
10月27日(土曜)と28日（日曜）の2日間、秋晴れの空のもと、2018年度外大祭が盛大に行われました。 
今年のテーマは「Sensational Sensation ～感覚をとぎすませ～ 」。 「感覚」にまつわるクイズラリーや五感に関する展示、イントロ
クイズなど、今年ならではの企画が並び、来場客は秋の一日を楽しみました。
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『サシトーーク！』では、
学長の知られざる一面が…。

フラメンコ部が踊れば、
そこはアンダルシア…。

日舞研究会は、
新入部員が増えました。

外大ならではの
、国際色

溢れた模擬店は
大好評。

お天気もよく、和やかな時間が過ぎました。

209教室の『人体のしくみ』は、
体感型展示。来場者は見て
触って楽しんでいました。

絵本の読み聞かせ
コーナーは、小さな
お子様たちに大好評。
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　語劇祭の季節がやって来ました。語劇祭とは、英米、ロシア、中国、イスパニア、第2部英米学科の5つの劇団が、それぞれの専攻する
言語を用いて約2時間の演劇を披露するイベントで、今年で69回目を迎える伝統行事です。当日まで待ちきれない外大生のために、
本番を控えた各劇団の監督にあらすじと見所を聞いてきました。「なじみのない言語の劇なんて…」と思っているあなた！全公演
字幕付きなので安心です。12月は友達や家族を誘って語劇祭へ行ってみませんか？　（一部の写真は昨年のもの）

神戸高速「新開地駅」8番出口より
徒歩約５分

JR「神戸駅」ビエラ神戸口より
徒歩約10分

神戸市営地下鉄「湊川公園駅」
東改札口より徒歩約15分

題材としてはありがちですが、
強盗なりの理由があってのこ
と。また銀行員たちもそれぞれ
問題を抱えていて、強盗が入っ
てきたことにより、それが明ら
かになります。個性的な銀行員
の姿に注目してください。

湊川
公園 高速

神戸

新開
地

神
戸地下

鉄西
神・
山手
線

新開地商店街

湊川
公園

神戸アートビレッジセンター

11：30～13：30

　とある火曜日の午後、終業間際の銀行が強盗に襲われる。
犯人は失業者のサニーとベン。しかし間もなく警察に包囲さ
れてしまい、やむを得ず銀行員を人質に立てこもる。早く帰
りたい…銀行員たちから不満が噴出する中、窮地に陥ったサ

ニーが思いついたのはとん
でもない作戦だった。2人
は何故強盗になったのか？
銀行員たちはいつになった
ら帰れるのか？彼らの長い
1日が始まる…

『你好，打劫!』（邦題：強盗だ！）
14：30～16：30

日 時
場 所

料 金

チケット
購入方法

2018年12月15日（土曜） 10時30分～19時30分　16日（日曜） 10時30分～16時30分・終演後表彰式など

神戸アートビレッジセンター　http://kavc.or.jp/map/index.html
神戸市兵庫区新開地5丁目3番14号　電話：078-512-5500

一般（高校生以外）：500円（各劇団毎）
※高校生はインターネット予約でのみ枚数限定で

無料(当日、学生証を受付で提示してください）。
※各回入替制のため、チケットは各劇団別の販売

です。ご覧になりたい劇団毎にチケットをお買
い求めください。

◇下記のURLよりお買い求めください。
http://ticket.corich.jp/apply/93595/

◇大学内のブース、大学生協レジにて、事前購入
できます。

◇当日会場での販売は、売切れ次第終了します。

＜会場＞  神戸アートビレッジセンター

　高名な科学者クロード卿
の邸宅で事件は起きた。貴
重な方程式が書斎の金庫か
ら盗まれたのだ。犯人はこ
の部屋にいる...。クロード卿
は容疑者達を集め、暗闇の
中で方程式を返却するよう
提案する。部屋は疑心暗鬼に包ま
れ、ついに灯りが落ちた。暗闇の中に
鳴り響く奇妙な音。部屋に灯りが戻
るとそこには...？アガサ・クリス
ティの名作ポアロシリーズを飛び出
した、英米語劇の新しいミステリー
をご覧あれ！

