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NO. 2                      ２００７年１１月２０日 

  
  

外大生がシアトルで弓道を紹介 外大生がシアトルで弓道を紹介 
【神戸・シアトル姉妹都市提携５０周年事業】 【神戸・シアトル姉妹都市提携５０周年事業】 

  

今年は神戸市とシアトル市の姉妹都市提携締結から

５０周年を迎えます。神戸市では「神戸・シアトル姉妹

都市提携５０周年記念事業」が行われています。

今年は神戸市とシアトル市の姉妹都市提携締結から

５０周年を迎えます。神戸市では「神戸・シアトル姉妹

都市提携５０周年記念事業」が行われています。

この一環として本学では、神戸市訪問団の一員として

教職員２名と弓道部の学生２名の計４名を派遣し、日本

の伝統武道である「弓道」を紹介し、西洋の「アーチェ

リー」との違いの紹介などを行いました。

この一環として本学では、神戸市訪問団の一員として

教職員２名と弓道部の学生２名の計４名を派遣し、日本

の伝統武道である「弓道」を紹介し、西洋の「アーチェ

リー」との違いの紹介などを行いました。

  

１０月９日 １０月９日 

シアトル大学にて弓道のデモンストレーションを行い

ました。巻き藁射礼も格好よく決まり、２名の学生に観

客は釘付けでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１０日 

ワシントン大学シアトルキャンパスジャクソンスクー

ルにて弓道のデモンストレーションを行いました。実射

は行いませんでしたが、弓道の八節を学生２名が向き合

って行い、本学職員が一つひとつ動きを説明するという

模擬デモンストレーション形式にて弓道を紹介し、弓道

の魅力を十分に伝えてきました。観客からはいくつかの

質問も寄せられ、大変興味を持って頂けました。 

 

 

 学生２名は、デモンストレーション

の他にもワシントン大学アーチェリー

部と共に練習を行うなど、交流を深め

ました。 

 教職員2 名は、ワシントン大学、シ

アトル大学との今後の交流について話

し合いを行うほか、学生と共にシアト

ル美術館にて５０周年記念オープニン

グイベントへの出席など、様々な分野

で幅広い交流を深められるよう橋渡し

役を務めました。 

シアトルの風景 

シアトル出発前の学長との会談

弓道デモンストレーション後の質問に答える外大生 

シアトル大学での弓道のデモンストレーション



お 知 ら せ 

 

 

※院生の12月15 日（土）以降の返却日は4週間後

になります。 
学生支援・教育グループから 

 
◆年末年始(12 月17 日～1 月6 日)の開館日程について ◆日本学生支援機構奨学金返還説明会について 

本年度より補講・集中講義期間の閉館時間を19 時30

分から、21時10 分まで延長しています。 
１．日時：11 月 21 日（水） 13:00～（502 教室） 

28 日（水） 16:30～（502 教室） 
この期間の開館日程につきましては、図書館ホームペ

ージ、館内掲示板、カウンター上の配布用の開館カレン

ダーで充分確認の上ご利用ください。なお、12 月22 日

（土）につきましては、12:00～17:00の開館となって

いますので、特に注意してください。 

※11 月 21 日（水）は、日本学生支援機構より、

説明に来られます。出来るだけこの日に出席して

ください。 

２・対象：日本学生支援機構奨学生の 4 年生で 2008

年3 月に貸与終了となる人。 

 なお、当日やむをえず出席できない人は、12 月１４日

（金）までに学生支援班まで「返還誓約書」（「借用証書」）

と「返還のてびき」を必ず取りに来てください。 

 

視聴覚ライブラリーから 
  

◆補講について ◆冬季休業中の開室時間について 

12 月 17 日（月）から 21 日（金）は補講期間に

なっています。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。 

・12 月17日(月)・12月27 日(木) 

9:30 ～ 16:30 開室 

・12 月18日(火) ～ 12 月26 日(水) 

◆冬季休業中の事務取扱い等について 9:30 ～ 21:00 開室 

１．年末年始の１２月２８日（金）から１月３日（木）

までは事務の取扱いおよび施設の利用はできません。

また、１月４日（金）の窓口開設時間は９：００～

１７：００です。 

・12 月28日(金) ～ 1 月６日(日) 

 

 

国際交流センターから ２．上記期間以外の学生支援グループ・学生会館の窓口

開設時間  

月・水・金曜日 ９：００～２０：００ ◆米国留学個別相談の実施 

火 ・ 木 曜 日 ９：００～１７：００ 【毎月第1 月曜日開催】 

（注意）学生会館等の土・日曜日等（９：００～１８：

００）の利用については、特に事由があり、事

前に（７日前）願い出て使用許可を受けた場合

に限ります。 

本学非常勤講師の吉田桂子先生

（写真）がコンサルタントとして留

学相談に応じます。 

吉田桂子先生は、神戸市外国語大学在学中にイースタ

ン・ワシントン大学への交換留学を体験されていますので、

その体験談をまじえながら相談にのってくれます。 

◆後期試験について 

１月２９日（火）から２月４日（月）は後期試験期

間となっています。担当教員から届出があれば本部棟

前の掲示板に掲示をしますので注意してください。 

毎月第1月曜日 12:00～13:00（１名30 分程度） 

場所：国際交流センター 

※国際交流センターにて予約してください。 
※掲示を見る習慣をつけてください。 

 
 

