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　12月 3日・4日に第 67回語劇祭が開催されました。時間をかけて作り上げた 2時
間の劇は、各劇団ともさまざまな演出等で観客をおおいに魅了し、伝統行事にふさわし
いハイレベルな語劇祭となりました。各劇団の監督からのメッセージを紹介します。

語劇祭報告
第67回

第67回語劇祭　受賞結果

最優秀劇団賞
　イスパニア語劇団
最優秀男優賞
　近藤　拓真（英米語劇団 4年）
最優秀女優賞
　仁ノ内　詩穏（イスパニア語劇団2年）
優秀劇団賞
　ロシア語劇団
優秀男優賞
　足立　大樹（中国語劇団 4年）
優秀女優賞
　林　彩香（ロシア語劇団 3年）
審査員特別劇団賞
　中国語劇団
審査員特別男優賞　
　藤田　渉（イスパニア語劇団 2年）
審査員特別女優賞
　須藤　美玲（第２部英米語劇団 4年）
ベストキャラクター賞
　足立　大樹（中国語劇団 4年）
　近藤　拓真（英米語劇団 4年）
　宮﨑　茜（第２部英米語劇団 2年）
　仁ノ内　詩穏（イスパニア語劇団2年）
　国分　陽介（ロシア語劇団 4年）
音響賞	 イスパニア語劇団
照明賞	 英米語劇団
舞台美術賞	 イスパニア語劇団
衣装・メイク賞	 イスパニア語劇団
字幕賞	 ロシア語劇団

最優秀男優賞

第２部英米語劇団

イスパニア語劇団

ロシア語劇団

中国語劇団

Los Árboles Mueren de Pie 立ち枯れ

検察官　Ревизор

最優秀女優賞

英米語劇団 ドアをあけると ...

　今回の役どころは本来の自分の性格と異なる部分が多
く苦労も絶えませんでしたが、その分やりがいがありま
した。英米語劇団のメンバーはじめ、この劇を支えてく
ださったすべての方のおかげで頂くことができた賞だと
思います。本当にありがとうございました。

　やっと終わった！！というのが正直な感
想ですが、実際、大きな事故や怪我なく終
えられてほっとしています。2部は人数が
少ないので、特に裏方のひとり当たりの仕
事量が多いのが大変でした。時間のない中、
全員とても頑張ってくれたと思います。そ
して、今回の舞台を完成させることができ
たのは、お客様の大いなる想像力のおかげ
です。� （監督）

　劇が時間に収まらず、非常に苦労しました。セリフカットも多く、
役者も裏方もその対応に追われました。最後まで付いて来てくれ
た劇団員に本当に感謝しています。お客様に良いものを見せたい
という思いを皆が持ち合わせていたからこそ、この劇を完成させ
ることができました。終演後、面白かったと声をかけていただき、
本当にうれしかったです。辛いことも楽しいことも全て含めて、
かけがえのない３カ月間になりました。語劇祭に関わってくださっ
た全ての方々に感謝申し上げます。� （監督：深野朝陽さん）

　無事に語劇祭が終了してホッとしています。今年のロシア語劇
は語劇初参加者が大半を占め、更に裏方の人数もカツカツで、最
初はちゃんと完成するのだろうかと不安もありましたが、劇団員
全員が一丸となって最高の劇を作り上げることができました。本
番で観客の皆様にいただいた「ブラボー！」のお声が何よりもう
れしかったです。最後まで頑張ってくれた劇団員の皆には感謝し
てもしきれません。� （監督：三浦詩織さん）

　今回中国語劇団監督という大役を務め、さまざまなことを経験
しました。大勢の劇団員と１つの舞台を作り上げることの素晴ら
しさと同時に劇団全体の足取りを揃えることの難しさを知りまし
た。また語劇祭実行委員会をはじめ、先生方やOBOGの皆様の
力があってこその語劇祭なのだと再認識しました。そして最後に
こんな頼りない監督をずっと支えてくれた劇団員が本当に大好き
です。� （監督：真中晴人さん）

　動きや話し方など工夫するところがたくさんあり、自
分一人では祖母は作り上げることはできませんでした。
最優秀賞はみんなで得たものです。団員、そして語劇を
支えてくださった全ての方々に感謝の気持ちでいっぱい
です。

