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いよいよ後期が始まりましたね ! 気分新たにいいスタートは切れましたか？？
そして 10 月に入り食欲、運動、芸術…etc いろんなもの浮かんできますよね !
秋の外大を彩るもの !!　それはどちらも 11 月に行われる「外大祭」と「語劇祭」。
皆さんも普段の知っている姿とは違う外大生にときめきませんか ?!

語劇祭外大祭 神戸アートビレッジセンター（新開地）
11 月 23 日（土曜）・24 日（日曜）11 月 2 日（土曜）12 時～ 19 時

3 日（日曜）10 時～ 19 時

11 時～ 19 時 30 分（開会式含む）

11 時 30 分～ 18 時 30 分（閉会式含む）

11時30分～13時30分

11時30分～13時30分

14時30分～16時30分

14時30分～16時30分

17時30分～19時30分

野良犬シャーリクは痛みと飢えに苦しんでいたところを教授に助けられる。やっと自分
を愛してくれる人間と出会えたと思っていたシャーリク。しかし教授の目的はある実験
をすることだった。犯罪歴のある男の脳を移植され、シャーリクは人間へと姿を変えた。
科学の力で生まれた「犬人間」の運命は…!?

スペイン、アストゥリアス地方のあるところ。ある日の暁時、豊かな暮らしをうかがわせ
る農家に、1人の女が訪れる。謎に包まれた女の美貌に隠された秘密とは…？そしてこの
家に横たわる暗い影とは…？すべての歯車がかみ合ったとき、物語は動き出す。

1930年代、アメリカ・セントルイス。閉塞感から逃れ、外の世界へ飛び出そうとする青年・
トム。彼が家庭を捨てた夫の二の舞になることを極度に恐れる母アマンダと、内向的な
姉・ローラに対する愛憎がトムを苦しめる。職につけないローラの将来を心配したアマン
ダは、彼女に見合う青年を連れてくるようにトムに頼むが……。

貧乏人・謝蟹はひょんなことから100万ドルの小切手を手に入れる。現金に替えようと銀
行へ向かったが、銀行の部長・丘田はどこか様子が変だ。そうこうしている内に強盗事件
が発生し、丘田の初恋とそっくりな謎の美女まで現れ…。100万ドルをめぐる、LOVERと
ROBBERの絡みあった珍事件の始まりだ。

大晦日に新年の目標として自分の妻を殺すことを宣言したマシュー・ペリー。この宣誓を
きっかけにペリー家の周りで次々と人が死んでいく。殺人宣言をされた妻、おバカな娘と
悲しい過去を持つその婚約者。何やら秘密を抱えているらしい執事。この謎を解決しよう
と現れた無能な探偵。奇妙な人物たちが贈るサスペンスコメディ。

メインステージ

メインステージ

サブステージ

サブステージ

ロシア語劇団：「犬の心臓」

イスパニア語劇団：「La dama del alba（暁に訪れる女）」

英米語劇団：「ガラスの動物園」

中国語劇団：「$1,000,000LOVER&ROBBER」

第 2 部英米語劇団：「A Little Murder Never Hurt Anybody」

12:00-12:15 開祭式 12:55-13:10 ウェデシデ
12:20-12:40 ラクロス部 13:20-13:40 室内楽団
12:50-13:50 超ウルトラ外大大クイズ大会 13:50-14:10 Joy'nus
14:00-14:30 くまごろう 14:20-14:40 すき焼き
14:40-15:10 ゴスペルサークル 14:50-15:45 ミスターコン
15:15-15:33 ベリーダンス 15:55-16:25 SHARE
15:40-16:15 カッパチ 16:35-16:50 もすくわクローバーZ
16:25-17:25 ミスコン 17:00-17:30 G.O.D
17:35-18:15 gemstone
18:35-18:55 劇団バベルの塔

10:00-10:05 開祭式 10:00-14:00 軽音３団体ライブ
10:15-10:35 日本舞踊研究会 14:20-14:50 NMBチーム神戸
10:50-11:30 久住拓矢 15:05-15:40 吹奏楽団
11:40-12:25 五感deドカン 15:50-16:25 グローバルQ
13:00-13:40 BINGO 16:30-16:45 神戸学生よさこいチーム湊
14:00-15:00 吉本お笑いライブ 16:55-17:35 gemstone
15:20-15:55 Ghanna Ghanna
16:00-16:25 un besoフラメンコライブ
16:35-17:25 外大歌声選手権
17:35-18:05 G.O.D
18:20-18:40 劇団バベルの塔
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ー吉本お笑いライブゲストー
浅越ゴエ 三浦マイルド
りあるキッズ ミサイルマン

