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2012年2月・3月号 

神戸市外国語大学 

Kobe City University of Foreign Studies 

No.32 

 今回の語劇祭テーマは「たすけあい」。このテーマの通り、私自身も含め、語

劇に関わる全ての人たちの間に一体感が生まれる様子をはっきりと間近で見

て感じることができ、とても幸せでした。今の私の気持ちを全て述べるのにこの

紙面は小さすぎるので、最後に一言、一番言いたいことだけ言わせてください。

みんな本当にありがとう！ 語劇祭実行委員会 委員長 

 

 

 

  

  

最 優 秀 男 優 賞  （ロシア語劇団3年） 

最 優 秀 女 優 賞  （ロシア語劇団2年）  

最 優 秀 劇 団 賞  ロシア語劇団  

優 秀 劇 団 賞  英米語劇団 

優 秀 男 優 賞  （中国語劇団2年）  

優 秀 女 優 賞  （英米語劇団1年）  

若 葉 賞  （中国語劇団1年） 

 （ロシア語劇団1年） 

 （イスパニア語劇団1年） 

 （第2部英米語劇団1年） 

審 査 員 特 別 劇 団  第2部英米語劇団 

審査員特別男優賞  （英米語劇団1年） 

審査員特別女優賞  （第2部英米語劇団2年） 

音 響 賞  ロシア語.劇団 

照 明 賞  イスパニア語劇団 

字 幕 賞  ロシア語劇団 

舞 台 美 術 賞  イスパニア語劇団 

衣 装 メ イ ク 賞  英米語劇団 

実行委員長特別賞  （中国語劇団2年） 

  

終わっての感想は： 

 とにかく「やりきった」という感じだけです。 

監督を経験して 

 1つの劇を通して、全体を見ること、他の人の気持ち、他人への気配りなど 大切なこ

とをたくさん学べた。  

劇団員へのメッセージ 

 こんなリーダーについてきてくれてありがとう 

観客の皆さまへ 

 楽しんで頂けたなら幸いです。 

終わっての感想は： 終わって一安心！前日に2時間に収まらなかったのに、みんなの頑

張りで当日は収めることができました。  

監督をやってみて： 仕事があいまいで、悩むことも多かったけど、団員みんなと関われて

楽しかったし、やりがいを感じました。  

劇団員へのメッセージ： いままでありがとう！

これからもよろしく！皆がいたから監督ができ

ました。  

観客の皆さまへ： 感動したり、笑ったり、何

か感じてくれたら嬉しいです。作品を見て、現

実も頑張ろうと思ってくれたら幸いです。    

終わっての感想は： 半年間ずっと準備をしてきたものが2時間で終わってしまったという

寂しさと、観客が笑ってくれたので報われたという気持ちです。 

監督を経験して： 予想以上に大変だったが、劇団のみんなが支えてくれたので、なん

とかやりきることができました。  

劇団員へのメッセージ： みんなありがとう！

こんな監督についてきてくれて！  

観客の皆さまへ： クリスマスに貴重な時間を

使って観に来てくださってありがとうございま

す！ 

 また、来年以降も上を目指して頑張ってい

きたいと思います。 

監督を経験して 

 向いてないと思っていました。皆が新人。むしろ協力して、学年関係なく皆の意見が

取り入れられてよかったのでは。 

 監督は一番上。可愛い後輩のわがままを聞きたいけど組織としては…「してあげる苦

労」ではなく、「してあげてはいけない苦労」と

いうのは初めての経験でした。 

劇団員へのメッセージ： 皆うちの子です!! 

観客の皆さまへ： せっかくのクリスマスイブな

ので、クスッとでも笑ってくれたなら本望です。 

イスパニア語劇団 

 

最優秀男優賞 （ロシア語劇団3年） 

受賞しての感想： 嬉しいです。ですが、一言では表せないほどに嬉

しいです。みんながいなかったら、全くできていないと思っています。感

謝しきれません。 

審査員特別男優賞 （英米語劇団1年） 
受賞しての感想： 全く予想していなかったので、びっくりしています。弟

役の矢達さんや監督のやる気に引っ張ってもらってきたので、本当に感

謝しています。 

最優秀女優賞 （ロシア語劇団2年）  

受賞しての感想： 夏休みから劇団のみんなと本当に頑張ってきて、

「この賞を取りたい」と思っていたので、本当にうれしいです。 

 

審査員特別女優賞  

（第2部英米語劇団2年） 
受賞しての感想： 今日が私の誕生日なのですが、すごくいいプレゼン

トもらったなと思ってものすごくうれしいです。 

終わっての感想は： 1年間頑張ってきて、本番に

最高の劇ができたと思います。劇団の皆にも、観

に来てくれた皆さんにも本当に感謝しています。  

最優秀劇団賞を受賞の感想は： 自分がうれしい

というよりは劇団のみんなに対して「よかったね！」と

言う気持ちでいっぱいでした。 

監督を経験して： 今年初めてロシア語劇で、監

督のみに集中する監督に挑戦しました。みんなと

同じ向きを向いて心のケアをすることが監督の仕

事だと思います。 

劇団員へのメッセージ 

 1年間ついてきてくれた後輩のみんな、そして支え

てくれた先輩方、ありがとうございます。今日を迎え

られて本当に良かったです。  みんなに感謝してい

ます。  

観客の皆さまへ 

 今年はクリスマスイヴの3番手ということだったの

で、観に来てくれる皆さんに、ロシア語劇をプレゼン

トしたいと思って1年間頑張ってきました。自分たち

の作品素敵なクリスマスを過ごせてもらえたら嬉し

いです。  

    