　まずは劇団員に「ありがとう」と伝え
たいです。うまくいかないことも多く、
監督として不甲斐なさを感じることもあ
りましたが、本番を迎えられたのは、劇
団員のおかげです。辛いことも帳消しに
してくれるような最高のメンバーで劇を
作ることができて幸せです。また、語劇
祭に関わってくださったみなさんにも感謝しています。観客の方々含め、
周りの支えがなければスタートラインにも立てていなかったと思います。
� （監督：市川智子さん）

英米語劇団　近藤  拓真さん イスパニア語劇団　仁ノ内  詩穏さん

遥恋桃花源

The Death Of Me
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審査員特別劇団賞



Dream

広報サポーター企画

外大生の卒業文集
今春卒業予定のみなさま、おめでとうございます！！
今号の広報サポーター企画では、卒業生の外大での思い出な
どをアンケートで聞いてみました。後輩に向けてのメッセー
ジなど、盛りだくさんの内容でお届けします。

○休学率 & 留年率が高いので「今何回生？」
○友だちの友だちが友だち！学年みんな知り合い！
○話したことはない人でも、同じ学年なら どこの学科（もし

くは団体）に所属しているかある程度予想がつく
○だいたいの人を見たことあるなと思う
○学内にいる場合、LINE するより会った方が早い
○少し２限の授業が長引くとたちまち食堂難民になる
○スマホの言語設定が外国語
○食堂に行くと必ず知り合いがいる。一日同じ人に何度も出

会う
○どこで会っても「あ､あれ外大生やな」と親近感がわく
○高校の時より教室が小さい

○みんな知り合い
○3 回生からぼっちになりがち
○行動を起こすための休学への躊躇の無さ
○クラスの半分は 5 年以上在学している
○英語ペラペラだと思われてしまう

外大あ
るある

○語学の授業に遅刻して、ネイティブの先生に英語で謝った
ら、流暢な日本語で返事をされた

○2 週間で失恋した
○学生証と間違えてコンビニのポイントカードで学館のパソ

コンを借りていたことがあります
○入部早々ケガ
○授業で友達の誕生日を祝おうとして買ったケーキがたまたま

誕生日だった授業のネイティブの先生に持っていかれたこと
○専攻の授業で新年を祝ったこと
○友達の家（室内）で自作の流しそうめん

○留学帰りでネイティブの先生と思わず dos besos しそうに
なる

○毎日が面白かったです（感慨）
○授業中で作った創作劇

○こじんまり。学生数、施設などあらゆる面でのコンパクトさ、
ファミリー感のようなもの

○いつも授業を一緒に受けるクラスメートがいるところ
○尊敬できる学生、先生がたくさんいるところ
○ばか騒ぎも真面目な議論もできるところ
○横とななめのつながりが強い
○話が達者な人が多いこと
○皆がお互いを認めあっている雰囲気
○こじんまりとしていて、初対面でもだいたい共通の友人が

いること
○自由、平和
○休学、留学に対するハードルが低いところ。それによって

他学年との距離が近いところ
○自立心を持っている人が多いところ

○みんな海外に何らかの興味があるところ
○先生と学生や、他学科の人との距離が近い
○実家のような安心感
○みんな個性的で行動派！！！
○勉強熱心
○駅から近い

外大の
いいと

ころ

学科をひと
ことで表す

と…？

英米学科

英語力競争
真面目で渡り鳥

中国学科

山奥にあるわりと
外交的な村

ガラパゴス

ロシア学科

スパルタ
実は真面目

イスパニア学科
ぶっ飛んでる

個性派がなぜかうまく
調和しあって

共存できてしまう学科

第２部英米学科

個性の交通渋滞
多種多様

国際関係学科
日本的常識を心得た
変人の集まり

特定の分野には異常に
興味がある

在学中おも
しろエピソ

ード

○貯金と恋愛
○語学以外の興味のある分野の資格を取ること
○一人暮らし
○他大学の学生ともどうにかして友だちになる（得るものが

違うと思うので）
○外大図書館のマイページ登録。外大図書館に本を沢山買っ

てもらう。外大図書館の”A Very Short Introduction”シリー
ズを読み倒す。その他、外大図書館をフル活用する

○打ち込める学問を 1 つ見つけること
○色んなことをする！国内外問わず「やりたいことやったも

ん勝ち」です！
○学外での活動に何かしら参加すること

○留学！海外旅行！ 社会人になったら時間がなくて絶対でき
ないから

○ヒッチハイク
○寝る間も惜しんで遊ぶ
○自分の勉強したいこと、やりたいことを大学２年までに見

つけるべし
○スピーキングの力向上
○人脈作り、友達作り
○外国語を使う環境に身を
　置くこと

○すいませんありすぎて書けません
○先輩の服借りたままですいません
○部室棟でいつもうるさくてすみません
○部活遅刻してごめんなさい
○図書館で期間過ぎても借りてたこと

