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ies私の留学体験リポート
北京語言大学夏季短期派遣留学　第一期生が帰国しました！
今年度から開始された、北京語言大学夏季短期派遣留学制度。
8月 2日から 8月 29日までの 4週間、「強化班」という集中
コースでみっちりと中国語を勉強してきた第一期生の３名に
報告していただきます。

授業について教えてください

　2012年6月、ドイツのデュースブルグ市にあるUniversity of 
Duisburg-Essen(デュースブルグ・エッセン大学)東アジア研究科
と学生交換協定を締結しました。本協定により、2013年度春から交
換留学生の派遣と受入れが可能となります。
　当大学は、ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州にある2つ
の大学(各1972年設立)の合併により新設された、11の学部から成る
国立大学です。デュースブルグキャンパスとエッセンキャンパスの2
つに分かれ、キャンパス間はシャトルバスが出
ています。デュースブルク市は人口50万人で、
大学周辺は緑も多く生活しやすい都市です。
※交換留学の応
募締切は、11月
2日（金曜）17
時です。
　問合せ先：国際
交流センター

University of Duisburg-Essen（ドイツ）
東アジア研究科と交換協定を締結しました 　日本語プログラム（JLP）創設以来初めて、大使館推薦

による国費留学生を受け入れ、2012年度秋学期JLPを
開始しました。イタリア、ドイツ、フランス、モンゴルか
らそれぞれ1名の留学生を迎え、2012年度春学期から
受講しているアメリカからの留学生2名と合わせて秋
学期のJLP留学生は6名となります。今後さまざまな行
事を交えながら、主に日本語の勉強を行います。

2012年度秋学期日本語プログラム開始

原田梨沙
井河原早稀 
佐野佳那恵 
中国学科  ３年生

Ｑ.
朝8時から15時まで毎日6時間授業があります。午前
中の授業は口语（スピーキング）が毎日と、阅读（リー
ディング）・听力（リスニング）が交互にあり、午後は写
作（ライティング）・习惯用语（イディオム）が交互にあ
りました。先生の問いかけに対して生徒がどんどん発
言していくスタイルで、宿題も毎日ありました。

A.

　実際に行ってみると、国内にいては体験できないことや
知ることができないことがたくさんあるので、少しでも
迷ったら必ず行くべきです！
　ただし、誰でも行けるわけではないので、何のために留学
するのかという目的をしっかり持ってほしいと思います。

学校について教えてくださいＱ.
 北京語言大学は、「小さな国連」と呼ばれているだけ
あり、世界各国からの留学生が集まっています。校内
はとても広く、食堂や図書館の施設も充実していま
す。食堂では5～10元で食事ができますし、近くに
スーパーも３軒ほどあります。

A.

留学中に心がけたことは？Ｑ.
積極的な欧米の学生たちに負けないよう、間違ってい
てもとにかく自ら発言するよう心掛けました。また、
予習をしっかりしていくことで授業についていくこ
とができました。
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　来春卒業予定の方は、『就職内定届』または『進路予定
届』の提出が必要です。未提出の方は、12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
もしくは本学のホームページ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現在進路
未定でも提出してください。未提出の方へは、直接電話連絡
をさせていただきますのでご了承ください。

★学部・大学院を2013年3月卒業予定の皆さんへ
企業等から1社以上内定を受けた方

◆公務員、教員再受験準備の方
◆進学、留学の方
◆既に社会人で在職中の企業等に
　就業される方　
◆アルバイト、家業の方

『進路予定届』を提出する

『就職内定届』を提出する

　就活では自分を早く見つけることが大事だと思います。でも自分の
将来なんて分からないっていう人、それが普通。すでに夢が決まってる
なんていうのはある意味奇跡。そんな遠いことを考えるのではなく、
じゃあ今何に興味があるの？この先5年は何がしたい？を考えてみて
ください。そうすれば、自分の進む道が少しずつ見えてくると思いま
す。就活を遊びましょう！