最優秀劇団賞 
ロシア語劇団 
 

優秀劇団賞 
英米語劇団 
 

審査員特別劇団賞 
第2部英米語劇団 

中国語劇団 

第6 2 回  

語 劇 祭 

2011年12月24日（土）25日（日）の2日

間、寒風吹きすさぶ中熱演が繰り広げ

られました。各語劇団の監督たちに広報

サポーターがインタビューをしました。 
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３年生の就活中の皆様へ 
 

３年生の就活本番が12月1日よりスタートしました。 

全国の大学生が一斉に活動を開始したため、合同企業説明会に

昨年度を大幅に上回る参加者があったとの報道のように、堰を

切ったような急激な活動になっています。 

皆様はそのような中、周囲に惑わされることなく基本をしっか

りと見据えて活動をして下さい。 

その為には、エントリーシートの3本柱である「自己ＰＲ」と

「学生時代に最も頑張ったこと」「志望動機」をしっかりと仕上

げる事が大事です。 

これらについて相談したい方は「キャリアサポートセンター」

で対応していますのでお越しください。 

現在、就職活動中の人もまだの人も、自分のやりたいことや、社会人になってからのイメージがなかなかつかめず、

とまどってしまうことも少なくないはずです。 

そこで卒業された先輩方にお話を伺い、近況報告と大学時代を振り返ってもらいます。 

みなさんのキャリアプランニングの参考にしてください！ 

■現在の状況  

 

 技能職施策の担当として、表

彰式やものづくりイベントの開

催、ホームページの作成などを

通じ、市内の優れた技能職者の

PRや後継者育成に取り組んで

います。特に一年を通じて仕事

の中心となる表彰については、

「神戸市技能功労者表彰」をは

じめ、３つの表彰制度を担当し

ており、毎年約100名の技能

職者を表彰しています。推薦書

の受付から選考委員会の開催、

表彰式当日のコーディネート、

メディア対応まで幅広い業務を

行っています。 

 

 

■社会人になって感じたこと 

 

 仕事とプライベートの切り替

えの大切さです。土日の出務が

多いため、つい平日と休日の境

目なく仕事をしてしまいがちで

すが、趣味や休息時間を確保す

るために緩急つけた仕事を心が

けています。 

 

■大学生活を振り返って 

 

 何とか授業に置いていかれな

いようにロシア語漬けで過ごし

た４年間でした。在学中は、堅

苦しいロシア語の格変化に何度

もくじけそうになりましたが、

友人たちと助け合いながら難局

を乗り切りました。学生時代に

身着けた土壇場の底力と、友人

たちは一生の宝物です。 

■就職活動時、印象に残った 

      出来事            

 

 キャリアサポートセンターの

皆さんには、就職を考え始めた

２年生から内定をもらうまで長

きに亘り大変お世話になりまし

た。OG訪問先の紹介から面接

対策までしていただき、本当に

心強い存在でした。 

 

 

■後輩へのエール 

 

 私は３回生の５月から 公務

員試験勉強を始め、１年間ダブ

ルスクールで学びました。公務

員に絞った就活でいいのか、自

分の勉強のやり方で合格点に達

するのか何度も不安になり落ち

込みました。不安になり、迷う

ことは誰にでもあります。自分

にとって後悔の無い就活となる

よう、妥協せず頑張ってくださ

い。  

 

月 日 行 事 名 対象学年 

2012年2月1日(水) 

英語面接ロールプレイ③ 3年生 

GD講座② & 面接講座① 3年生 

2月8日(水) 

英語面接ロールプレイ④ 3年生 

GD講座③ & 面接講座② 3年生 

2月13日(月) GD講座④ & 面接講座③ 3年生 

2012年1月以降の就職関連行事 

時間 行動内容 コメント 

6：30 起床 

朝は、朝食づくりから始まります。また、仕事で

遅くなることもあるので、朝は家事を行う大事な

時間です。 

8：20 出勤 
始業までの時間は、新聞を読んだりメールチェッ

クなどをします。 

8：45 始業  

8：45～

10：30 
表彰式の準備 

翌日の表彰式の最終確認を行いました。表彰

状の枚数は正しいか、受賞者にお渡しする楯

の傷の有無などをチェックします。また、この段

階で当日の遅刻者や欠席者の最終確認も行

います。 

10：30～

12：00 
書類、決裁の作成 

神戸市内の技能職団体に対し、厚生労働省

が主催するイベントへの協力要請があったの

で、技能職団体宛の案内文を作成しました。 

12：00 昼食 
職場の付近には飲食店が多いので、おいしい

お昼ご飯やさんを発掘して楽しんでいます。 

13：00～

14：00 
搬入準備 

表彰式の会場設営のために、資材の搬出準

備を行います。 

14:10～

15：00 
資材運搬・搬入  

15：00～

17：30 
設営 

当日の受付準備、会場内の設営を行います。

表彰状の順番に間違いがないか再度確認を

行ったり、受賞者に手渡す記念品の袋詰め、

看板、照明、音響の調整など式が滞りなく実

施出来るよう細部まで確認します。 

17：30 終業  

18：30 帰宅  

23：00 就寝  

VOL .6 （ロシア学科 2008年卒業） 
  神戸市役所  

 市民参画推進局 市民生活部 勤労市民課   
 

 キャリアサポートセンターでは就職活動に役立つセミ

ナーの開催を随時企画しています。 

 こまめに掲示板をご確認ください。 
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第44回近畿中・高・大英語教育連絡協議会 