○昔、先輩に気遣いができなさす
ぎたことを痛感しました

○英語をもっと話せば良かった

今だから言
えること、

謝りたいこ
と

大学生のう
ちにやって

おくべきこ
と

○語学を生かして海外でバリバリ働いていたい
○メディアに出られるような物事に関わって、神戸市外大の

名を世に知らしめる！
○海外に仕事で行けるようになってたい。あとは、あわよく

ば結婚もしててほしい（笑）
○金銭と時間の制約からの解放
○健康で、楽しく生きていられれば
○大学生活を思い返すヒマもないくらい充実した日々を送りたい
○社会人になってからも海外旅行をしたいなぁと思います。

仕事を理由にせず好きなことを続けていきたいです
○どこかの田舎で、農業しながらお菓子を作っていたい
○世界の鉄鋼業に関わっている
○独立・起業
○幸せな家庭をもって、自分の家族と、親をスペイン旅行に

連れていきたい
○世界を変えてると思います

○自分のやりたいこと、強みで活躍していること
○ユースホステルの経営
○結婚して子供を産み仕事を続ける

10年後はど
うしていま

すか？夢や
人生設計な

ど

休学は絶対した方がいい !!!!

食堂のメニューで迷いすぎて
後ろ詰まらせてごめんなさい

小規模で、先輩と後輩、
先生と学生の距離が近い

フレンドリーな人が多くて
すぐに仲良くなれる

Tシャツに書いてある英文を
しっかり読む。

図書館前で、学
生証を求めてカ

バンを

がさごそしがち
。

なかなか見つか
らずに、先を譲

りがち。

全学共通科目の体育の授業の点呼の際、
中国学科の友人が中国語で返事をして
しまったこと

Graduation

が：外国語に魅せられて
い：いろいろな経験をつみ
だ：大好きな仲間たちとの思い出を胸に
い：今、それぞれの地へはばたこう

編集後記

到
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本学では、学生がボランティア活動に関心をもち、活動に踏み出すための情報提供や活動の支援を行うために第２学
舎１階ラーニングコモンズ内に「ボランティアコーナー」を設置しています。ボランティアコーナー（通称ボラコ）では、
ボランティアコーディネーターやボランティア経験のある学生スタッフが情報の提供、相談、指導等の活動支援を行っ
ています。活動の一部を紹介します。

12月 18日、本学大ホールにて市長と考える西区
のまちづくり「西区まちづくりシンポジウム」が開
催されました。本学からは、イスパニア学科 4年の
川上彩さんが兵庫県立大学の学生とともに「学生も
参加したいと思える地域のイベント作り」をテーマ
に発表しました。300 人を超える地域住民の方が参
加され、学生の地域貢献に期待のまなざしが注がれ
ていました。

11月～ 12月、本学のベリーダンス部、フラメン
コ部、学部ダンス部 gemstone、吹奏楽部の有志が
デイケアセンター「なごやか垂水」でパフォーマン
スを披露しました。ベリーダンスでは、とても鮮や
かな衣装と目新しいダンスに、お年寄りも驚かれて
いたようですが、パフォーマンス後のお茶の時間に
はお互い会話も弾み、たいへん喜ばれました。

12 月 10 日、「がくえん陽だまりサロン」を実施
しました。外大近隣のお年寄りの方と学生との交流
会で、本学ボランティアコーナー学生スタッフが隔
月で主催しています。今回は学生スタッフがお年寄
りの方にアロマオイルを使ったハンドマッサージも
行いました。会場にはいい香りが漂い、マッサージ
で指先が温まったと好評でした。次回は 2月 11 日
に開催予定です。