◆ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ ２００８年３月までの開催スケジュ

ール決定  

図書館から 神戸市外国語大学では、学内で TOEFL iBT を受験

することができるようになりました。  

◆１２月1 日（土）の臨時閉館について 

１２月１日（土）は法定点検による全学停電のため臨

時閉館します。 

◆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10 日（月）～12月27 日（木） 

返 却 日：2008 年1月11 日（金） 

貸出冊数：１・２年生、科目等履修生、および学外者

は上限が通常の5 冊から７冊になります。 

実施日程 

≪２００７年≫ 

１２月１５日（土） 9:00～ 

（予約期間：11/2～12/11） 

≪２００８年≫ 

２月 ２日（土）10:00～ 

２月 ９日（土）10:00～ 

３月 ８日（土）10:00～ 

※受験にはあらかじめ所定の手続きが必要です。 

 この日程で既にお

伝えしてましたが、

中止になりました。

⇒ 別日程調整中



外交講座を開催します  

神戸市教員採用試験の中学・高等学校「英語」区分合格

者・・・１８人中８人が本学から合格！ 

外務省国際協力局参事官（地球規模課題担当）の大江

博氏を講師に迎えて、「地球温暖化をめぐる日本の外交

戦略」をテーマに講演していただきます。是非ご参加

ください。（場所は調整中です。） 

平成２０年度神戸市立学校教員採用候補者選考試験

（中学・高等学校「英語」区分）で、１５７人の志願者

が受験する中、本学から８人が合格。同区分の最終合格

者１８人のうち、本学が４４％を占める結果となりまし

た。また、兵庫県の教員採用試験にも７人が合格（小学

校１人を含む）しています。 

開催日時：１１月２８日（水） 

１３：３０～１５：３０ 

【問い合せ先】 

学生支援・教育グループ カリキュラム班 

 神戸市 兵庫県 大阪府 愛知県 合計 

合格人数 ８人 ７人 1 人 １人 １７人

ＴＥＬ ０７８－７９４－８１３３ 

 

講演会「女性キャリア開発と支援―私の歩んできた道―」を開催しました 

神戸市外国語大学及び楠ヶ丘会（本学同窓会）ウィメン

ズくらぶ（代表：原和美）では、日本ゼネラル・エレクト

リック株式会社（ＧＥ）において、女性の活用を推進する

取り組みを行っている本学卒業生の山下美砂氏を迎え、「女

性キャリア開発と支援」をテーマとした講演会を開催いた

しました。 

講演は、ご自身のキャリア形成でうまくいった点、留学

体験で培った姿勢や、ＧＥにおける女

性キャリア形成と支援の取り組みと

して、ウィメンズネットワークの紹介

や人事制度との連絡の必要性などに

渡り、最後にご自身の経験に基づくキ

ャリア観を述べ、講演をしめくくりま

した。 

参加された本学を卒業した社会人

やこれから就職を迎える在学生、一般の方々も大変興味を

もたれた様子で、講演後には、女性のキャリアアップにつ

いて多くの質疑がよせらせる場面もみられました。 

講演会後は三木記念会館で山下氏を囲み、卒業生、在学

生の交流会を開催し、卒業生、在学生共に、世代毎のキャ

リア形成についての思いを共有し、意見交換をするなど、

互いにいい刺激を受けた様子でした。 

【日 時】１０月２０日（土） 

１４：００～講演会・１６：３０～交流会 

【場 所】神戸市外国語大学 第２学舎２階５０４教室

（講演会）、三木記念会館（交流会） 

【講 演 者】山下美砂氏（本学卒業生、日本ゼネラル・エ

レクトリック株式会社 取締役人事本部長） 

【講演内容】 

「女性キャリア開発と支援―私の歩んできた道―」 

講演をする山下氏  

教員寄贈著書のご紹介                           

 木村榮一学長 (訳) 

コレラの時代の愛 / ガブリエル・ガルシア=マル

ケス著；木村榮一訳 

新潮社  2006.10 

（請求記号）N963.9=518=6 

 木村榮一学長 (訳) 