『Black Coffee -Miss Poirot Version- 』
（邦題 ：ブラックコーヒー）

中国語劇団

第２部英米語劇団

英米語劇団

ロシア語劇団イスパニア語劇団

17：30～19：30

　ジョーとジェーンとリンジーがチャー
ルズ・ディケンズの『クリスマスキャロ
ル』の舞台を上演しようと、練習を重ねて
いきます。そして本番直前、突然、一人が
クリスマスキャロルじゃないクリスマス
のパフォーマンスがしたいと言い出し、
観客に色々なクリスマスの話をしたり、
演じたりして…舞台はどうなっていくの
でしょうか…。

『Every Christmas Story Ever 
 Told （And Then Some!）』
　　　　　　（邦題：あぁ、クリスマス！）

11：30～13：30

『 Дневник Анны Франк 』
（邦題：アンネの日記）

『Black Coffee』は、かの有名な名探偵エルキュー
ル・ポワロの1作です。ポワロと言えば、ハットを被

り、髭を生やした男性のイメージが強いで
すが、そんな主人公を、女性に変えた英米

語劇団ならではの作品となっています。原作からポ
ワロのみ女性に変えたことにより、周りとの関係性
を考え直すのが骨の折れる作業でした。私達が4ヵ
月かけて作り上げたブラックコーヒーのような味
わい深いミステリー作品をご堪能ください。

今年のロシア語劇は、かの名作「アンネ
の日記」をモデルに、アンネやその家族、
周囲の人々の人間模様を描きます。実
在した家族の日々を演じるからこそ、よ
り一層力を入れて「家族の繋がり」の表
現を追求してきました。観てくださるお
客さんにアンネたちの日常を感じても
らい、そして温かく見守ってもらえるよ
うな作品に仕上げます。

14：30～16：30

　親を亡くし、同じ家に引き取られた2人の女性マチルデと
エンリケタ。彼女たちは、その家の息子フェルナンドをめぐ
り対峙する。そしてある日、ひとつの噂が事態を急変させ
る！愛に翻弄される人間関係。人の心に潜む善と悪。汚され
た過去、名誉、魂すべてを清めるものは一体...

『 Mancha que limpia 』 （邦題：拭われた汚辱）

悲劇ではありますが、皆様の心に響
くような台詞も散りばめられていま
す。役者の大半を占める1年生のフ
レッシュな演技にもご注目。

　世界中で愛され続けている『アンネの日記』の戯曲版。
ときは第二次世界大戦。ドイツによる「ユダヤ人狩り」から逃
れるため隠れ家に潜んだ8人のユダヤ人。そのうちの1人アン
ネ・フランクはキティと名付けた日記帳に隠れ家での生活を

綴っていく。厳しい生活のな
かでも希望を失わず、家族と
同居人との衝突や恋を経験し
ながら成長していくアンネ。
彼女の目に映っていた世界と
は。キティが語る永遠の青春
の記録。

第69回 語劇祭

【1日目】　12月15日（土曜）

【2日目】　12月16日（日曜）

みどころ

みどころ

みどころ

みどころ

武島 知音さん
（中国学科3年）／監督

色々なクリスマスのしきたり、お祝いの仕方などを舞台上で紹介
するので、世界にはこんなクリスマスがあるのかというような楽
しみ方もできると思います。役者は3人のみ。裏方はほぼ新人で、
劇中劇もあり、小道具も一杯で大変ではありますが、楽しみなが
らやっていけたらと思います。開催日の翌週はもうクリスマスな
ので、クリスマス気分が盛り上がること間違いなしです！？

早川 茉佑さん
（英米学科3年）／監督

みどころ

新田 実さん
（ロシア学科3年）／監督 兼 役者

小幡 千夏さん
（イスパニア学科3年）／監督

加藤 紫野さん
（2部英米学科3年）／監督
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3年生の皆さんは来年3月からの就活本番に向け徐々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』に続き、就活で気をつけて欲しいことを数点、お話します。

●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を早期獲得するべく動きます。3月か
らプレエントリーが開始されるので、キャリアサポートセンターを
活用しつつ、エントリーシート、筆記試験、面接対策など出遅れない
よう準備を進めましょう。

●内定は就職活動量に比例
　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。最初から志望先を固
定するのではなく、幅広く志望分野をとらえましょう。