講演会公開授業開催報告 
  

 11月25日に近畿地区の約300名の中・高・大の教員や教育関係者が

本学の大ホールに集い、「英語が使える人材育成」に焦点をあてた授業

についての研究・協議会を行いました。講演者はNHK「プロフェッショナル 

仕事の流儀」にも取り上げられた関西大学教授の田尻悟郎先生で、

「授業づくりと授業見学の視点」について具体的なお話をお聞きすること

ができました。次に、ステージ上に35個の机と椅子を並べ、実際の中学生

や高校生も参加した公開授業が、中高各1クラス披露されました。さら

に、横田玲子教授による観

客席の教員全てを学生とみ

なした公開授業も行われ、

本学の教職課程履修学生

や、英語教育学専攻院生な

ども多数参加し、とても有意

義な研究会だったとの声が聞

かれました。 

新たに海外3大学と交流協定を締結 

 
 アメリカ、イリノイ州ロックアイランドのAugustana College

（2011年9月）、イギリス、ニューカッスル・アポン・タインの

Northumbria University（2011年11月）、中国、吉林省

の東北師範大学（2011年12月）の海外3大学と交流協

定を締結しました。 

 各協定により、2012年から本学学生の派遣留学が可

能となります。その他、各大学から留学生や交換教員の

受け入れも開始し更なる国際交流を目指します。 

 

 

 国際交流センターに各大学の詳しいパンフレットを置いていますので、留学に

関心のある方は是非ともご覧ください。 

神戸市立東町小学校との『小大連携外国語活動』 

 
 12月7日に総勢114名もの東町小学生を本学にお迎えし、今年で7回

目となる「小学生による本学教員や学生への英語インタビュー事業」を開

催しました。本学の学生25名がグループ・リーダーとなって、各4～5人で

構成する小学生グループを学長室や個人研究室、教室、学生会館、

図書館、体育館などに案内してくれ

ました。参加した小学生からは「先生

への質問はとても緊張したけど楽し

かった」、「大学生のお姉さん、お兄さ

んが一生懸命質問に応えてくれて、と

ても嬉しかった」といった感謝のメッセー

ジが届いています。皆様の温かいご協

力ありがとうございました。   

球技大会 
 

 2011年11月26日小春日和の下、学生

組織である体育会主催の球技大会が開

催されました。ソフトボール、フットサル、バ

レーボール、バドミントン、スポチャンなどどの

競技で、学生たちの元気な声が響きわた

り、盛り上がった球技大会となりました。 

「ラテンアメリカ文学史」特別講演会開催 
 
 講師に木村 榮一先生(本学名誉教授) 

と、アルゼンチン文学研究者でもある内田 

兆史 先生(明治大学講師)をお迎えし、

「アルゼンチン文学の100年」と題した特別

講演会を2011年11月25日(金) に開催し

ました。 

1st Nationwide Intercollegiate Marketing Competition in English 
第1回大学生マーケティングコンテスト  

開催報告 
 

 12月17日に、全国の13大学23チームから選ばれた8大学8チームが本

学の大ホールに集い、英語によるマーケティングプランを競いました。神戸

市に本社を置く婦人服メーカーの商品を題材として、広告宣伝会社の

提供による実際の市場データを駆使した、具体的な発表が行われまし

た。 

 優勝は東京大学、準優勝

は関西大学で、本学のチーム

も第3位の栄誉を獲得。競技

の運営は、本学の10数名の

学生とアダム・アカー准教授に

よる実行委員会が行い、野

村和宏教授にもご参加いただ

きました。 

 競技の様子はインターネット

でもライブ中継され、現在でも

録画映像が配信されていま

す。次のページの「過去のライ

ブ」に3つの映像がありますので

ぜひご覧ください。  

 

http://www.ustream.tv/

channel/marketingjp  

須磨翔風高校生徒の皆さんが本学を訪問  
 
2011年12月13日（火）に神戸市立須磨翔風高校の生徒さん11人が

大学見学に来られました。須磨翔風

高校とは年間を通じて、本学教員・学

生が同高校を訪れ、英語の授業など

のサポートを行っています。 

当日は英米学科野村和弘教授に

よる模擬授業のほか、図書館見学、

外大生との交流を行いました。 

 Augustana College 

 

 

Northumbria University  

http://www.ustream.tv/channel/marketingjp
http://www.ustream.tv/channel/marketingjp
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―編集後記― 