※このタイムテーブルは予告なく変更される場合があります。



祭大外
大学生の楽しみのひとつが、学園祭。この二日だけは、閑

静なキャンパスもお祭りムード一色に大変身！外大祭はイベント
の工夫が盛りだくさん！さまざまな場所で、新しい仲間との出会
いや発見ができますよ！
あなたは誰と「Shall we きゅん？」

広さぽ☆PRESENTS！

外大祭を満喫！ 「きゅん」する1日

正門で待ち合わせ。
早く来ないかな？

今日のランチは模擬
店で。焼きそばに、
スイーツにさっそく
目移り！
友だちの模擬店にも
行かなきゃ！

展示も必見！
世界弾丸ワープツ
アーの展示を見て、
旅行気分♪
行ってみたーい！

今日は本当に楽し
かった！
みんなともっと
仲良くなれたね♪
外大の魅力も
再発見！
みんな、ありがと！

ゴーストハウスへ！
おばけとか、怖いの
が苦手だけど、大丈
夫かな？

フリーマーケット！
楽しみながらお買い
もの

ステージ模擬店 何度でも買いたくなっちゃう！

スィーツで
「きゅん」

・やっぱり真ん中の席で見るのが良く見える。
・ステージの出演者と同じテンションで！
・メイン＆サブステージ、見逃さないようスケ
ジュールをチェック！
・やっぱ、一番はステージに出るべきでしょ!

ステージ企画を楽しむためのオキテ

AM 10:00

PM 12:00

PM 4:00

PM 2:00

PM 6:00

AM 11:00来たよ！ 遅いな、
もぉー！

あっ、
どれも
カワイイ
なぁ♪

ムリー－っ
！

もう、 きゃーー！

うん！
いいね♪

春休み、ここに
いかない？ おもしろかったな!!

豪華賞品は私のモノ！ゲーム企画も見逃せない！

いろんなジャンルのダンス！IT'S SHOW TIME!

Shall 
we きゅ

ん？



　5つの語劇団、違うのは言語のみ…ではない !

　賞レースの予想が面白い！勝手に評論家気分を楽しむ

　劇をさらに引き立てる職人技に注目！

　劇終了後のロビーでもうひとつのドラマが…

チケット入手方法 チケット1枚…500円
11月5日（火曜）から学館の入り口付近で昼休みに販売します!
また語劇団員から、もしくは当日会場でも入手できます。

今年から、観客の皆さんの投票で決める賞も新たに創設されます！
あなたの一票が賞の行方を左右するかもしれません…

神戸市外国語大学の語劇祭は、初回上演が 1947 年で今年 64 回目を迎える伝統行事です。
64 回も続いているなんて、すごくないですか？そんな語劇祭に在学生は足を運ぶべき！観劇しないなんてもったいない !!!
毎年全語劇団を観劇している広報サポーターからとっておきの楽しみ方を伝授します！

パンフレットを見て事前に予想を立てるとおもしろい。主役級以外にも主役をも飲み込んでしまうほどの予想外の名脇役が誕生！
なんてこともあるので上演中、席を立つべからず！今年の主役たちを紹介します。

上演中、少し舞台から視点を変えて後ろを振り返ってみて。真剣な眼差しで照明などを操る職人たちが…。そして前にはセットや字幕が…。
これらで舞台が変わる変わるといっても過言ではない！ 熱い職人魂がすばらしい舞台を作りだしているんです。

感動したままロビーにできると…。歓喜に満ちた空気に包まれます。おもわず
一緒にもらい泣き。この瞬間も大好きで毎年、語劇祭を見続けているのかも。
達成感って素晴らしいもんです