●内定を得るまで、決してあきらめない
　卒業後は正社員としての求人は激減します。卒業まで頑張って内定
を獲得しましょう。また、正社員としての就職先を優先しましょう。

弊社の事業は約54%が海外向けであり、国内外を問わず活躍でき
る社員の需要は高まっています。外国語を活かして日本の技術力
を世界に発信したいと考えている方は、是非弊社への入社をご検
討下さい。一緒に勤務できることを楽しみにしています！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.45　竹岡　葵さん

三菱重工業株式会社
エンジン・エナジー事業部サービス部高速サービス営業課

6:30 起床

お客様から寄せられた問い合わせに回答します。技術的
な問い合わせも多く、技術部門と確認を取ることもしば
しば。

所内の関連部門と納期の調整や、クレームの改善案等を
協議します。

10:00 問い合わせ対応

お昼は社員食堂で同期と食べています。

12:00 昼食

サプライヤーへ製品の改善要望を伝えたり、今後の需要
見通しについて協議します。

海外の営業拠点と定例の電話会議を行い、ローカルス
タッフから売上状況や市場動向を聴取します。海外拠点
とは時差があるので、午後に会議が設定されることが多
いです。

海外拠点と電話会議で協議した内容を英語で報告書に
まとめます。協議内容が多岐に渡るので、入社当初は作
成に苦労していました。

数週間後に控えた海外出張に向けて、お客様への提案内
容・プレゼン資料等を準備します。

事業所は生産工場と一緒になっているため、始業の時間
が早いです。

8:00 始業・メールチェック

乙仲（船貨物取次業者）と連絡を取り、注文のあった製品の
出荷を指示します。

9:00 製品の出荷対応

7:30 出勤

11:00 所内会議

13:00 サプライヤーの来社対応

14:00 シンガポール・インドネシア拠点との電話会議

16:00 議事録作成

16:30 問い合わせ対応

17:00 定時

17:30 出張前準備

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　舶用・発電機用エンジンに係るアフターサービスの部署で、海外のお

客様向けにエンジン部品の営業を行っています。現在はシンガポール、

中国、台湾、韓国を始めとしたアジア地域の他、UAE、サウジアラビア

等の中東地域を担当しており、3ヵ月に1回程のペースでエンジニアと

出張し、現地のお客様を訪問しています。

★社会人になって感じたこと
　アフターサービスの部署は、製品を使用するお客様の第一窓口
となるため、どんなに些細なことでも柔軟に受け止める対応力を
求められていると感じます。

★大学生活を振り返って
　学生時代は学習塾でのアルバイトの他、短期の中国語通訳をして
いました。大学3年目に台湾大学へ半年間留学した経験は、現在の業
務でも大きな支えになっています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　企業によって求める人材が異なるので、面接時に話すエピソー
ドを複数準備して、企業によって話す内容を変えていました。面接
官の方に興味を持って聞いていただけた時は嬉しく思いました。

（中国学科　2016 年 3 月卒業）

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！

創業133年、国内外に400以上の拠点を有するメーカーで、
社員一丸となって日本のものづくり・技術力を世界に発信
しています。事業分野はパワー、インダストリー＆社会基
盤、航空・防衛・宇宙の3分野に分かれ、国産旅客機MRJや
H-ⅡA/H-ⅡBロケット等の大型製品から、エンジン、ターボ
チャージャ、冷熱機械といった中量産品まで幅広い製品を
取扱い、世界中で人々の生活を支えています。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！

本学の学生はほぼ100％内定を勝ち得て卒業しています。

●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ことを心がけてください。両親・先生・
先輩後輩・友人・キャリサポの職員・社会人の方など、周囲からヒント
を得られることは多々あります。

●学内の『業界研究講座』、『企業採用説明会』を活用しよう
　就活解禁に先んじて、11月に32の企業・団体にお越しいただき、
様々な業界の話を聞ける『業界研究講座』を実施しています。また、2
～3月には約160の企業・団体を招いて『企業採用説明会』を開催しま
す。本学を多数の企業・団体が来訪するまたとない機会ですので、積
極的に参加しましょう。

11 月 18 日（日曜）から 23 日（金曜）にかけて中国
陝西省西安市で開催される「模擬国連世界大会 (National 
Model United Nations Conference in China 2018)」
に、本学から 12 人の学生が参加します。