今回のインタビューは授業では知ることのできない横田先生の一面を

知ることができた本当に有意義な時間となりました。言葉を学ぶという

ことは何通りもの自分の可能性を生みだすのだなと感じました。また学

生への熱いメッセージも頂き、残りの学生生活をしっかり頑張ろうと思

いました！ （足立） 

私の知っていた初等英語教育とは全く違ったものを知れて、とても参

考になりました。（土井） 

横田先生の話は心に響いてくる話ばかりでした。その中で、特に印象

的だったのが球根の話で、私も誰かに種を蒔いてあげられるような大人

になりたいと思いました。（畑） 

VOL．14 横田 玲子 先生 

広報サポーター企画「教員インタビュー」！ 

授業中には見ることのできない先生の素顔に迫っていきます。 

 第14回目は総合文化コースの横田先生です。先生お気に入りのオフコー

スをBGMに色々なお話を伺いました。 

Q：小学校の先生から英語教育学を志されたのはなぜですか。 

 6年間青森県で公立小学校の教員をしていて、そのあと3年間文科省の

派遣教員制度で香港の日本人学校で教えていました。当時の香港はまだ英

語を使う環境ではあったのですが、アメリカ人の友人から、アメリカでは

勉強したいことをストレートに勉強できるという話を聞いて、日本に帰る

のではなくてアメリカで勉強したいと思い、とりあえずアメリカへ渡りま

した。ずっと小学校の先生をしていて、英語が分からなかったので語学学

校で勉強をしていたのですが、同じレベルの人たちが集まっていては英語

が上達しないと思い大学院へ進むことに決め、必死で勉強しました。そこ

で一冊の本に出会いました。その本には、自分が教員をしていて感じたこ

と、理論にしたかったことが全て載っていて、

すごく共感し納得できる内容で、この本の筆者

のもとで勉強したい！と思い、修士号を取った

後、その先生のいる大学へ移動し教育について

学びました。そしてそこで学んだことを日本の

言語教育に役立てたいと思ったのです。 

 

Q：そのあとすぐに本大学の教員になったのですか。 

 アメリカから帰国後、静岡県の私立小学校に就職しました。そこには、

イマージョンプログラムといって、英語で算数などの教科を教えるものが

あり、私は外国人扱いで採用され働き始めました。日本の教科書を英語に

訳して、英語で授業をしていました。でもテストは日本語で行い、子ども

たちはどちらの言語も習得することを目標としていました。そこで5年間

働いていたのですが、子どもたちにとって、こんなに英語を強いる必要性

はあるのかと疑問を持つようになりました。そこでちょうど神戸外大の大

学院が開設され、児童英語教育分野の人材を募集したので、大学教員にな

る選択をしました。 

 

Q：沖縄が好きだと聞きましたが、どうしてですか？ 

 沖縄には特別な思いがあるからです。30代は海外にいて、40歳から日

本に戻って働き始めるになったのですが、そこからずっと、英語と日本

人、教育と英語という関係を考えるようになりました。その時に沖縄の先

生と知り合うことがあって、その方に英語教育と沖縄の関係ですごく心打

たれる話を聞いたからですね。 

 小学校での英語教育のための教員研修で、先生方に英語を学ぶというこ

とについて話すのですが、先生方には「なぜ英語なのか？」という疑問が

あるように感じます。そこで毎回、戦時中の沖縄のあるお爺さんの話をし

ます。このお爺さんはハワイに移住しており英語が話せたため、鍾乳洞に

避難していた民間人の自決を止めさせて、米兵に「ここには兵士はいな

い、民間人しかいないから殺さないでくれ」と交渉し、そこにいた民間人

を投降させました。そして、そのお爺さんは他の鍾乳洞にも行って同じよ

うに米兵と交渉し、1,000人以上の命を救いました。このお爺さんの行動

には外国語教育にとって大切なものがあります。それは、暴力ではなく言

葉で話せばわかり合えるという「言葉への信頼」と、英語が話せることに

よって米兵は民間人を殺さないという全くの「異文化を理解」できたこ

と、そしてどんな状況であれ英語を使うという「勇気」があったことで

す。 

 言葉を使って人と関わるということを子どもたちに経験させるためな

ら、年間35時間でも言葉の大切さを学ぶ時間としてはとても大切だと思

います。「人と関わるための言葉」というのが小学校での英語教育では大

事なのではないかと思っています。それは、英語を通して人を育てるとい

うことにつながるからです。 

 

Q：毎年恒例の小学6年生の外大訪問の意義は何ですか？ 

 担任でも親でもない外大の大人達が自分たちを一生懸命相手してくれる

ような経験はなかなかできないですよね。その経験が、子どもたちが大人

になっていく過程で、人と関わることの大切さを実感する助けになってく

れればと願っています。 

 

Q：先生にとって教師とは？ 

 球根を植える人と、咲いた花を楽しむのは別の人

と言う場合がありますね。球根は自分で育つ力を

持っているからそれを信じる。種についても同じ。

教育の場にも同じことが言える。教師は学生たちが

社会に出て花を咲かせることを信じて、種をまいて

いるのです。 

 

Q：教師を目指している人たちへのメッセージ 

 クラスで自分を我慢したり、わかってもらおうとしたり、助け合ったり

する経験をするのが学校教育。教師は「人を育てる」仕事だということを

意識し、生徒たちにどんな人になってほしいかのビジョンを見せながら、

彼らと一緒に成長していってほしいです。 

 

Q：総合演習の中で大事にしていることは？ 

 『教えない教育』。教育において大事なのは、経験を通して学ぶこと。

私が担当する「児童英語教育」や「小学校英語教育論」においても言える

ことなのですが、大学という、失敗を許される安全な場所で自ら学んで

いってほしいから、言葉で何もかも教えるのではなくて、学習者を信頼し

て「学び」を任せるという『教えない教育』です。 

 

