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さあ出発！～４つのコトバの海への航海～ 

 本学の語劇祭では英語劇が２つ、ロシア語劇１つ、スペ

イン語劇１つ、中国語劇１つの計５つの劇が２日間にわた

って上演されます！ぜひご来場ください♪ 

≪場 所≫ 神戸アートビレッジセンター 

ＪＲ神戸駅より徒歩１０分・神戸高速新開地駅より徒歩５

分・神戸市営地下鉄湊川公園駅より徒歩１５分 

 

 

≪日程・内容≫ 

１２月１５日（土） 

11：00～ 開会式 

11:30～

13:30 
中国語劇団 

「狗儿爷涅槃」 

―犬おやじの涅槃― 

14:30～

16:30 

Ⅱ部英米 

語劇団 

PROBLEM CHILD 

～プロブレムチャイルド～ 

17:30～

19:30 
英米語劇団 

The Odd Couple -female 

version  

-おかしな二人 -女性版- 

１２月１６日（日）  

11:30～

13:30 

イスパニア 

語劇団 

立ち枯れの木 Los a´rboles 

mueren de pie 

14:30～

16:30 
ロシア語劇団 

ТЕНЬ  影 

～三幕のお伽噺～ 

18：30～ 閉会式 

 

料金は 

500 円 

（両日有効） 

第  ５   ８  回  語  劇  祭  ★ 

 もぐもぐ 

むしゃむしゃ 

ハラペコ祭 

おなかいっぱい 

胸いっぱいの 

外大祭で 

した 

チケット購入方法等の 

問合せ先： 

gogeki@yahoo.co.jp 

（語劇祭実行委員会） 

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/  携帯サイト http://www.kobe-cufs.ac.jp/i.htm 



学生支援・教育グループから 

 

★介護等体験の申込みについて 

中学校一種免許取得希望者は、「介護等体験７日間」が必

要です。２００８年度中に「介護等体験」を希望する方は、

カリキュラム班まで申し出てください。 

◇福祉施設   ※体験日の希望が出せます。 

５日間（2008 年5 月12 日～11 月28日） 

◇特別支援学校   ※体験日の希望は出せません。 

２日間（2008 年度中） 

来年度、科目等履修生として介護等体験を考えている学

生は、今回必ず申し込んでください。４月に行われる「介護

体験 事前指導」には必ず出席してください。 

書類配布：１２月７日（金）～ 

申込日 ：１２月１７日（月）、１８日（火） 

各日とも１４：００～１９：３０ 

2007 年度入学者で中学校一種免許を取得希望の方は、

できるだけ2008年度中に、介護等体験を終えてください。 

★教育職員免許状申請手続きについて 

今年度卒業見込みで教育職員免許状の一括申請を希望す

る方は、カリキュラム班で必要書類を受け取り、下記要領で

申請してください。 

書類配布：１２月１０日（月）～ 

申込日 ：１２月１７日（月）、１８日（火） 

各日とも１４：００～１９：３０ 

★学生アドバイザーの募集について 

入学直後、履修登録で苦労された経験はありませんか? 

新入生は履修登録、部活選び、アパート生活、アルバイ

ト選び等ごく限られた時間内で非常に多くの情報を消化し

なければならず、とまどうことが多いのが現状です。 

そこで、２００８年度の新入生に対していろいろな相談

に応じる「学生アドバイザー」を２００７年度に引続き募集

します。ぜひ、学生アドバイザーになって、後輩が充実した

学生生活を送れるよう、アドバイスしてあげて下さい。 

主な活動内容は、学生アドバイザーによる「新入生相談

会」の開催、チューター懇談会への参加等です。参加をお待

ちしております。 

なお、詳細については１２月中旬頃に本部棟前掲示板、

学生会館掲示板及び外大ホームページに掲示します。 

2007 年度の新入生相談会で多かった質問 

「単位はどれ位取ればいいの」「コース選択について」「面白

い授業は」「難しい科目は」「教職科目の履修について」「授

業・試験の形式は」「アルバイトについて」「サークルについ

て」「留学について」等 

★盗難防止について 

学内で盗難事件が発生しています。持ち物については１

人ひとりが十分気をつけ、特に貴重品類は必ず身に付けるよ

う心がけてください。 

課外活動時はクラブ・サークル全体で管理するなどの措

置をとってください。また、不審者を見

かけたら、直ぐに学生支援班など職員に

連絡してください。 

神戸西警察署よりアパート、マンショ

ン等で自転車、オートバイの盗難が多発 

しているとの連絡も入っています。鍵を必 

ず掛ける、防犯登録をする、U 字ロック

を取り付ける等の対策をとってください。 

★冬季休業中の事務取扱い等について 

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。 

２．上記期間以外の学生支援部・学生会館の窓口時間 

月・水・金曜日 ９：００～２０：００ 

火 ・ 木 曜 日 ９：００～１７：００ 

（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日前まで）使用許可を

受けた場合に限ります。 

★２００８年度転部試験要項の配布について 

２００８年度「転部試験要項」を１月１１日（金）よ

りカリキュラム班で配布いたします。 

１．募集人員…若干名 

２．対象 

(１)学部（英米・ロシア・中国・イスパニア・国際関係

学科）から第２部英米学科へ転部する方 

(２)第2部英米学科から学部英米学科へ転部する方 

詳しくはカリキュラム班まで。 

 