毎月第 4土曜日、ボランティアコーナー学生スタッフは地域団体と共催で障がいのある子どもたちの遊び支援活動「な
かよしのお楽しみ会」を行っています。12月 24 日には子どもたちのクリスマスケーキの飾りつけを手伝ったり、保護
者の方々とも交流しながら地域ボランティアさん手作りのランチをいただきました。

その他にも、ボランティアコーナーのブログでは、活動の様子を紹介しています。そちらもぜひご覧ください。

西区まちづくりシンポジウム

「なごやか垂水」交流会

がくえん陽だまりサロン

なかよしのお楽しみ会

ボランティアコーナー活動報告



①予習をしてから参加しよう！
　何の事前準備も無しに説明会に参加すると、いくら企業の方が懇切丁寧
に説明をくださっても「？」となる部分が必ず出ます。説明会での知識吸収
をより深くするために、説明会参加前には必ずその企業のことについて予
習する習慣をつけましょう。予習のツールとして企業HPはもちろんのこ
と、会社四季報、有価証券報告書や日経テレコン21などが非常に有用です。
②学内で会える企業は、なるべく学内で見よう！
　今年度の学内企業説明会には、160以上もの企業・団体が本学生の為に
参加されます。本学生専用の説明会ということで落ち着いた雰囲気で説
明が受けられ、また参加企業はいずれも本学生の採用意欲が強い企業・
団体なので、時間の許す限り学内の説明会を活用してください。

「内定＝ゴール」ではなく、自分に合う企業を探すことが大事だと思
います。面接では飾らず素直に自分の意見を伝えるように心掛けて
いました。皆様の就職活動が満足できることを外大OGとして応援し
ています！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.35　

東京海上日動火災保険株式会社
神戸中央支店　神戸支社

9:00 就業開始

17:30 

8:30 出勤 メールチェック・書類の整理

担当代理店さん向けに各種勉強会（商品知
識・精算業務等）を行います。

14:30 代理店訪問（事務勉強会）

担当チームで施策の進捗を確認します。支社
MTGより少人数のMTGで、案件を一つ一つ
丁寧に確認しています。また、１人では解決でき
ない案件を上司や先輩に相談できる良い機会
です。

17:00 チームMTG

外出先で受けた照会に回答
翌日の勉強会に向け資料準備

毎週月曜日に支社メンバーで目標に対しての
進捗・各種施策を共有します。

代理店やお客様からの照会電話対応
申込書類・各種報告書作成
営業目標達成のためのキャンペーン立案

11:00 支社全体ミーティング（MTG）

オフィス近くにはおしゃれなお店が多く楽しみ
の一つです。

12:00 ランチタイム

ビジネスパートナーの代理店さんの業務内容
管理の統括を担当。支社全代理店さんの管理
（進捗管理・運営方法の決定）責任者として支
社全体に大きく影響する業務を担っています。

13:00 代理店管理業務の取りまとめ

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　営業部門でオフィス担当として、営業目標の達成・各種指標向上を目指
し、打ち合わせや勉強会を実施しています。自らキャンペーン等を企画し
て、モチベーションアップに繋げる取り組みを実施。当社では"自ら考え・
発信し・行動する個性豊かな人材"が求められており、常に業務の課題が
何かを考え、周囲を巻き込んで発信し、行動しています。自ら考える機会
が非常に多く、成長できるチャンスに恵まれている職場です。

★社会人になって感じたこと
　お客様と接する機会が多く、「私の対応＝企業イメージ」に繋がるため
日々自分の言動に責任を持たなければならないと感じています。「私がお
客様の立場ならどう感じるか」を常に意識して行動するよう心掛けてい
ます。

★大学生活を振り返って
　学生時代はアルバイトや留学など興味のあることに積極的にチャレンジ
していました。自由に使える時間は大学生活の方が多いですので、興味ある
ことにはどんどんチャレンジし、充実した学生生活を送ってください。

★就職活動時の印象に残った出来事
　就職活動中はできるだけ社風や実際の働き方をイメージしやすいよう
にOG訪問を行っていました。企業説明会だけでは知ることのできない会
社の雰囲気や仕事内容についてお話を伺うことができ非常に参考になり
ました。