 

総合文化コース 横田 玲子教授 
・青山学院大学文学部2部教育学科 

初等教育学専攻卒業 

・公立小学校教諭（9年） 

・ウエスタンミシガン大学言語学部 

修士課程修了（M.A.） 

・アリゾナ大学教育学部 

Language, Reading, and Culture学科博士

課程修了（Ph.D.） 

・加藤学園暁秀初等学校 

イマージョンプログラム教諭（5年）  
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生協のココが気になる!！ 
 

 こんにちは！まもなく東日本大震災が起こってから1年が経ちますね。しかし、震災の傷跡はまだまだ癒えていません。震災の
記憶を風化させないことが大事です！！ 
 ということで！今回は生協が行っている震災復興支援事業についてきいてきました！被災者救援募金は震災直後の3月14日から
始まり、164大学生協から33,778,363円が寄せられ、震災で父母をなくされた方、実家が全壊した方へのお見舞い金
制度に活用されているそうです。また、4月11日から学生ボランティア活動も行っていて、ボランティアセンターや避難
所での支援、一般家庭や道路の泥出し、家財の整理などを行ったそうです。 
 活動内容の詳細を知りたい方は → http://www.univcoop.or.jp/active/revival/vol02.html 

●普段から防災の為に何をしておくと良いですか？ 

⇒意識！普段から災害に遭った時

の、自分や家族の動きをイメージト

レーニングをしておくことが大切！

いざという時に被害を少なくするた

めには、常に危機管理することが大

事。また、防災訓練に参加して消火

器、消火栓、防火扉などの使い方を

知っておくことも大事！ 

●具体的な危機管理対策は？ 

⇒２ℓペットボトルの水を家に何本か常備しておくだとか、お風

呂の水をためておくなどです。お風呂の水は、トイレの水が流れ

なくなったときなどに役立ちます！他にもたくさんあるので、

ネットで防災の知恵を検索してみてください。 

●防災の豆知識ってありますか？ 

 デジタル放送対応テレビで普段は番組情報などを見るために押

すｄボタン（データ放送）。実は！台風などで川の水位が上がっ

た時もｄボタンを押せば、水位を確認できるのです！覚えとくと

役に立つかも！？ 

 

 今回は外大初の防災訓練というこ

とで馴染みがなく、学生の参加者は

少数でしたが、消防士さんが言って

いるように、普段から防災の意識を

持つことが大切です。意識をもつた

めにもぜひ第２回の防災訓練には参

加してみてくださいね！ 

 

 

3月11日に起こった未曾有の東日本大震災。 

広報サポーターには、阪神・淡路大震災の経験者もおり、震災を風化させたくないという思いか

ら、外大生たちが行っているさまざまな活動を紹介し発信していければと考えています。 

今回はスペイン留学中に東日本大震災の報せを聞き、現地で活動を行っていた学生にお話しを伺い

ました。 

イスパニア学科４回生 

  

 3月11日地震が発生した時、スペインの南部グラナダに留学してまだ10日でした。最初はスペ

インで流れる日本に関する報道に惑わされ、何もできない自分に歯がゆい思いをしていましたが、グ

ラナダに留学中の日本人5人で「Pray for Japan GRANADA」を結成し、募金活動と情報発信を目

的に活動を開始しました。最初は小さな募金箱から始まりましたが、市役所の方や学校の先生、友人

などたくさんの人の支えがあり、募金活動や折り紙教室、フラメンコのチャリティーイベントの企画

運営など行うことができ、気がつけばどんどん規模が大きくなっていました。 

 特にうれしかったのがたくさんの人が私自身の心境や日本にいる家族友人のことを心配してくれ

たことです。グラナダの人々の温かさを身にしみて感じました。最終的に7,474.96ユーロ(約86万

円)を日本赤十字社に送金することができました。帰国した今も、この時にできた絆を大切にしていき

たいと思います。 

3月29日第1回目の活動の様子 

4月10日マラソン大会での活動 

 

 皆さん冬休みはどう過ごしましたか？神戸市外国語大学では、昨年12月16日(金)に第1回全学防災訓練が行われました。学生会

館１階から火災発生という設定で避難訓練をしたり、消火器・消火栓の使い方を消防士さんに指導してもらいました。訓練に参加

した学生は、練習用の消火器を実際に使ってみました。消防士さんが言うには、訓練の時は失敗しておくことが大事だとか！訓練

で失敗しておけば、もしものとき同じ轍は踏みませんよね♪ 
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■ 日本学生支援機構奨学金について 
 

適格認定奨学金-継続願-の手続きについて 

 現在奨学金の貸与を受けている全学生は学生支援班で本人の

書類を受け取り、インターネットhttp://ttt.sas.jasso.go.jp/で

継続願を提出してください。1年に１回この継続願を提出しない

場合は、来年度の奨学金は廃止されます。注意してください。 

対象学生：第一種・第二種奨学金の貸与を受けている全学生。

（来年度休学予定の学生も含む）ただし、次の者を除く。 

最終学年の学生 ②現在、休止または停止の学生 

入力期限：2012年1月4日（水）～2月3日（金） 

 ※期限までに提出が難しい場合、学生支援班まで連絡してください。 

【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班  

        ℡ 078-794-8131 

 