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

V

各劇団の内容・演出は全然違います。そこで、監督に注目ポイントを聞いてみました。

英米語劇団  さん

英米語劇団監督　さん

ロシア語劇団  さん

ロシア語劇団監督　さん

中国語劇団  さん

中国語劇団監督　さん

イスパニア語劇団  さん

イスパニア語劇団監督　さん

第 2 部英米語劇団  さん

2 部英米語劇団　さん

語劇祭 The 64th KCUFS Drama Festival 2013

照 明セット エンドロール

このチケット1枚あれば、2日間全ての
劇団の劇をご覧いただけます。

予告！



　8 月 11 日（日曜）・25 日（日曜）に開催されたオープンキャンパスでは、11 日の来場者数は過去最高となり、25 日
は悪天候にも関わらず、4,100 人という多くの方にお越しいただき活気あるオープンキャンパスとなりました。
　今年のオープンキャンパスでも、学生スタッフがキャンパスツアーなどの催しものから、誘導などさまざまな場面で活
躍しました。オープニングイベントでは、フラッシュモブ（不特定多数の人間が公共の場で突如、パフォーマンスを行い、
終了後は何事もなかったかのように解散する行為のこと。）で来場者驚かせ、また、キャンパスツアーでは、英語での施
設紹介など外大生ならではのアトラクションを交えながら、学内を案内しました。
　来場者アンケートでは「みなさんが笑顔で対応してくださったのが印象的だった」、「この大学に入るためにがんばろう
という気持ちがさらに強くなった」など、好意的な意見が多数見られました。
　今後とも、学生とともに教職員一体となり魅力的なオープンキャンパスを開催していきます。

　第３回全国大学生マーケティングコンテスト
（MCJ）の決勝戦を開催いたします。全国からチーム
が集い、メインスポンサーである株式会社アシック
スより頂戴した２つのテーマに基づいて、具体的な
販売促進戦略を英語でプレゼンします。当日は同社の尾山 CEO 様や、本学 OB で起業家の荻
野様もご臨席される予定です。みなさんでこのイベントを盛り上げて、神戸外大の活性化へつ
なげましょう！
　当日、大ホールがいっぱいになるくらいのオーディエンスをお待ちしております！

外大発！
MCJ 2013

決勝！

第3回全国大学生マーケティングコンテスト決勝戦開催

日時：11月 9日（土曜）13時 30分～
場所：神戸市外国語大学　大ホール

2013年度オープンキャンパス開催
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UCLA Extension 夏季短期派遣留学レポート
Main Campus の Rois Hall
です。とても立派な建物で圧
倒されました。大学内すべて
の建物が本当に美しく、キャ
ンパス内を歩くのはとても気
持ちのいいものでした。

教室も設備が整いきれいでした。授業はグルー
プワークが多く、発言を求められることが多い
です。様々な国から集まったクラスメイトです
が、お互いの文化・意見を尊重しあい話を楽し
むことができる、貴重な機会でした。

食事はバイキング形式です。朝はフルーツが出て、昼と夜
はサラダが出ます。ベジタリアン用の食事や、お米もあり
ました。毎日メニューが変わります。近くにはおいしい日
本料理屋やラーメン屋もあり、日本食が恋しくなると食べ
に行きました。

寮は 7 階建ての大きな建物で、まるでホテルのようでした。1 階のフ
ロントは 24 時間対応してくれます。また、自由に使える Music 
Room, Recreation Room, Study Room などもあります。部屋は 3 人
部屋で、収納スペースが豊富です。シャワー、トイレは階で共有です。

街並みもとてもきれいです。UCLA のある Westwood は学生が多いので落ち着い
た雰囲気で、治安がいい街です。軽食をするのに丁度いいお店がたくさんあります。
もちろん注意が必要ですが、夜も比較的明るく安全です。

修了式後、みんな立派な修了証をもらうことができ
ました。UCLA のシンボル、Bruin Bear とも記念
に一枚。

クラスのみんなとの集合写真です。日本、台湾、
サウジアラビア、スペイン、イタリア、フランス、
チリからの留学生が集まるクラスでした。様々な
文化について話を聞くことができ、興味深かった
です。また、兼修語を使うこともできました。

Main Campus への道。とても広くまるで公園のようです。時々 UCLA の
学生が集まってミーティングをしたり、スポーツをしたりしている姿が見ら
れました。また、ランニングをしている学生もよく見られます。