（イスパニア学科　2014 年卒業）

18:30 退社

　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！

1879年の創業以来、リーディングカンパニーとして、世界中のリスクに
挑み続けてきました。
今後、リスクが巨大化、複雑化する中、グローバルに「インフラビジネス」
を展開する当社の存在意義は益々高まりを見せています。

「世のため人のために存在する」というGood 
Companyの精神で、世界中の「使命」に応え続けて
いくこと。そして、「世界トップクラスの保険グ
ループ」になることが私たちのビジョンです。

学内企業説明会に参加しよう！

社会人、頑張ってます！

　3月、学部3年生・修士1年生の皆さんにとってはいよいよ就活本格スタートの時期ですね！各企業の説明会や選
考活動、合同就職イベントなど、皆さんの周囲でも一気に就活熱が高まっていることと思います。本学内でも2月
14日（火曜）より『企業研究会・企業採用説明会』を開催しますので、今回はその活用法についてお話します。

③参加人数のより少ない企業を見てみよう！
　狙い目なのが、説明会参加者の少ない企業です。名前を知らない企業
でも、実は「上場」「世界No.1シェア」「海外展開に積極的」など意外な実力
を持っているもの。特に参加者が少ない企業であれば、企業の方ともよ
り近くでコンタクトが取りやすく、名前と顔を覚えてもらえることも多
いかもしれません。
④積極的に質問しよう！
　説明会で不明な点や聞きたい点が出た場合は、積極的に質問するよう
にし、疑問をその場で解決するように努めてください。説明会時間内に
質問するのがベストですが、もしどうしても聞きづらいことである場合
は時間終了後に個別質問をするようにしましょう。

※参加企業・団体データ等を掲載したパンフレットはキャリサポートセンターで配布しています。



2016 年 12 月 10 日と 11日の２日間、学園都市キャンパススクエアユニバードームにて、「2016 年クリスマスチャ
リティイベント」を開催しました。
神戸市内の公立学校等で働くALTの先生と本学学生がクリスマスキャロルの合唱や、クッキーやマフィン、温かい飲
み物等の販売を行い、その売上とみなさんからの募金を地域の団体に寄付しました。当日は大勢の方々にご来場いただ
きました。

増加する外国人観光客をおもてなしの心でお迎えしたいとの神戸市交通局の思いから、12月 12 日より本学学生が講
師を務める外国語会話教室	（英語・中国語）がスタートしました。昨年度の英会話教室に加え、2016 年度からは中国語
会話も開講しました。外大生は少し緊張しながらも、楽しみながら講師を務めていました。
また参加された職員の方については、日ごろ外国人観光客に接する機会のある方も多く、現場での接客向上を目指し、
積極的に講義に参加していました。

○内容：英　語　行き先案内、料金案内、運行トラブルの伝え方など
中国語　発音練習、簡単なあいさつ、数字など

2016年クリスマスチャリティイベント報告

神戸市交通局外国語会話講座報告

イベント報告

クッキー・マフィン等の販売　39,051 円
（売上 89,758 円－材料費　50,707 円）

募金　24,573 円

合計　63,624 円

「定住外国人子ども奨学金実行委員会」
59,624 円の寄付

「なかよしのお楽しみ会」
クレヨンとスケッチブック　３セット
（4,000 円）

◇◆ 寄贈内容 ◆◇◇◆ チャリティー報告 ◆◇



お 知 ら せ
　2016年度　TOEFL iBT、IELTS及びケンブリッジ英語検定試験の受験料補助

　国際交流センターでは、以下のとおり受験料の補助を行なってい
ます。対象者は必ず期日までにお申込みください。
1.	補助対象者：2016 年 4 月 1 日以降に TOEFL	iBT、IELTS 又
はケンブリッジ英語検定試験を受験した学部生・大学院生（た
だし、在籍中に１人１回のみ）

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.	申込期日：2017 年 3月 3日（金曜）17時

　日本学生支援機構奨学金

＜ 2017 年 3月貸与終了となる方へ＞
　2017 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、2017 年 10 月 27 日（金曜）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。
　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。
　なお、卒業後の問い合わせは、奨学金返還相談センター
（TEL:0570-666-301）で受け付けています。
【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班
TEL:078-794-8131

　原級等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度

　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
いてでき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 2012 年度より行っています。
　学生が原級した場合と学期初めに履修未登録が続いている場合に
は、保証人へその事実を通知しています。