奨学金返還について 

 2012年3月で貸与終了となる学生（主に4年生/卒業予定

者）の奨学金の返還は、2012年10月29日が初回の引き落

し日になります。 

 卒業後、進学する場合は進学先の学校に、また、留年など

で卒業時期が延びる場合は4月に学生支援班に「在学届」を

提出すると返還期限が猶予されます。 

 また、病気・失業などの事情で返還が困難になった場合

は、速やかに機構に「奨学金返還期限猶予願」を提出してく

ださい。 

奨学金は、先輩奨学生からの返還金が、後輩奨学生の奨学金

として循環運用されています。一人ひとりが奨学生としての

責任を自覚し、必ず返還してください。 

 

 
■ 2011年度 TOEFL iBTおよび 
       IELTSの受験料補助 
 国際交流センターでは、TOEFL iBTおよびIELTS、受験料の

補助を行います。対象者は下記内容を確認の上、必ず期日まで

に申込んでください。 

1．補助対象者：学部・大学院生であって、2011年4月1日以

降にTOEFL-iBT又はIELTSを受験した者。 

2．補助金額：5,000円/人 

3．補助金の申請手順：国際交流センターにて配布している申請

書類に記入の上、必要書類と共に提出。 

4．申込期限：2012年3月9日（金）17時 

①申請は１人１回のみとする。 

②補助は予算の範囲内において行い、先着順にて随時支給

する。 

※予算の範囲内での補助金交付を行うため、申込期限前に打ち切きる場

合がありますので、早期の受験・申請をしてください。 

■ TOEIC公開テスト 
第169回 3月18日（日） 

 申込受付期間：2月1日（木）まで 

 スコア返却：4月17日（火） 

●一般申込日程より締切が５日早いのでご注意ください。 
 
 

■ 卒業・進級予定者（学部・第２部）の発表および 
      成績通知書の交付について 
下記の日程で卒業・進級予定者を発表します。 

あわせて、成績通知書を交付しますので、必ず受け取ってくださ

い。（学生証持参のこと） 

※本人以外の代理受領は本人の押印のある委任状が必要です。 

1．3月1日（木）・2日（金） 

2．時間・場所については、後日掲示します。 

【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班  

         ℡ 078-794-8133 

 
■ 卒業・修了・成績証明書の事前申し込みについて 
 卒業・修了予定者で、卒業・修了・成績証明書の交付を卒業式

当日に希望する学生は、学生支援・教育グループにて下記期間に

申請してください。式当日は証明書の発行はしていません。 

申請期間：3月1日（木）～３月7日（水）  

※①受付時間については、ホームページで確認してください。 

   手数料：証明書１通につき300円 

※②3月1日（木）は在校生の証明書発行は行いませんので注意し

てください。2011年度の卒業・修了・成績証明書については、

３月26日（月）より即日発行できます。 

※③3月12日（月）～23日（金）の間は、成績証明書の発行は

できません。 

【問合せ先】学生支援・教育グループ 学生支援班   

       ℡ 078-794-8131 

 

 
■ 科目等履修生、司書課程、学校図書館司書教諭課程、 

教職課程の募集要項の配布について 
2月1日（水）から要項を配布します。 

出願日：3月1日（木）・2日（金） 

試験日時：3月8日（木） 

 
■ 講義概要（シラバス）・時間割表の配布 
講義概要（シラバス）・時間割表の配布は、外大ポータルサイ

ト「GAIDAI PASS」などで掲示します。 

※時間割表については、希望者は学生支援・教育グループ カ

リキュラム班で配布します。 

 
■ 英米学科（学部・第2部）専攻語学Ⅲ・Ⅳの予備登録 
 3年生・4年生の専攻語学ⅢおよびⅣについては、事前に予備

登録が必要です。詳細については外大ポータルサイト「GAIDAI 

PASS」でお知らせします。 

 
■ 履修登録 
 日程については3月下旬に外大ポータルサイト「GAIDAI 

PASS」などで掲示します 

【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班   

℡ 078-794-8133 

 授業料・奨学金・その他補助事業など 

 検 定 

 申し込み・手続き 

 配布・履修 
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■ 学部・第２部転部試験について 
出願日：2月13日（月）～17日（金） 

試験日時：3月8日（木） 

合格発表：3月20日（火・祝） 
■ 後期試験について 
 2月6日（月）～2月10日（金）に後期試験を行います。 

     （2月13日（月）は試験予備日） 

詳細は、GAIDAIPASS、本部棟前の掲示板に１月中旬に掲示

（公表）します。 

※期間外に試験を行う科目もあるので、掲示に注意してください。 

■ 追試験について 
 正当な事由により後期試験を受けることができない学生で、

追試験を希望する場合は、追試験願書（用紙はカリキュラム班

で交付）と事由証明書をカリキュラム班へ提出してください。 

【問合せ先】学生支援・教育グループ カリキュラム班   

℡ 078-794-8133 

 試 験 

 

春季休暇期間は、2月14日（火）～4月4日（水）です。 

下記施設以外は通常通りです。 

 

- 学生支援・教育グループカウンター - 
 

月・水・金曜日  9時～19時 

 (注意)17時以降に窓口に来られる学生は、できるだけ用件を17時ま

でに担当者に電話等で伝えたうえで来てください。 

火・木曜日    9時～17時 

 