わが悲しき娼婦たちの思い出 / ガブリエル・ガ

ルシア=マルケス著；木村榮一訳 

新潮社  2006.9 

（請求記号）N963.9=518=9 

 玉井健教授（共著） 

シャドーイングの応用研究 = Researches and 

practices of shadowing 

日本時事英語学会関西支部同時通訳論研究分科

会 1998 

（請求記号）N830.7=315 

 リュドミーラ エルマコ－ワ教授 （共著） 

 新野緑教授 （共編） 

「異界」を創造する : 英米文学におけるジャンルの変奏 / 

玉井暲, 新野緑共編 

英宝社  2006.11 

（請求記号）N930.4=110 

 御輿哲也教授（編著） 

<移動>の風景 : 英米文学・文化のエスキス / 御輿哲也編

著 

世界思想社  2007.8 

（請求記号）N980.4=113 

 佐藤晴彦教授 （共著） 

元刋雜劇の研究 : 三奪槊・氣英布・西蜀夢・單刀會 / 赤松

紀彦 [ほか] 編 

汲古書院  2007.10 

（請求記号）N922.5-18 

 竹谷和之教授 （編著） 

ジャック・マイヨールの遺産 /  

竹谷和之編著 古事記の新研究 / 上田正昭編 

叢文社  2007.7 東京：学生社  2006.7 

（請求記号）N785=9 （請求記号）N210.3=95 



 

  

英語スピーチコンテストに入賞し、  

メルボルンへ派遣  

小川杯英語弁論大会（主催：東京外国語大学ＥＳＳ）

で準優勝 

昨年（２００６年）９月２３日に開催された『大

阪・サンフランシスコ姉妹都市協会、大阪・メルボ

ルン姉妹都市協会、大阪・シカゴ協会主催第四十回

英語スピーチコンテスト』において、本学２年でＥ

ＳＳ部に所属する廣田敦子さんが、大学の部におい

て“大阪・メルボルン姉妹都市協会長賞”を受賞さ

れました。 

６月１７日（日）に東京外国語大学マルチメディア

ホールにおいて、第２９回小川杯英語弁論大会が開催

されました。関東・関西から多数の学生が参加した中、

本学３年生でＥＳＳ部に所属する谷口透さんが、準優

勝を獲得するなど、大健闘しました。 

廣田さんはその副賞と

して、今年８月にメルボ

ルンへ３週間派遣され、

メルボルン市長への表敬

訪問、２週間の語学学校

通いをするなどのプログ

ラムを

 

 

兵庫県民女子弓道大会にて優勝 

７月１６日（月）、兵庫県立弓道場において兵庫県民

女子弓道大会が開催されました。本学３年生の諸岡菜

津美さんが一般弐段以下の部において優勝されました。 メルボルン市長と 

修了してこられまし   た。 

  
    

    
  
  

  

  

  

  

外大祭2007 のテーマは「食」。お祭り定番料理はもち

ろん、外大ならではの外国料理の模擬店がいっぱい！ 

外大祭2007 のテーマは「食」。お祭り定番料理はもち

ろん、外大ならではの外国料理の模擬店がいっぱい！ 

King of 食ker King of 食ker 
フリーマーケット フリーマーケット 
模擬店過去最大数 模擬店過去最大数 
MEGA★MOGI MEGA★MOGI 

  

詳しくはパンフレットをご覧ください！ 詳しくはパンフレットをご覧ください！ 

  

外大祭の準備に伴い、 外大祭の準備に伴い、 

１１月２２日（木）は １１月２２日（木）は 

学部と2 部は終日休講となります。 学部と2 部は終日休講となります。 

  

  

  

  

  

  

図書館の開館時間は以下のとおりです。 図書館の開館時間は以下のとおりです。 

11 月22 日（木） 開館時間 9:00-16:30 11 月22 日（木） 開館時間 9:00-16:30 

11 月24 日（土） 閉館 11 月24 日（土） 閉館 

  

昨年度の外大祭の様子 

 吉本芸人お笑いライブ 

NONSTYLE／とろサーモン 

（変更になることがあります） 

行 事 予 定行 事 予 定 

11 月１３日（火）・・・・・・・・・・・・･大学院修士第1 次入学手続き 

17 日（土）・・・・・・・・・・・・･特別選抜入学試験 

17 日（土）・18 日（日）・・・・・・推薦入学試験 

23 日（金）・24 日（土）・・・・・・外大祭 

12 月 １日（土）・・・・・・・・・・・・･全学停電 

6 日（木）・・・・・・・・・・・・･推薦入試・特別選抜入試合格発表 

13 日（木）・14 日（金）・・・・・・推薦入試・特別選抜入試手続き 

13 日（木）～21 日（金）・・・・・･外国人研究生募集願書受付 

15 日（土）・16 日（日）・・・・・・語劇祭 

17 日（月）～21 日（金）・・・・・･補講期間 

17 日（月）～26 日（水）・・・・・･集中講義期間 

27 日（木）～ 1 月 4 日（金）・・・冬季休業 
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