★後輩へのエール

社会人、
頑張って

ます！

OB・OGからの報告

VOL.10　逢坂　理嘉

株式会社  岩井特許翻訳事務所
特許出願に関する翻訳業務及びサポート業務

9:30 出社

朝は通勤ラッシュを避けての出勤。緑の多いロケーションなので、毎朝
気分爽快！(始業時間は9:30～10:00のフレックス)

9:40 メール確認&今日のスケジュール確認

特許関連の案件では長いもので納品までに１カ月以上かける場合もあ
るため、納期に合わせて自分なりのスケジュールを立てるのは、とても
大事な作業。私のみでなく、トレーニング中の後輩のスケジュールも一
緒に立てる。新任の翻訳見習い社員には先輩翻訳者がメンターとして
指導を行なう。

10:00 翻訳作業開始

今日から新しい案件に取り掛かる。特許翻訳は、いわばまだ世に出てい
ない最新技術を翻訳する仕事なので、まずは技術背景の下調べが必要。
文章を読みながら自分で「ふむふむ」。朝は頭が一番働くので、仕事がは
かどるはかどる。

12:00 ランチタイム

昼食は大体社員みんなで一緒に食事。社長室にはキッチンがあるので
社長の手料理をごちそうになることも(笑)この時間を使って情報交換
やミーティングを行なう。

13:15 翻訳作業再開

翻訳は日本語をそのまま写すのではなく、その意図するものを引き出
すもの。技術文書だからと言ってたんたんと一語ずつ訳すのではなく、
ストーリー性が大事。
14:30 訪問客対応

16:00 翻訳チェック

後輩が担当した翻訳文の誤字・脱字等をチェックして、フィードバッ
ク。自信のなさそうな顔をしながらもちゃんと成長している後輩に
ニッコリ。

18:30 後輩からの報告

今日の仕事の進み具合や、本人が感じる今日の自分の出来、反省点等を
報告してもらう。翻訳ペースはその日の気分によっても変わるため、メ
ンタル面のサポートを心がけて行なう。この報告をもとに、今後の指導
スケジュールを変更する。

18:45 帰宅

ラストスパートのおかげで今日のノルマ分は余裕で終了。今日の翻訳
量は約5,000文字、悪くない。(終業時間は18:30～19:00のフレックス)

ある日のスケジュールある日のスケジュール

★現在の業務 
　一年半翻訳者見習いとして訓練を積んだ後、現在は主
に、外国に特許出願する際に必要な、権利範囲を構成する
発明品の明細書等の日英、日中翻訳を担当しています。
　今年度からチームリーダーに昇格し、見習い中の後輩
の指導、人事採用等の業務にも取り組んでいます。
　実際に弁理士や発明者の方とともにミーティングをす
ることもあるので、知的財産の知識を深め、将来は弁理士
になることを視野にいれて、日々勉強を続けています。

★社会人になって感じたこと
　「学生気分」というのはどれだけ甘いものかを身を持っ
て感じました。私の会社では社員一人の力で大きく会社
の行く先を変えることができるので、自分を甘やかさず
に、自分が中心になるという意気込みが、さらなる成長へ
と導いてくれます。

★大学生活を振り返って
　時間の進むスピードが遅いようで速かったのが私の大
学生活でした。もっといっぱい動いて、見て、感じるとい
うことをすれば良かったと感じます。社会ではどんな小
さなこと、変な事でも役に立つことがあります。

★就職活動時の印象に残った出来事
　未経験者は難しいということもあり、元々遠い将来の
夢として翻訳者になりたいと思っていましたが、他の仕
事で内定をもらい、卒業までのつもりで始めたバイト先
が卒業後の就職先になりました。ここは生協に貼ってあ
るバイトの掲示板で見つけた会社だったので、縁という
のは本当にあるのだと感じました。

（中国学科　2010年卒業）

チャンスは誰にでもやってくる。ただ、そのチャンスがあなたの
ドアをノックした時に、あなたの準備ができてなければ、チャン
スは待ってはくれない。そうしてせっかくの機会を逃すのだ。