キャンパス風景

授業風景

寮の外観、部屋
寮の食事

街並み

クラスのみんなと集合写真

修了証と Bruin Bear

英米学科3年　小酒早紀

2009年度に創設され、今年で5回目となるUCLA 
Extension夏季短期派遣留学。今年は8月5日～9月13
日の6週間のプログラムに11名が参加しました。
英米学科3年の小酒早紀さんのレポートをご紹介します！



夏休みも終わり、3年生の皆さんは冬からの就活に向け本格的に準備を始める頃でしょうか？
前回の『内定を得るポイント①』に引き続き、就活で気をつけて欲しい事をお話しします。

●就職時期に出遅れないよう、積極的に就活を行う
企業は熱意のある優秀な学生の早期獲得に動くので、開始が遅
れるほど内定が不利。12月からエントリー開始、1月からエン
トリーシート提出・選考が開始する。
（ただし、中小企業は大企業より遅れて採用活動を開始する
ケースもあります）
●面接対策・エントリーシート対策を事前にしっかり準備
キャリアサポートセンターを活用しましょう。センター職員が
サポートします。内定を獲得した4年の先輩、友人、ご両親など
にも見てもらうと良いでしょう。

●内定を得るまで、あきらめず、モチベーションを落とさず、
明るく元気に頑張る

卒業後は正社員としての求人は激減します。卒業までに頑張っ
て正社員としての内定を獲得しましょう。
●就職活動量に内定は比例
場数が自信に繋がり成長を促します。エントリーシート・面接
も数をこなすほど質が上昇し、内定も近くなります。
●一人でこもらず、情報のネットワークを形成
とにかく他の人と触れ合う事を心がけてください。両親・先輩
後輩・友人・センター職員・社会人の方など、周囲からヒントを
得られる事は多々あります。

「就職活動をする」という選択肢を選んだからには、存分にその機会を活
かし、自分自身と徹底的に向き合って「どんな自分になりたいか」を考え
てみてください。自分を良く知る事は、自分に合った企業を見つける事に
必ず繋がります。頑張ってください。

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.16　佐々木　優
株式会社 半導体エネルギー研究所
総務部（秘書業務）

8:30 出社。当日の予定確認、メールチェック

9:00 始業・朝礼

一日の業務を部署内で確認。優先順位をつ
け、その日だけではなく1カ月分くらい先ま
で見越して業務を進めます。

9:30 取引先への事務連絡、会議資料作成。
　　　社長宛電話対応。

海外の方とのやり取りも多く、英語のメー
ル作成もあります。

同期と食堂で食べています。たまにカフェ
でのランチにすることも。

11:00 社長のスケジュール調整 

12:00 昼食

13:00 講演資料作成 

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　入社当初は、知的財産部に配属され、外国への特許出願から権利化まで
に関わる業務を担当し、特許庁との書面によるやりとり等で語学力を活
かす事ができました。今年の4月に異動となり、現在は総務部で秘書とし
て、社長の業務が円滑に進むようあらゆる面からのサポート業務を行っ
ています。ワンパターンではなく臨機応変な対応が求められる仕事なの
で、大変な事も多い分やりがいもあります。仕事が多岐に渡るため、初め
て知ったり学んだりする内容も多く、自己の成長に非常に役立ちます。

★社会人になって感じたこと
　学生の頃の勉強と質は異なりますが、日々学び、成長していく姿勢を崩
さない事が重要だと感じます。例え失敗したとしても、そこから得た教訓
を、次にどんな形で活かすかを常に意識して仕事にあたっています。

★大学生活を振り返って
　大学時代の友人たちは角度や視点は違いますが、皆海外に、異文化に関
わろうとする姿勢をごく自然に持っていました。そのような環境にいるこ
とで、私も留学や勉学に対するモチベーションをあげる事ができ、チャレ
ンジ精神を育めたのだと思います。

★就職活動時の印象に残った出来事
　友人と共に悩み、励まし合って就職活動に取り組んだ記憶が今でも色
濃く残っています。夜遅くまでESを添削し合ったり、模擬面接のビデオ
を撮って指摘し合ったりしました。就職活動は、本番は個人戦かもしれま
せんが、準備は団体戦だと感じます。