　試験

■後期試験について
　１月 30日（月曜）～２月 10日（金曜）に後期試験を行います。
　（２月 13日（月曜）は試験予備日）
　詳細は、GAIDAI	PASS、本部棟前の掲示板に１月上旬に発表し
ています。
※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、追試験願い（教務入試班で交付または
GAIDAI	PASSからダウンロード）と事由証明書を教務入試班へ提
出してください。
【問合せ先】学生支援・教育グループ　教務入試班
Tel.	078-794-8133

　後期成績・履修等

■成績発表
　日程：３月６日（月曜）15時
　学内の PCにて閲覧してください。詳細は、掲示およびGAIDAI	
PASSにて確認してください。
■卒業・進級者の発表
　日程：３月６日（月曜）17時
　本部棟前掲示板およびGAIDAI	PASSにて発表します。
■成績問い合わせ
　日程：３月６日（月曜）～３月８日（水曜）
　詳細は、掲示およびGAIDAI	PASSにて確認してください。

■科目等履修生の募集要項の配布について
　２月１日（水曜）から、ホームページ及び教務入試班窓口にて要
項を配布します。継続の方も毎年必ず出願手続きが必要です。（今
春に卒業予定の４年生は必ず卒業者の発表を確認してから、科目等
履修生の出願手続きをしてください。）
　出願日：３月６日（月曜）・７日（火曜）14時～ 19時
　試験日：３月９日（木曜）
■講義概要（シラバス）・時間割表について
　講義概要（シラバス）・時間割表については、３月中旬に
GAIDAI	PASSで発表します。
※紙の時間割表については、学生支援・教育グループ　教務入試班
窓口で４月上旬から希望者に配布します。
■履修登録
　日程については	３月上旬にGAIDAI	PASSで発表します。
■予備登録
　情報科学概論３、教職実践演習（中・高）、英米学科・第２部英
米学科の専攻語学 III 及び IV 階程については、事前に予備登録が必
要です。詳細は、掲示およびGAIDAI	PASSにて確認してください。

　春季休業中の施設開室時間

■学生支援・教育グループカウンター
月曜・水曜・金曜　8時 30分～ 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。
火曜・木曜　8時 30分～ 17時
■学生会館
月曜・水曜・金曜　9時～ 19時 30分
火曜・木曜　9時～	16 時 30分
土曜・日曜・祝日　9時～ 17時 30分
（注意）土曜 ･日曜・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、使用願は利用日の１週
間前までに提出してください。
■学生コンピュータ室
8時 40分～ 16時 30分
ただし、2月 17日 ( 金曜 )・および土・日曜、祝日は終日閉室です。

　図書館

★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 30日（月曜）～ 3月 22日（水曜）
返却期限：4月 13日（木曜）	
※院生は 3月 17日（金曜）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 10日（金曜）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
書の貸出が可能です。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。

2月

※2月5日（日曜）10時-18時は試験期間のため開館します。

3月



　行事予定（2月～4月）

★ GAIDAI NEWS に関するご意見・ご質問は、経営企画グループ
企画広報班まで
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/
スマホサイト　　http://www.kobe-cufs.ac.jp/sp/