★悩んでいる後輩へ

依頼は主にメールかお電話を通して入ってくるが、時々直接いらっ
しゃるお客様の対応をすることも。単に原稿をいただいて終わりでは
なく、その翻訳が必要になったバックグラウンドも伺うことで、お客様
の本当のニーズに応えられるようお手伝い。

キャリアサポートセンターからのお知らせ

　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！
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神戸市外国語大学・
公開講座

　勉強の秋、読書の秋。この秋、公開講座に参加してあなたの知識をさらに深めて
みませんか？
　2012 年度市民講座、オープン・セミナーを下記のとおり開催します。
※詳細・申込みについては大学HP参照
http://www.kobe-cufs.ac.jp/about/contribution/lectures/index.html

オープン・セミナー2012 （10月～2月）

市民講座

語学講座２コース、教養講座４コース開催いたします。（外大生でも有料です。）

今年度は、「Japanese and English（日本語（人）と英語）」というテーマのもと、「日本人はいかに英語を学んでいくべきか」に
ついて様々な視点から講演を行います。

（1）教養講座Ⅰ：Language beneath the surface

【三宮開講講座】

教 授：Mark Campana
日 付：10月5日・12日・19日・26日 （毎週金曜）
時 間：18 時 30 分～ 20 時
受講料：4,800 円（全 4 回）※講座は英語で行われます。

（5）教養講座Ⅲ：九鬼周造の哲学―輪廻と時間―
【学園都市開講講座】

教 授：小浜 善信
日 付：11 月 6 日・13 日・20 日・27 日（毎週火曜）
時 間：13 時 30 分～ 15 時
受講料：4,800 円（全 4 回）

（6）教養講座Ⅳ：変化のなかの日本語
【学園都市開講講座】

准教授：福田 嘉一郎
日 付：10 月 5 日・12 日・19 日・26 日（毎週金曜）
時 間：14 時 25 分～ 15 時 55 分
受講料：4,800 円（全 4 回）

（2）語学講座Ⅰ：ドイツ語講座（初級）　
【学園都市開講講座】

准教授：Edgar Franz
日 付：10 月 2 日・9 日・16 日・23 日・30 日・11

月 6 日・13 日・20 日・27 日・12 月 4 日・
11 日・18 日（毎週火曜）

時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
受講料：14,400 円（全 12 回）

（4）教養講座Ⅱ：イギリス小説の楽しみ
――チャールズ・ディケンズの小説を読む

【学園都市開講講座】

教 授：新野 緑
日 付：11 月 5 日・12 日・19 日・26 日（毎週月曜）
時 間：16 時 5 分～ 17 時 35 分
受講料：4,800 円（全 4 回）

（3）語学講座Ⅱ：スペイン・バーチャル留学
【学園都市開講講座】

教 授：福嶌 教隆
日 付：11 月 14 日・21 日・28 日・12 月 5 日・12 日・

19 日・26 日・1 月 9 日・16 日・23 日・30 日・
2 月 6 日（毎週水曜）

時 間：17 時 50 分～ 19 時 20 分
受講料：14,400 円（全 12 回） ※テキスト代別途必要

【第5回】
 「Is English really enough? ―英国の問い」
教授：阿部 晃直

（土曜）

20
10

【基調講演】
「日本人が英語を話すとは」  
学長：船山 仲他

9 （土曜）

29

【第 2回】
「必修化された公立小学校における英語教育」 
教授：横田 玲子

10（水曜）
10

【第 4回】
 「落語で English!?」
アマチュア落語家：須

すまのや

磨乃家 茶
ちゃ～り

里

10（水曜）
17

【第 6回】
「グローバリゼーションと日本の英語教育
 ― それぞれの文脈へのまなざし」 
教授：玉井 健

10（水曜）
24

【第 8回】
 「英語と日本語
　―日本人の英語習得の目的と方法―」
教授：村田 純一

11（水曜）
7

【第 1回】
「日本人のための英語スピーチ教育」
教授：野村 和宏

10（土曜）
6

【第 3回】
「バイリンガルのアタマのなか」 
准教授：星野 徳子

10（土曜）
13

【第 7回】
「Researcher's findings on English 
  Language Education in Japan」
准教授：ローリーゼネック西出 
※講座は英語で行われます。