 

キャリアサポートセンターから 

 

★冬季休業中の開室時間 

１２月２７日(木)～ ２８日(金)  ９：００～１７：００ 

１２月２９日(土)～１月３日(木)  終日閉室 

１月  ４日(金)         ９：００～１７：００ 

※１月７日以降は通常通り開室します。 

★来春卒業予定の方へ（全員） 

「就職・進学等相談登録票」未提出の方は、至急キャ

リアサポートセンターまで来てください。 

また、「内定届」（就職が内定した方）、「進路予定届」（現

時点で就職内定以外の方全員）が未提出の方も至急キャ

リアサポートセンターへ提出してください。 

★就職相談 

キャリアサポートセンターでは就職相談を行っています。

就職活動中の方はもちろん、それ以外の方でも聞いてみ

たいことがある方は、お気軽にお越し下さい。 

 

視聴覚ライブラリーから 

 

★冬季休業中の開室時間について 

・12 月17日(月)～12月26 日(水) 

9:30 ～ 21:00 開室 

・12 月27日(木) 

9:30 ～ 16:30 開室 

・12 月28日(金) ～ 1 月６日(日) 

及び土曜・日曜・祝日は終日閉室 

お 知
ら せ



図書館から 

 

★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。 

長期貸出受付期間：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、及び学外者は

上限が通常の5 冊から７冊になります。 

※院生の12 月15 日(土)以降の返却日は4 週間後に

なります。 

★年末年始(12 月17 日～1 月6 日)の開館日程について 

本年度より補講・集中講義期間の閉館時間を21 時10

分まで延長しています。 

この期間の開館日程につきましては、学術情報センタ

ー(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十分確認の上利用してください。

なお、12 月22 日（土）については、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。 

◇◆経営企画室からのお願い◆◇ 

体育館１階道場で火災が発生 

11 月25 日（日）20:58頃、体育館１階道場におい

て火災が発生しました。火元は、道場入り口の柱下部の

コンセントボックス付近と見られています。このため、

学舎や部室等において、コンセントボックスに異常があ

るか、いま一度ご確認いただき、異常のある場合は、至

急経営企画室までご連絡いただきますようお願いいたし

ます。 

また、消防署・警察署の現場検証の際に、体育館内で

タバコの吸殻が多数見受けられ、館内禁煙の徹底を指導

されています。タバコの喫煙に限らず、火気の使用は、

火災の原因ともなりますので、十分ご注意いただきます

ようお願いいたします。 

なお、道場の使用については、補修工事終了までの当

分の間、利用できませんのでご了承願います。 

 

 

 

研究会決算報告について 

２００６年度の研究会収支決算について以下の 

とおりお知らせします。 

『北米 Week2007』に学長などが 

パネリストとして出席 

11 月 11 日（日）～15 日（木）、神戸大学において 

"北米 Week 2007"が開催されました。今年は、神戸市

とアメリカ・シアトル市が姉妹都市提携 50 周年を迎え

ることを契機として、北米及び兵庫県域の広範な地域の

大学が参加し、多彩な国際シンポジウムや学生討論会等

が開催されました。 

11 日（日）には、「国際的人材

の育成について」をテーマにパネ

ルディスカッションが行われ、木

村榮一学長がパネリストとして参

加しました。12 日（月）には、「国

際交流を通じた持続可能な開発への貢献」をテーマに国

際シンポジウムが開催され、立木ドナ教授（国際交流セ

ンター長）が講演者の一人として参加しました。13 日

（火）の国際学生討論会（テーマ：「持続可能な開発」の

ための私たちの役割）には、国際

関係学科 4 年生の戸塚健仁さん

が学生パネリストとして参加し、

主に環境問題について討論を行

いました。 

 

 