日　時 行　事
1月30日（月曜）～2月10日（金曜）後期試験

2月13日（月曜） 試験予備日

2月14日（火曜） 春季休業　開始

2月14日（火曜）～21日（火曜）転部　願書受付

2月18日（土曜） 博士課程・修士課程第２次募集入学試験

2月19日（日曜） 英語教育学専攻第２次募集入学試験

2月23日（木曜） 博士課程・修士課程第２次・英語教育学専攻
第２次合格発表

2月25日（土曜） 一般入試（前期日程）　入学試験（立入禁止）

3月6日（月曜） 成績発表(15時）、卒業・進級者発表(17時）　

3月6日（月曜）～7日（火曜） 科目等履修　願書受付

3月7日（火曜） 一般入試（前期日程）　合格発表

3月9日（木曜） 転部・科目等履修　試験

3月12日（日曜） 一般入試（後期日程）　入学試験（立入禁止）

3月14日（火曜） 一般入試（前期日程）　入学手続き

3月15日（水曜）　
一般入試（前期日程）　入学手続き
博士課程・修士課程第２次・英語教育学専攻
第２次入学手続き

3月21日（火曜） 一般入試（後期日程）・転部・科目等履修
合格発表

3月24日（金曜） 卒業式・学位授与式、卒業パーティ、伸興会総会

3月26日（日曜） 一般入試（後期日程）　入学手続き

3月27日（月曜） 転部・科目等履修　入学手続き

4月1日（土曜） 英語教育学専攻　宣誓式・オリエンテーション

4月5日（水曜） 入学式・宣誓式・新入生オリエンテーション、
伸興会総会

4月6日（木曜） 新入生オリエンテーション、
外国人研究生オリエンテーション

4月7日（金曜） 授業開始

　卒業・修了・成績証明書の事前申し込み

　卒業・修了予定者で、卒業・修了・成績証明書の交付を卒業式３月
24日（金曜）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6日（月曜）16時～３月10日（金曜）
※受付時間については、掲示板および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
【問合せ先】学生支援・教育グループ	学生支援班（証明書担当）
TEL.	078-794-8132

　在学生の証明書発行

　3月6日（月曜）午後は在学生の証明書発行は行いませんので、
注意してください。在学生の2016年度後期までの成績証明書につ
いては、3月27日（月曜）より発行できます。また、3月13日（月
曜）～24日（金曜）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（証明書担当）
TEL.	078-794-8132

　2016年度卒業式・修了式

日時：3月 24日（金曜）10時～（受付　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学舎で中継をご覧ください。

　2016年度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「2016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。伸興会加入の保護者の方々もぜひ
ご参加ください。
日時：3月24日（金曜）13時 30分～（受付　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　TEL.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：伸興会・同窓会加入の卒業生および保護者の方は無料

　課外活動報告

【第 34 回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会】
　10月 18 日、大阪スカウト会館において、「第 34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、スピーチコンテスト
部門　大学生の部で、中国学科 3年の伊藤日実子さんが優勝しま
した。

【立命館孔子学院主催　第 11 回中国語スピーチコンテスト】
　11月20日、立命館大学において、「立命館孔子学院主催　第11
回中国語スピーチコンテスト」が行われ、中国学科3年の伊藤日実
子さん、中国学科3年の中田大介さんが審査員特別賞を受賞しました。

【模擬国連世界大会】
　11月 20日～ 26日、神戸市外国語大学、神戸国際会議場等にお
いて、「模擬国連世界大会」が行われ、本学学生と他大学学生で構
成 さ れ た オ ー ス ト ラ リ ア 担 当 チ ー ム が、Distinguished	
Delegation、本学学生と他大学学生で構成されたソマリア担当チー
ムが、Honorable	Mention	Delegation を受賞しました。英米学
科3年の髙東奈央さん、国際関係学科1年の山根菖香さんがGA（国
連総会）でOutstanding	Position	Paper を受賞しました。

【第 6 回城西大学　英語スピーチコンテスト】
　11月 26日、城西大学において、「第 6回城西大学　英語スピー
チコンテスト」が行われ、大学の部で、第 2部英米学科 1年の足
立優香さんが埼玉県知事賞を受賞しました。

【第 25 回関西ロシア語コンクール】
　11月 27 日、大阪府社会福祉会館において、「第 25回関西ロシ
ア語コンクール」が行われ、中級部門においてロシア学科 2年の
佐藤美沙さんが第 1位、ロシア学科 2年の古屋水輝さんが第 2位、
上級部門においてロシア学科 4年の藤本歩未さんが第 3位を受賞
しました。

【関西大学ラグビー】
　本学ラグビー部が、関西大学ラグビーD3リーグで優勝しました。

【関西バレーボール連盟　男子秋季リーグ】
　本学男子バレーボール部が、関西バレーボール連盟　男子秋季
リーグで優勝し、5部から 4部へ昇格しました。

【デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016】
　「デモクラシー・ナウ！　学生字幕翻訳コンテスト 2016」が行
われ、課題 2で、第 2部英米学科 4年谷口晴絵さん、第 2部英米
学科 3年渋谷優季さん、課題 6で、英米学科 3年上田楓さんが最
優秀賞を受賞しました。

　一般入試に伴う施設使用について

　２月 24日（金曜）・３月 10日（金曜）・11日（土曜）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（土曜）・３月 12日（日曜）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、ご協力お願いします。