10（水曜）
31

時 間：土曜日 14 時～ 16 時／水曜日 18 時～ 20 時
受講料：1 回毎の受講は 1,000 円

（8回通しで5,000円 ※基調講演は無料です。）
なお、学生の方は半額、本学学生は無料です。



Open Campus 2012
Photo Album
　8 月 12 日（日）・26 日（日）に開催されたオープンキャ
ンパスでは、4,200 人の方々にお越しいただきました。
今年のオープンキャンパスでは、学生 7 団体をはじめ、
100 名以上の学生の皆さんにご協力をいただき、「来場
された方全ての人に楽しんでもらう」という目標のもと、
さまざまな場面で大活躍してくれました。
　各団体の垣根を越えて、一致団結した学生スタッフ。
来場者アンケートでは学生スタッフに対し「とても親切
で嬉しかった。」、「やる気がでた」「子どもに頑張って合
格してほしい」など、好意的なご意見を多数いただきま
した。
　ご協力いただいた学生の皆さんには、心より感謝とお
礼を申し上げます。

　この催しは、現大会委員長である本学のアダム・ア
カー准教授の企画から生まれたものです。2009 年度
に設置した「国際コミュニケーションコース」の科目
である「グローバルビジネス」の受講生が中心となり
運営を行っています。
　2 回目となる今回は「神戸ハーバーランドの来客者数増加のために、SNSを使った戦略を
企画せよ」という課題のもとに、日本はもちろん世界中の学生が、英語力×マーケティング力
×プレゼン力を競います。さらに今年は、外大ＯＢの方からの補助金により、交通費や宿泊費
を援助しますので、遠方からの参加がしやすくなりました。また、数多くの協賛企業より、多
彩な商品を提供いただいています。
　詳しくはコチラまで http://marketingjp.com/poster/
　たくさんのご応募、ご観覧をお待ちしております！

英語だけでなく、
マーケティング
だけでもない

第2回 Marketing Competition Japan開催決定 !



10/27(SAT) 

10/28(SUN)