「夢に、必死になったことはありますか」 

僕たちラグビー部は、部員全員が意志統一し、一つの「夢」に向かって

毎週熱く練習に励んでいます。え？「夢」は何かって？もちろん秋の 終

リーグ戦での優勝です。 

「ラグビーなんてやったことないし、ルール分からないし、痛そうや

し。。。」でも、大丈夫です。現ラグビー部員のほとんどが、大学からラグビ

ーを始めた初心者です。しかし先輩方に１からラグビーを教わり、みんな

立派なラガーマンに成長します。出来ます！！普段の練習、合宿、リーグ

戦を通じて、ラグビーの楽しさを感じれるだけでなく、人間的にも何倍も

大きく成長し、様々なことを学ぶことが出来ます。大学生活を充実させた

い。感動したい。本当の友が欲しい。熱くなりたい。男を極めたい。男を

極めた男を見たい。そんな男子、女子。一緒に青春しよう！！やるなら今しかねえ～～！！！！ 

【収 入】 

 科  目         金 額（円） 

前年度繰越額      ８，５３４，５６０

会    費      ５，７０４，２００

論 叢 売 却 代        ７５６，０００

預 金 利 息          ６，０２３

雑  収  入        １５５，０００

 合  計      １５，１５５，７８３

【支 出】 

 科  目         金 額（円） 

印 刷 費      ６，１５８，５００

雑 支 出         ３９，３７０

 小  計       ６，１９７，８７０

翌年度繰越額      ８，９５７，９１３

 合  計      １５，１５５，７８３



            ジャック・ランタンを作って 

国際交流センターで毎週月～木に開催されている“English Chat”では、ハロウィーン

の週に、大きなかぼちゃをくりぬいてランタンを作る“Pumpkin Curving”を行いまし

た。 

パンプキンをくりぬいてランプを作る。テーブルの真

ん中にある自分の頭よりも大きなかぼちゃを見てどう

やって作るのか見当もつかないまま、ALT のブリアン

先生指導のもとジャック・ランタン（かぼちゃ提灯）

作りが始まった。 

まずはデザインを考える。色々アイデアを出し合う

うちに、キティーちゃんを彫ることになった。デザイ

ンが決まるとまずかぼちゃの

上の部分を水平に切る。この

部分は 後ふたとして使う。

次に中の筋などを取り除く。

ランタン用のかぼちゃは食用

のかぼちゃと違いほとんど空

洞なので、食べ物を無駄にすることはない。それどこ

ろか種を炒って食べることができる。 

表面にマジックで切り抜く

部分を書き、一人が切り、他の人がかぼちゃを押さえ

るようにして共同作業を行っていった。日本では普通

のこのことが、アメリカ出身の彼女

には興味深かったようだ。アメリカ

では一人で一つのランタンを作る

らしい。ジャック・ランタン作りの

中にも国民性が出ることに面白さ

を感じた。 後にろうそくを入れて

火をともすと、とてもきれいで、何か小さな芸術を作

った気分だった。日本にいながら他国の文化を実体験

でき、プチ留学体験のようだった。 

ブリアン先生、貴重な体験をありがとうございまし

た。 

～参加学生より～ 

 

 

 

 

 

外大弓道部アベック優勝！＆創設初のアベック昇格！ 

弓道部は今年度の関西学生弓道連盟主催のリーグ戦

において、男女ともにリーグ優勝するという快挙を成

し遂げました。男女ともそれぞれのリーグにて全勝し、

男子は五部リーグ優勝。女子は三部リーグ優勝を果た

しました。 

それに伴い、男女ともリーグ入れ替え戦に進出する

ことが出来、この入れ替え戦においても男女ともに勝

利を収めることが出来ました。結果、男子が四部リー

グに、女子は二部リーグに昇格！アベック昇格は外大

弓道部創設以来初の快挙と

なりました。 

来年のリーグでさらなる高

みを目指せるよう、これから

も外大弓道部は精進してい

きます。 

 

シャッターチャンスを見事にとらえ、 

美術展写真部門で大賞を獲得 

２部英米学科２年の下野恭子

さんの写真が、「富山県青少年美

術展」の写真部門で大賞に輝き

ました。下野さんの作品は、ぬ

かるんだ水田を自転車で走るレ

ースで子どもが顔をしかめて転

ぶ瞬間を写したもの。昨年、同美術展で獲得した銀賞

を上回ることができました。 

下野さんは高校時代から地元富山県で数々の賞を獲

得してきた腕の持ち主。主な被写体は人物ですが、い

つか海外の歴史的建造物のある街並みを写してみたい

そうです。カメラはデジタルではなくフィルムを愛用。

現像してから焼きあがるまでをわくわくして待つのが

楽しみの一つだそうです。 

写真の面白さは 

「自分の感動をダイレクトに伝えられること」 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 事 予 定 

12 月13 日（木）～21 日（金）・・・・・･外国人研究生募集願書受付 

15 日（土）・・・・・・・・・・・・TOEFL iBT 

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 

1 月  7 日（月）・・・・・・・・・・・・授業再開 

９日（水）～18 日（金）・・・・・編入学試験受験資格審査期間 

10 日（木）～18 日（金）・・・・・大学院博士及び修士２次願書受付 

10 日（木）・・・・・・・・・・・・特別選抜入試（外国人）合格発表 

 

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.ko

be-cufs.ac.jp 

次号は１/7 

発行予定です。 

大賞を受賞した下野さんの作品 