- 学 生 会 館 - 
 

月・水・金 曜日 9時～19時30分 

火・木曜日    9時～16時30分 

土・日曜日・祝日 9時～17時30分 
(注意)土･日曜日・祝日の利用については、特に事由があり事前に使用許

可を受けた場合に限ります。また、使用願いは利用日の１週間前までに

提出してください。 

- 図 書 館 - 
■春季休業中の開館時間 

月曜日～金曜日：9時～16時30分 

休館日：土曜日・日曜日・祝日 

    2月16日（木）3月12日（月） 

    3月23日（金）～31日（土） 

    4月5日(木) 

 

■春季休業に伴う長期貸出 

下記のとおり長期貸出を行います。 

期  間：1月23日（月）～3月22日（木） 

返却期限：4月13日（金）  

貸出冊数：1・2年生は上限が通常の5冊から7冊になります。

他の方は通常通りです。 

※院生は3月16日（金）以降の貸出分の返却期限が４週間後になりま

す。 

※今春卒業・修了予定者は長期貸出が適用されません。  

 

■卒業・修了予定者の最終返却期限 

 今春卒業・修了予定者の方へ貸し出した資料の最終返却期限

は3月9日(金)です。期日までに必ず返却してください。 

 

■卒業後の図書館の利用 

 卒業後も図書館を利用することができます。資料の閲覧・複

写、図書の貸出ができます。利用する際は4月以降に図書館カ

ウンターに申し出てください。図書館カードを発行するには住

所を証明する書類が必要です。 

春季休暇期間の施設開閉時間について 

 課外活動報告 2011年 

第44代姫路お城の女王 

 国際関係学科2年生の黒田舞香さんが、姫路お城まつり奉賛会の選考

を経て、6月5日（日）第44代姫路お城の女王に選定され、１年間姫路

市での様々なイベントやＰＲ活動においてご活躍されております。 

第１０回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト 

 7月上旬～8月上旬にかけて、中国湖南省長沙市において、予選を勝ち

抜いた学生により、第10回「漢語橋」世界大学生中国語コンテストの準

決勝・決勝が行われ、修士1年生西村英希さんが、見事に三等賞を受賞

されました。 

関西女子バスケットボールリーグ戦 

 8月～9月にかけて行われた関西女子バスケットボール3部Ａリーグ戦

において、中国学科3年生の河智香さんが、得点王として関西女子バス

ケットボール連盟より表彰されました。 

第3回兵庫県中国文化交流会中国語スピーチコンテスト 

 10月10日（月） 神戸学院大学において、神戸東洋医療学院孔子課堂

主催の第3回兵庫県中国文化交流会中国語スピーチコンテストが行わ

れ、中国学科3年生の阪口方基さんが最優秀賞、同じく中国学科２年生

の奥山順治さんが優秀賞を受賞されました。 

 また、中国学科2年生の本行裕次郎さんと宮田知佳さんが、審査員特

別賞を受賞されました。 

第29回全日本中国語スピーチコンテスト奈良県大会 

 10月15日（土）奈良国際研修館において、奈良県日本中国友好協会

主催の「第29回全日本中国語スピーチコンテスト奈良県大会」が行わ

れ、中国学科3年生小林未奈さんが、弁論の部で三位に入賞されまし

た。 

第十六回「草枕」国際俳句大会 

 「草枕」国際俳句大会実行委員会主催の第十六回「草枕」国際俳句大

会において、ダマソ・フェレイロ・ポッセさん（サンティアゴ・デ・コ

ンポステーラ大学）が、本学との交換留学中に、俳句の部ジュニア部門

において大賞を受賞されました。 

第29回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会 

 10月29日（土）piaNPOにおいて、大阪府日本中国友好協会主催の

「第29回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会」が行われ、中国

学科3年生の田中結衣さんが、上級弁論の部において、大阪府日本中国

友好協会会長賞を受賞され、全国大会へ推薦されました。また、同じく

上級弁論の部において、中国学科3年生の阪口方基さんが、大阪府知事

賞を、中級暗唱の部において、中国学科2年生の中岡裕美さんが、大阪

市長賞を受賞されました。 

立命館孔子学院主催第6回中国語スピーチコンテスト 

 10月30日（日）立命館大学において、立命館孔子学院主催の第6回

中国語スピーチコンテストが行われ、中国学科1年生の平藤聡子さん

が、最優秀賞、同じく中国学科4年生の吉岡えりなさんが、優秀賞を受

賞されました。 

第2回西日本地区「中国語歌唱コンクール」 

 11月12日（土）関西外国語大学において、中華人民共和国駐大阪総

領事館教育室・関西外国語大学孔子学院主催の第2回「西日本地区中国

語歌唱コンクール」が行われ、中国学科2年生の宮田知佳さん・村山利

奈さんが、一等賞を受賞されました。 

第25回全日本学生中国語弁論大会 

 11月26日（土）京都外国語大学において、京都外国語大学・上海教

育国際交流協会主催の第25回全日本学生中国語弁論大会が行われ、中国

学科3年生の阪口方基さんが、京都外国語大学総長賞を受賞され、上海

への研修旅行に招待されました。また、中国学科2年生の奥山順治さん

が、中華人民共和国駐大阪総領事館教育室賞を、同じく中国学科2年生

の宮田知佳さんが、京都商工会議所会頭賞を受賞されました。 

ＮＰO団体の設立、東日本大震災の被災地支援 