12:00~12:30　岸岡ちなみアコースティックライブ

12:50~13:05　日本舞踊

13:20~13:45　ベリーダンス

14:00~14:55　制服コンテスト

15:00~15:50　アカペラ三団体合同ライブ

16:00~16:45　外大歌声選手権

17:30~18:10　G.O.D

18:30~19:00　語劇団「バベルの塔」

12:00~12:30　吹奏楽団

12:40~12:55　よさこい演舞

13:00~13:40　祭クリニック

13:50~14:10　室内楽団

14:30~15:00　SHARE

15:10~15:55　男祭

16:20~17:00　gemstone

メインステージ サブステージ

メインステージ サブステージ

10:00~10:30　ラクロス部

10:35~11:05　岸岡ちなみアコースティックライブ

11:20~12:00　プレッシャークイズ

12:15~12:55　LIVE135　JAZZ ライブ

13:00~13:50　BINGO

14:00~15:00　吉本お笑いライブ

15:10~15:30　un beso フラメンコライブ

16:00~16:20　SOLES ライブ

16:30~17:25　ミスコン

17:30~18:10　gemstone

18:30~19:00　語劇団「バベルの塔」 

10:00~14:00　三団体合同ライブ

15:00~15:35　4 年 D組ライブ

15:50~15:20　Anny ライブ

16:30~17:00　G.O.D

17:00~18:00　ジャグラーレオ

吉本お笑いライブ
今年のゲストは
和牛＆プリマ旦那

そして笑い飯！！

世界各国料理模擬店
フリーマーケット
なども開催！

どこよりもいち早くタイムテーブルを大公開！！

※タイムテーブルは変更になる場合がございます

ココロ　ユサブルココロ　ユサブル

Rock your spiritRock your spirit

外大祭 201
2　

外大祭 201
2　

第63回語劇祭
日時：2012年11月24日（土曜）・25日（日曜）
会場：神戸アートビレッジセンター

＜24日（土曜）10時30分～19時30分（開会式を含む）＞

＜25日（日曜）11時30分～18時30分（閉会式を含む）＞

＊開演時間等は都合により変更となる場合がございます。ご了承ください。

◆11時30分～13時30分　ロシア語劇団：「雪の女王」
　昔々、とある雪深い街におばあさんと２人の子どもたちがいました。元気で真っすぐな男の子ケイ、純粋で心やさしい女の子ゲ
ルダ、家族思いのおばあさん。３人は貧しいながらも幸せに暮らしていました。ところがある日、ケイは雪の女王に魔法をかけら
れやがて行方不明に・・・。ケイを救うためたった一人で雪の女王の城へと向かうゲルダ。語り手、からす達、王子と王女、盗賊の娘
などみんなの力を借りて北へと旅を続けます。
◆14時30分～16時30分　英米語劇団：「VANITIES」
　1963年ハイスクールの体育館、1968年カレッジの寮、1974年ニューヨークの一角、アパートの中庭。全３場を通して、幼馴染
みであり、親友であるキャシー、メアリー、ジョアンが繰り広げる“なんでもない、ちょっとした馬鹿話。”「なにがあっても、私たち
３人は友だちよ。」
◆17時30分～19時30分　第2部英米語劇団：「The Brothers Grimm Spectaculathon」
　誰もが一度は読んだことがあるグリム童話を二人のナレーターを中心に次々と演じていく、愉快痛快ファンタジーコメディ☆
有名なあのキャラクター達のお話からマニアックなお話まで様々な物語を取り扱ってお客さんと一緒に絵本の世界で大暴れい
たします！

◆11時30分～13時30分　イスパニア語劇団：「Eloísa está debajo de un almendro（アーモンドの木の下に眠るエロイーサ）」
　奇人ばかりで構成されたブリオネス家のマリアーナとオヘダ家のフェルナンドは恋人同士。両家にうごめく秘密、それは二人
の愛の行方を左右する鍵となる。常軌を逸した狂人たちの謎が今解き明かされる！
◆14時30分～16時30分　中国語劇団：「No sex, no life!?」
　男と女の永遠のテーマである「夫婦の営み」。妻のイブは「営み」を退屈でくだらないことだと考えているため、そのことで2人
はすれ違っていた。夫のアダムはそんなイブの考えを改めようとするが・・・。笑いあり涙ありの夫婦のおしどり日記のはじまりだ
ああああ！
◆17時～（約20分）　神戸弁語劇団
　今年初めて留学生と日本人学生による神戸弁劇が語劇祭に出ます！その内容とは…見るまでのお楽しみ！！ご期待ください。

学祭＆語劇祭
外大生 最大イベント！ 毎年も学祭＆語劇祭のシーズン到来！

今年も来場者を満足させること間違いなし！
おおいにイベントを楽しみましょう！



神戸外大生は、学内・学外でもアクティブに活動しています。
そんなアクティブに活動するたくさんの外大生の中から、7人の方を紹介いたします！

憧れの 生 !!神外大

アメリカミネソタへ留学
国際関係学科4年　　

世界を回った
国際関係学科4年　　

スペインに留学し巡礼の旅をした

　約９カ月間、アメリカのミネソタ州立大学へ留学。元々留学に憧れを持っていた
ことに加え、外大入学後、自分が何を学びたいか具体的に考えた結果です。
　すべて英語での勉強はとても大変だったので、日本にいる時よりも勉強に時間を費
やしました。大学の図書館やコンピュータ室は寮から近く、学生が勉強をするための
環境は整えられています。また、寮、レストラン、ジム、バーなどは学内にあり、毎
週学生主催の学内イベントも開かれ、ほとんどの時間を校内で過ごしていました。留
学先で音楽専攻のアメリカと韓国の友だちと仲良くなり、自分とは違う世界を持つ友
人と出会えた事で視野が広がりました。2 人のクラシックコンサートに招待してもら
いました。プロになるために毎日練習している事を知っていたので、そのクラシック
コンサートに感動し、自分の今の価値観にとらわれるのではなくいろいろな世界をみ
ていきたいと思いました。

