナナルルルメメメニニニュュューーーでででおおお出出出迎迎迎えええ。。。グググルルルメメメなななみみみなななさささんんんををを大大大満満満足足足さささせせせちちちゃゃゃいいいままますすす☆☆☆   

ぜぜぜひひひ、、、おおお越越越しししくくくだだださささいいい！！！

 

◆ゴーストハウス 

 

毎年恒例のホラーハウス。今年は廃校舎が舞台。誰も居ないは

ずの教室から不気味な音が・・・。あなたはこの恐怖に耐えられ

るかな？   

入入入場場場料料料１１１００００００円円円///小小小ホホホーーールルルにににててて   

 

◆フリーマーケット 

 

 毎年好評のフリーマーケット。欲しかった物や掘り出しものを

見つけて、値段交渉を楽しんでみてはいかがですか？ 

正門入ってすぐ。 

 

◆生き残るのは俺だ！！少数決ゲーム 

 

この世の中、まわりの奴についていくだけではダメだ！！自分

で考えて行動しろ！！そして 後まで生き残れ！！優勝者には豪

華賞金をプレゼント！参加希望者はステージ前に集まれ！！目指

せ Only One！！！ 

 

 

 

 

東京外国語大学 亀山郁夫学長 

「協定締結記念講演会」の開催について 

 

新型インフルエンザのため延期された東京外国語大学 

亀山郁夫学長「協定締結記念講演会」を 10 月 8 日に開催

します。 

亀山学長はロシアの文化に精通しておられ、ロシア語・

ロシア文化の普及に貢献した外国人に贈られるプーシキ

ン・メダルをメドベージェフ大統領より授与されています。 

 

日 時：10 月 8 日(木) １４時２５分～１５時５０分 

教 室：５０３教室 

 

 

 

◆GAIDAI BOYS COLLECTION 

 

毎年人気の女装コンに工夫をプラス★ 

今年の女装コンではコーディネートのアイデア性と中身の女らし

さも審査しちゃいます。華やかな女装男子たちの共演は見て楽し

めること間違いなし！ 

 

◆ビンゴ大会 

 

誰にでも参加できて人気のビンゴゲーム☆ 

今年はなんと両日開催しちゃいます！！任天堂 Wii やデジタルカ

メラなど豪華景品が当たるかも？！ 

 

◆復活！マジカル頭脳パワー 

 

「マジカルバナナ」や「マジカルチェンジ」など一世を風靡し

た某テレビ番組の企画がステージ上で甦る！！ 

 なんと賞金総額３万円！！参加希望者はステージ前に集ま

れ！！ 



学内パソコンの利用について 
 

学内で利用されている学生用パソコンのうち、学内 LAN に非

接続でインターネットが利用できないパソコンで、８月にＵＳＢ

メモリを介して広がるタイプのコンピューターウィルスに感染

する事例が発生しました。 

このためセキュリティ上の観点から、ネットに接続していない

学生支援班事務室、学生会館（7 台のうちの２台）については、

今後パソコンの使用を中止することにしました。プリンターにつ

いては学生コンピューター室に２台を増設するとともに、学生会

館の２台はＬＡＮタイプの１台に入れ替えます。今後プリンター

使用につきましては、学生コンピューター室、学生会館で行うよ

うにしてください。 

なお、パソコンの利用にあたっては、ＵＳＢメモリなどを接続

する際には必ず 新の定義ファイルでウィルスチェックを行う

など、各自でも万全の管理を行うようにしてください。 

 
新型インフルエンザについて 

 

新型インフルエンザは夏以降も感染の広がりを見せ、本学でも

クラブ活動での集団感染が確認されています。ほとんどは比較的

軽症で推移しているものの、これから冬場にかけては、さらなる

感染の広がりとウィルスの変異による強毒化の恐れもあります。 

感染が疑われる症状が出た場合は、速やかに 寄りの医療機関

を受診し、発病後１週間は自宅療養をし、マスク着用や咳エチケ

ットなど感染を広げない処置をするほか、「手洗い」や「うがい」

など日常の感染予防策の励行と体調管理の徹底を図ってくださ

い。 

本学の発症時の対応はホームページに掲載していますが、その

ほか厚生労働省や神戸市などの 新の情報にも注意しておいて

ください。 

 
200９年度 オープンキャンパスの報告 

 
8 月 9 日（日）・23 日（日）の 2 日間、２００９度オープン

キャンパスを開催し、全国より計 3700 人と多くの方にご参加

いただきました。 

来場者アンケートでは「親切」、「学生さんが優しかった」、「模

擬授業が面白かった」などのほか、全体説明の前に行なわれた自

治会・体育会制作のウェルカムメッセージ PV や英米・イスパニ

ア語劇団によるプレイベントに「あれだけ話せるようになるんだ

と感動した」などの回答が多く見受けられました。 

在学生のみなさんにはスタッフや催しに参加してくださるなど

のご協力いただきました。ここにお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生顕彰 

☆関西国公立大学選手権水泳競技大会 

７月４日(土)・５日(日)神戸市立ポートアイランドスポーツセ

ンターにおいて第６０回関西国公立大学選手権水泳競技大会が

行なわれました。本学水泳部早川友紀さんが女子２００ｍ背泳ぎ

第 1 位、川島正江さんが女子 200ｍバタフライ第３位、坂中麻

央さんが女子 100ｍ背泳ぎ第３位に入り日本学生水泳連盟学生

委員会より表彰されました。 

☆関西学生選手権水泳競技大会 

７月２４日(金)～２６日(日)大阪プールにおいて、第８３回関

西学生選手権水泳競技大会が行なわれました。本学水泳部川島正

江さんが女子 200ｍバタフライ２部第２位、女子 100ｍバタフ

ライ２部第３位、福田渉さんが男子 200ｍ自由形３部第６位に

入り日本学生水泳連盟学生委員会より表彰されました。 

 

 

 
 
 
 
 

振り込め詐欺に注意 
 

振り込め詐欺が多発しています。 

近では、携帯電話のメールを悪用した高額な架空請求詐欺被

害が発生し、兵庫県内でも大学生が被害を受けています。 

携帯電話にサイト利用の延滞金、裁判取り下げ費用等の名目で

メールが送信され、 初は少額で始まりますが、際限なく脅され

て、 終的には多額の金額を相手業者から騙し取られ大きな被害

となります。  

個人で解決しようとして、相手先に連絡するのではなく、まず

は、 寄りの警察署に相談してください。 

    ◆ 行事予定 ◆ 
１０月 ８日（木）・・・東京外国語大学協定締結記念講演会 

１０月３０日（金）・・・・・・・外大祭準備のため休講 

１０月３１日（土）・１１月 １日（日）・・・・・・外大祭 

11 月 18 日（水）・25 日（水）・・日本学生支援機構奨学金返還説明会 

12 月 16 日（水）～12 月 22 日（火）・・・補講期間 

12 月 16 日（水）～12 月 25 日（金）・・・集中講義 

※休講のお知らせ 

学園祭準備のため、10 月 3０日（金）は終日休講にします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
★GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は経営企画グループ 
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