 英米学科4年生の鈴木あゆ美さんが設立された「スポアートサポート

かんさい」が、東日本大震災の被災地へのバスツアーなど、被災地の復

興に向け様々な活動を行っております。この支援活動は、4月19日・7

月21日の神戸新聞にも掲載されました。 

名古屋外国語大学第５回学生通訳コンテスト 

 12月3日（土）名古屋外国語大学において、名古屋外国語大学第5回

学生通訳コンテストが行われ、国際関係学科４年生の山下佐和子さん

が、見事に準優勝を受賞されました。  

名古屋外国語大学第５回学生通訳コンテスト 

 12月3日（土）名古屋外国語大学において、名古屋外国語大学第5回

学生通訳コンテストが行われ、国際関係学科４年生の山下佐和子さん

が、見事に準優勝を受賞されました。  
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一般入試に伴う施設利使用について 

 
2月24日（金）・3月11日（日）については入試準備

のため、学舎・第2学舎は立ち入り禁止とします。 

2月25日（土）・3月12日（月）については入試のた

め、全施設使用できませんので、注意してください。 

受験生の皆さんが試験に集中できるよう、ご協力をお願

い致します。 

行事予定 

1月30日（月）～ 

  2月3日（金） 
修士課程英語教育学専攻 願書受付 

2月4日（土）～ 

    18日（土） 
修士課程英語教育学専攻冬学期 

2月6日（月）～ 

    10日（金） 
後期試験 

2月13日（月） 試験予備日 

2月13日（月）～ 

    17日（金） 

外国人研究生2次・研究生・研修生・編入・転部  

願書受付 

2月14日（火） 春期休業 開始 

2月18日（土） 修士課程2次・博士課程入学試験 

2月23日（木） 修士課程2次・博士課程入学試験合格発表 

2月25日（土） 一般入試（前期日程） 入学試験  

3月1日（木） 
一般入試（前期日程）合格発表  

外国人研究生2次試験・研究生・研修生・科目履修 

願書受付 

3月4日（日） 修士課程英語教育学専攻 入学試験 

3月8日（木） 
外国人研究生第2次・修士課程英語教育学専攻  

合格発表 

転部・編入・科目履修 入学試験 

3月12日（月） 一般入試（後期日程） 入学試験 

3月14日（水） 

3月15日（木） 

一般入試（前期日程）・修士・博士課程・外国人研究

生2次・修士課程英語教育学専攻・研究生・研修生 

入学手続き 

3月20日（火・祝） 
一般入試（後期日程）、転部・編入・科目履修  

合格発表 

3月23日（金） 卒業式 

3月26日（月） 
一般入試（後期日程） 入学手続き 

大学院修了式（予定） 

3月27日（火） 転部・科目履修 入学手続き 

4月2日（月） 
修士課程英語教育学専攻 宣誓式 

オリエンテーション 

4月5日（木） 
入学式 

オリエンテーション 

4月6日（金） 
オリエンテーション 

日本学生支援機構奨学金申込説明会 

4月9日（月） 授業開始 

原級等の修学状況の事実に関する保証人への 

通知制度について 

 

本学では学生支援の一環として原級等の修学にかかわ

る問題について出来るだけ早期の解決につなげるよう、

保証人にその状況を通知する制度をはじめることとしま

した。 

神戸市個人情報保護条例に基づき、この通知は学生本

人の同意を前提に実施します。保証人に対する通知を望

まない場合は、以下の期間に同意ができない旨を学生支

援班まで申し出るようにしてください。 

なお、期間内に申し出がない場合は、同意があったも

のとみなして扱いますのでご注意ください。 

 

①原級の通知：学期末成績発表後成績照会申し出期間 

      （～3月5日（月））まで 

②履修未登録の通知：履修登録期間終了後の4月末まで 

広報サポーター募集! 
 学内誌やオープンキャンパス、大学見学に来られた高校生と

の交流など、大学交付のお手伝いをしてくださる学生産を募集

します。応募や質問については本部棟１F経営企画グループ広報

班までお気軽にお越しください！ 

 一緒に神戸外大を盛り上げましょう！ 

 

 

 

卒業式・修了式のお知らせ   
 

日   時：3月23日（金）10時～ 

      （受付開始 9時30分～） 

場   所：神戸市外国語大学 大ホール 
＊保護者の方は、第2学舎で中継をご覧いただきます。 
 

 

卒業記念パーティーのお知らせ 
 

 神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「2011年

度卒業記念パーティー」を下記のとおり開催いたします。 

 卒業する学部生・院生の参加をお待ちしております。保護

者の方々もぜひご参加ください。 

 

日 時：3月23日（金）13時30分～ 

       （受付開始 13時～） 

場   所：シーサイドホテル舞子ビラ神戸 

       神戸市垂水区東舞子町18-11 

       ℡ 078-706-3711 

交通機関：大学より舞子ビラ神戸までの送迎バスを予定 
 （JR神戸線「舞子駅」、山陽電鉄「舞子公園駅」より徒歩7分「舞子駅」より

「舞子ビラ神戸」シャトルバス有り） 

参加費：卒業する学部生・院生および保護者の方は無料 
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