　ただ単に世界を自分の目で見てみたかった。それと、世界を旅した先輩の話とか、
深夜特急などの旅人のバイブルの影響もあってバックパッカーという生き方に漠
然と憧れをもっていた。
　ベトナム、タイ、バングラディッシュ、ネパール、インド、ギリシャ、スペイン、
ドイツ、エジプト、ケニア行き、本当にそれぞれの国の暮らしをエンジョイできた
と思う。日々の暮らしは文字通り、その日暮らし。自分でその日寝るところを探し、
食べるものを見つけ、行く先を決める。それでも毎日楽しく自分の生きる力が上がっ
ていくのが楽しかった。
　今日一日を精一杯生きたい、と思うようになった。もし明日死んでも悔いの残ら
ないような生き方をしようと思うようになった。未来は不確実なものなのだと。

　私が海外に行こうと思った主な理由は語学を学ぶためですが、他にもやりたいこ
とが多くありました。海外に長期間滞在し、語学を学ぶことは、大学に入学して以
来考えていたことでした。
　スペインでは世界遺産であるサンティアゴ巡礼道（キリスト教の聖地巡礼）を歩
き、30 日間で約 750 ｋｍの距離を歩き、目的地であった聖地の大聖堂に到着し、
道中をともにしたスペイン人の友人と喜びを分かち合ったときの感動は、今でも印
象的に覚えています。それ以外の期間はスペインの各地を回り、海外ではほとんど
日本人と過ごすことがなく、現地で知り合った友人と過ごすことが多く、楽しくス
ペイン語を学ぶことが出来ました。英語やスペイン語を使っていたので以前よりは
それらの言語を話せるようになったと思います。得た中で一番大きかったのは、自
分のやりたかったことを実現することで感じた達成感です。

イスパニア学科4年　　

広報サポーター企画



スピーチコンテストで語学力を磨いた
中国学科4年　　

語劇＆語劇仲間が大好き！
ロシア学科4年　　

クラブ活動を通し自分自身を成長させた
英米学科3年　　

仕事と勉強の両立に励む
第2部英米学科4年生　　

　スピーチコンテストに出場したきっかけは、1 年生の時に先生から誘いを受けて参
加したことが始まりです。
　成績は、第 29 回全日本中国語スピーチコンテスト大学生の部で優勝および外務大
臣賞、中日友好協会賞、第 10 回漢語橋世界大学生中国語コンテストでは西日本地区
予選代表として中国での本選に出場しました。大会に出場するために、発音、イント
ネーション、感情表現など、先生方が熱心な指導をしてくださり、自分で何度も練習
し、録音して確認・修正をしました。また漢語橋では、中国時事・文化・技芸も審査
内容に入るのでそれらの準備も並行して行いました。漢語橋の中国本選では、世界中
から中国語を学ぶ大学生が集まり、中国語を共通語として楽しそうに交流している姿
が不思議であり、また感動的でした。スピーチ大会に出場して得たことは、先生方の
熱心な指導のおかげで中国語の力がついたことや、世界中の中国語が好きで志の高い
友だちとの出会い、そして何より中国語が楽しい、もっと上手になりたいと思わせて
くれたことです。