（国際関係学科　2012年卒業）

海外での学会の社長の基調講演の資料の英
語版を作成。技術的な内容について関係部
署に確認をとりながら進めます。また、資
料の見やすさ等体裁も気をつけます。

15:00 出張手配 

取引先との交渉のための社長の出張の切符
手配、ホテル予約等。出張が重なる事も多い
ので、スケジュール管理は綿密に行います。

17:00 社長スケジュールを関係者へ連絡。 

18:00

今日の仕事と翌日の仕事内容を確認。秘書間
での業務総まとめ。

19:00 業務終了

20:00 帰宅

サークルの飲み会へ！

　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
告をしていただき、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！

弊社は研究開発の成果を特許にし、その特許収入を次の研究開発に
再投資する「知的創造サイクル」を循環させることでビジネスを展開
しているユニークな会社です。『製造』や『営業』の部門はなく、新しい
技術の発明を特許として形にし、世界中で活用される事を目指してい
ます。特許の出願先は日本、米国、EU、アジア各国と幅広く、また論文
や学会を通して弊社の技術を発表する機会も多いため、特許翻訳や
英語の講演資料作成等、外国語力を活かす機会が存分にあります。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！



市民講座／オープン・セミナーの開催

オープン・セミナー2013 （9月～1月）

市民講座

語学講座２コース、教養講座４コースを開催します。（在学生も有料です。）

今年度は「社会の中の文学　文学の中の社会」というテーマのもと、世界の様々な地域の文学を研究している本学教員が
リレー形式で「文学の力」の核心に迫ります。

2013年度市民講座、オープン・セミナーにつきましては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

（1）語学講座Ⅰ：ロシア語講座（初級）Ⅱ
教 授：岡本 崇男
日 付：9月20日～12月13日（11月1日を除く毎週金曜日）

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

（5）教養講座Ⅳ：�地球高齢化（グローバル・エイジング）
時代の経済、財政、ビジネス

准教授：中嶋 圭介
日 付：11 月 14 日～ 12 月 12 日（毎週木曜日）

  ※ 11 月 21 日は除く
時 間：18 時 30 分～ 20 時
受講料：4,800 円（全 4 回）

（6）教養講座Ⅰ：�メディアと文化：小説、マンガ、音
楽を題材に

講 師：山本 昭宏
日 付：11 月 1 日～ 22 日（毎週金曜日）
時 間：18 時 00 分～ 19 時 30 分
受講料：4,800 円（全 4 回）

（2）語学講座Ⅱ：Social�Media,�Culture�and�Business
准教授：Adam Acar
日 付： 9 月 30 日～ 12 月 16 日・1 月 6 日・20 日

（毎週月曜日）
時 間：16 時 05 分～ 17 時 35 分
受講料：14,400 円（全 12 回）

（4）教養講座Ⅲ：経済学から見た日本の問題
准教授：鎰谷 宏一、准教授：友田 康信、客員研究員：東 裕三
日 付：11 月 6 日～ 27 日（毎週水曜日）
時 間：16 時 5 分～ 17 時 35 分
受講料：4,800 円（全 4 回）

【三宮で開催する講座（神戸国際協力交流センター）】
（3）教養講座Ⅱ：Snake�in�English�Poetry
准教授：吉川 朗子
日 付：11 月 5 日～ 11 月 26 日（毎週火曜日）
時 間：13 時 00 分～ 14 時 30 分
受講料：4,800 円（全 4 回）

【第5回】
「『ウォールデン』におけるソローの（非）
社会的ライフスタイル」
教授：難波江 仁美

（土曜）

19
10

【第 2回】
「『流れる涙』の流域
　―アメリカ合衆国の日系文学が描く社会」
教授：篠田 実紀

10（水曜）
9

【第 4回】
 「セルバンテスの社会」
教授：野村 竜仁

10（水曜）
16

【第 6回】
「ラテンアメリカ文学は社会変革をどう描い
てきたか」 
准教授：成田 瑞穂

10（水曜）
23

【第 8回】
「ドストエフスキーの『罪と罰』を読む
　―近代社会とその余計者の観点から」
准教授：北見 諭

10（水曜）
30

【第 1回】
「その後のロビンソン・クルーソー
　―現代的パロディがはらむ意味」
教授：御輿 哲也

10（土曜）
5

【第 3回】
「「場違いな」文学
　―アルジェリアとフランス語文学」 
教授：武内 旬子

10（土曜）
12

【第 7回】
「中国古典詩における社会批判の系譜」
准教授：紺野 達也

10（土曜）
26

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

なお、学生の方は半額、在学生は無料です。

【学園都市開講講座】【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】

【学園都市開講講座】



お 知 ら せ
　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）

　下記のとおり、国際コミュニケーションコースの説明会を開催
します。
　対象学生のうち、国際コミュニケーションコース希望者は、必
ず説明会に出席してください。

【対象】2013 年度入学の学部生で、2 年生に進級予定者
　　　 ※第 2 部学生、編入・転部の学生は除く。

【日時】2013 年 11 月 6 日（水曜）　12 時 10 分～ 12 時 45 分
【場所】503 教室
※ 国際コミュニケーションコースを希望する学生は、申込書提出

時に TOEIC スコアの提出が必要です。

　大学院2013年度修士論文提出

2013 年度修士論文の提出について
１. 修士論文題目届（本学所定の様式）

（1）提出期限　2013 年 11 月 11 日（月曜）17 時まで
２. 修士論文

（1）提出期限　2014 年 1 月 10 日（金曜）17 時まで
（2）提出物
　　①修士論文 3 部
　　＊ページ数については、指導教員と相談してください。
　　②日本語による要旨 4 部
３. 注意事項

（1）提出場所は、いずれも研究所事務室
（2）本学所定の様式は GAIDAI PASS よりダウンロードしてく

ださい。
（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

で留めてください。
（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。

　授業料後期分の納入について

　2013年度後期授業料払込書を10月中旬に送付しましたので、払
込期限（10月31日（木曜））に遅れないように銀行又は郵便局の窓
口で納付してください。
＜注意事項＞
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、必ず経営企画グループ
財務班までご相談ください。

【問合先】　経営企画グループ　財務班　TEL 078-794-8123

　日本学生支援機構奨学金

2014 年 3 月貸与終了予定者対象（主に現在 4 年生）
①平成 21年度以前採用者
日時：11 月 6 日（水曜）13 時～ 14 時 （501 教室）
　　　11 月 13 日（水曜）16 時～ 17 時 （501 教室）
　　　※いずれかの日程に必ず出席してください。
返還誓約書類提出期限：12 月 13 日（金曜）
②平成 22年度以降採用者
日時：11 月 6 日（水曜）16 時～ 17 時 （501 教室）
　　　11 月 13 日（水曜）13 時～ 14 時 （501 教室）
　　　※いずれかの日程に必ず出席してください。
手続き締切日：11 月 29 日（金曜）

※ 平成 21 年度以前の採用者と、平成 22 年度以降の採用者では
説明会の日程が異なります。自分がどちらに該当するか学内の
掲示等で確認してください。

　期限までに必要書類を揃え、学生支援班へ提出しなければなり
ませんので、当日やむをえず出席できない学生は、事前に連絡し
た上、11 月 15 日（金曜）までに必ず学生支援班へ書類を取りに
来てください。

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

　学生顕彰者の募集について

　2013 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。

　第12回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選大会

　5 月 19 日大阪産業大学梅田サテライト孔子学院において、「第
12 回漢語橋世界大学生中国語コンテスト西日本地区予選大会」
が行われ、修士課程 1 年生の田中結衣さんが 1 等賞を受賞、学
部中国学科の八木暢昭さんが 3 等賞を受賞されました。

　行事予定（9月～12月）

★ 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20日（金曜）～
2014年1月20日（月曜） オープン・セミナー2013（9月～1月）

10月5日（土曜）～30日（水曜） 2013年度市民講座

11月1日（金曜） 外大祭準備のため休講

11月2日（土曜）・3日（日曜） 外大祭

11月4日（月曜/祝日） 休日開講（月曜日の授業）

11月6日（水曜）・13日（水曜） 日本学生支援機構奨学金返還説明会

11月23日（土曜）・24日（日曜） 語劇祭

11月30日（土曜）
推薦入試、特別選抜入試

（帰国子女・外国人・中国引揚・社会人）
※学内立ち入り禁止

12月1日（日曜） 特別選抜入試（社会人）※学内立ち入り禁止

12月17日（火曜）～27日（金曜）補講・集中講義