　基本的に語劇を中心に回っていたので、楽しみはもっぱら語劇でした。大学生活
＝語劇と言っても過言ではないかもしれません。これでもかってぐらいずっと語劇
メンバーといるので、先輩も後輩も含めてみんなとすごく仲良くなれて、それが楽
しいんです。常に笑いの絶えない感じが好きです。
　語劇をしようと思ったきっかけは、たぶん、友だちが先に入ること決めて、それ
についていくような感じでふらっと…１年のときは裏方・雑用全般、２年で役者に
初挑戦＆名前だけの助監督、３年で監督・役者、４年は音響をやっていました。３
年のころから、他劇団と交流する機会も増えて、劇団を越えて仲間が増えました。
でもしんどいこともあったけど、それを補って余るぐらい楽しみや充実感の方が多
いです。しんどいことも含めて語劇の醍醐味やと思います。語劇を通じて得たこと
は、ロシア語が好きになった（語劇のおかげだけではないけど）ことです。

　ラクロス部に入部したきっかけは、中高と違う部活がしたかったのと、外大のラク
ロス部に憧れを持ったからだそうです。ラクロス部の練習は、週４日ありますが、平
日は授業優先なので、学業としっかり両立できます！しっかり者の彼女は先輩からも
後輩からも慕われているそうです！（推薦人談）
　チームプレーなので、自分のミスで点をとれなかった時や、連携プレーがうまく
出来なかったときは、練習や試合のビデオを見て、お互いに意見を出し合ったりし
ます。その分、試合でうまく出来た時や勝てた時の喜びは言葉では言い表すことが
できません！メンバーとはプライベートでも一緒にいることが多く、まるで家族の
ように仲が良いのも自慢です。（メンバーと一緒にいることが本当に楽しく、私に
とって本当にかけがえのない存在です。）試合の勝ち負けも大切ですが、私は部活
を通して自分自身が成長できたと思います。チームプレーは初めてだったので負け
ず嫌いな私にとっては悔しい思いをすることも多くありましたが、チームに貢献し
ようと努力した結果、今の自分がいると思います。

　30 歳を前にして、人生を振り返り何かやり残したことがないか考えたとき、勉強して
大学に行けばよかったと思いました。社会に出ると知らないことだらけで、いろんなこと
を勉強して、多くの人との出会いを通じてもっと成長したいと思い一度きりの人生悔いの
ないようにと大学に行こうと思いました。
　大学入学当初は、仕事量 + 勉強量が自分のキャパシティーをはるかに超えていました。
本当につらかったのですが、あきらめずに頼まれた仕事をこなし、授業も休まずに一つも
単位を落とさず、ほとんどの科目で優を取りました。そうすることで、自分のキャパシティー
が驚くほどに広がりました。今では自ら仕事を見つけて動くことができますし、2 つ、3 つ
同時に進行しても冷静に処理することができるようになりました。そのためには、心身と
もに健康であることに気を使っています。仕事と学業の両立という以上、両方手を抜きた
くはありませんので、それを乗り切るだけの体力と精神力が必要になります。食事は栄養
のバランスを考えて取り、睡眠は課題に追われていないときは、6 時間は取るようにしてい
ます ( ちなみに平日は毎朝 5 時 30 分起床です )。外国語を学ぶことで、広い視野で物事が
見られるようになり、先入観をもたずに人と接することができるようになりました。



　国際コミュニケーションコース（ICC）説明会開催について（学部1年生対象）

日時：11 月 14 日（水曜）12 時 10 分～ 12 時 45 分
場所：後日掲示します。
　ICC の申し込みには、TOEIC のスコア提出が必要です。

　授業料後期分の納入について

　2012 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 31 日（水曜））に遅れないよう銀行または郵便
局の窓口で払い込みをしてください。

※ 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. 期限までに払い込みができない場合は、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。

【問合先】経営企画グループ　財務班　TEL. 078-794-8123

　授業料減免申請の受付

　2013 年度前期分（4 月～ 9 月分）授業料について、次のとお
り減免申請を受付けます。
1. 対象者

①生活保護法による生活扶助を受けている学生
②奨学金の給貸与を受けてもなお授業料の支払いに困難をき

たしている学生。かつ、学業成績において所定の減免基準
を満たしている学生　

※ただし、単位不足による留年者を除く
2. 申請書交付期間：2013 年 1 月 8 日（火曜）～ 25 日（金曜）
3. 申請受付締切日：1 月 25 日（金曜）
4. 面接
※ 1 月末～２月初旬に学生支援班において家計状況等について

の面接を行います。日程については申請書交付時にお知らせ
します。欠席者は減免不許可となるので注意してください。

【問合先】学生支援・教育グループ　学生支援班
TEL. 078-794-8131

　日本学生支援機構奨学金　返還説明会

2013 年３月貸与終了予定者対象（おもに現在４年生）
・日時：11 月 7 日（水曜）16 時～（501 教室）

11 月 14 日（水曜）13 時～（501 教室）
・対象：現在、日本学生支援機構奨学生の主に４年生で、2013

年３月に貸与終了となる学生。掲示板でお知らせします。
（※多くが卒業予定者）

・返還誓約書提出締切日：12 月 14日（金曜）
※当日やむをえず出席できない人は、事前に学生支援班まで必ず

書類を取りにきてください。返還誓約書とは、貸与・返還に
かかわる大切な契約書です。貸与を受けている奨学生は全員、
提出する義務があります。

【問合先】学生支援・教育グループ　学生支援班　　
TEL. 078-794-8131

　2012年度修士論文の提出について

1. 修士論文等題目届
（1）提出期限　2012 年 11 月 12 日（月曜）17 時まで

2. 修士論文等
（1）提出期限　2013 年 1 月 10 日（木曜）17 時まで
（2）提出部数

修士論文１部および日本語による論文要旨 4 部
ページ数については、指導教員と相談してください。

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）論文を綴じる必要はありません。左上をダブルクリップ

等でとめてください。
（4）土日祝は受付不可。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。

　学生顕彰者の募集について

　2012 年度の学生顕彰被推薦者を募集します。
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
者は下記期限迄に学生支援班に「課外活動等成績報告書」を提出
してください。
　なお、12 月以降に新たに該当する成績を収められた場合も学
生支援班に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
ピーも提出してください。
　顕彰表彰基準については大学ホームページで確認してください。
※「課外活動等成績報告書」は学生支援班にあります。

【問合先】学生支援・教育グループ　学生支援班
TEL. 078-794-8131

＜行事予定＞

★ 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

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）794-8106
ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp/
携帯サイト　　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/

日　時 行　事

9 月 29 日（土曜）～ 11 月 7 日（水曜） 2012 年度市民講座

10 月 2 日（火曜）～ 2013 年 2 月 6 日（水曜）オープン・セミナー 2012
（10 月～ 2 月）

10 月 26 日（金曜） 外大祭準備のため休講

10 月 27 日（土曜）・28 日（日曜） 外大祭

11 月 7 日（水曜）・11 月 14 日（水曜） 日本学生支援機構返還説明会
（2013 年 3 月貸与終了者）

11 月 24 日（土曜）・25 日（日曜） 語劇祭

11 月 26 日（月曜）～ 11 月 30 日（金曜）
（予備日 12 月 3 日（月曜）～ 12 月 7 日（金曜）） 授業アンケート

12 月 1 日（土曜）・2 日（日曜） 推薦、特別選抜、社会人選抜入試

12 月 18 日（火曜）～ 12 月 28 日（金曜） 補講・集中講義

2013 年 1 月 8 日（火曜）～ 25 日（金曜） 2013 年前期授業料減免申請

お 知 ら せ

＜第 66回兵庫県民体育大会弓道競技＞
　5 月 13 日（日曜）兵庫県立弓道場において、第 66 回兵庫県
民体育大会弓道競技が行われました。大学男子の部で、本学弓道
部の英米学科 2 年片倉啓宏さんが優勝、大学女子の部で英米学科
4 年吉川佳恵さんが第 2 位、英米学科 4 年山根明子さんが第 3 位
に入賞されました。

＜第 48回兵庫県学生弓道選手権大会＞
　5 月 19 日（土曜）、20 日（日曜）兵庫県立弓道場において、第
48 回兵庫県学生弓道選手権大会が行われました。本学弓道部女子
Ａチームが準優勝という成績を収め、表彰されました。