模擬国連は世界中で行われている国際的な教育活動で、
実際の国連での会議と同様に参加者が各国代表団として
の役割を担い、その国を代表して他国と外交交渉を行う
ものです。会議への参加を通じて現実の国際問題への理
解を深め、交渉力や議論の能力、語学力を含む総合的な
国際コミュニケーション能力を高めることを目的として
います。世界大会は全ての討議が英語のみで行われます。

今回のチームは、4 回目の参加となる国際関係学科 3
年の椛山美生さん、2 回目の同 3 年の神村里音さん、第
2 部英米学科 3 年の小林光梨さん、中国学科 2 年の森川
麗華さん、それに初参加となる英米学科 4 年の原田剣斗

さん、国際関係学科 4 年の杜頡頲さん、英米学科 3 年の
入江邑弥さん、ロシア学科 2 年の柴垣愛梨さん、国際関
係学科 2 年の大平真緒さん、同 1 年のテリヨン・クリス
ティーヌ馨子さん、ロー・シェンニーさん、中出結さん
です。参加者は大会に向けてローリー・ゼネック西出准
教授の指導のもと、担当国のスウェーデンとノルウェー
に関する資料を分析し、各自が参加する安全保障理事会、
国連総会、経済社会理事会等で、大使として課題の解決
に向けてどのような国々を対象にどのような交渉や政策
提案を行うのかなど、調査や協議を進めてきました。

本学は、2016 年、世界各国から約 400 人の参加のも
と日本で初めての模擬国連世界大会を開催し、日本にお
ける英語での模擬国連活動の拠点校として国内外に知ら
れています。2020 年には再度本学で世界大会を開催する
予定です。

入江邑弥さん
（英米学科 3年）

「国連総会」に参加

NMUN で の「1
国の大使として世

界で正に今起こっている問題に正
面から取り組む」という未知なる
体験は、僕に新しいことに挑戦す
る重要さと難しさ、そして世界へ
と目を向けることの大切さを再認
識させてくれます。

中出結さん
（国際関係学科 1年）

「国連工業開発機関」
に参加

この活動に応募
したのは国連という“世界”に以前
から関心があったからです。英語で
の授業やリサーチは初めてのことで
大変ですが、本会議ではより多くの
刺激を受け、自分が成長できる機会
にしたいと思っています。

神村里音さん
（国際関係学科 3年）

「国連工業開発機関」
に参加

今回は私にとっ
て 2 回目の NMUN

参加となります。工業開発機関で扱
われる専門的な議題に関して、以前
に感じた交渉の難しさから少しでも
成長できるよう、今回の交渉の筋を
想定しながらの準備に奮闘する日々
です。

模擬国連（NMUN）中国大会に本学学生が参加します



3年生の皆さんは来年3月からの就活本番に向け徐々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』に続き、就活で気をつけて欲しいことを数点、お話します。

●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を早期獲得するべく動きます。3月か
らプレエントリーが開始されるので、キャリアサポートセンターを
活用しつつ、エントリーシート、筆記試験、面接対策など出遅れない
よう準備を進めましょう。

●内定は就職活動量に比例
　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。最初から志望先を固
定するのではなく、幅広く志望分野をとらえましょう。

●内定を得るまで、決してあきらめない
　卒業後は正社員としての求人は激減します。卒業まで頑張って内定
を獲得しましょう。また、正社員としての就職先を優先しましょう。

弊社の事業は約54%が海外向けであり、国内外を問わず活躍でき
る社員の需要は高まっています。外国語を活かして日本の技術力
を世界に発信したいと考えている方は、是非弊社への入社をご検
討下さい。一緒に勤務できることを楽しみにしています！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.45　竹岡　葵さん

三菱重工業株式会社
エンジン・エナジー事業部サービス部高速サービス営業課

6:30 起床

お客様から寄せられた問い合わせに回答します。技術的
な問い合わせも多く、技術部門と確認を取ることもしば
しば。

所内の関連部門と納期の調整や、クレームの改善案等を
協議します。

10:00 問い合わせ対応

お昼は社員食堂で同期と食べています。

12:00 昼食

サプライヤーへ製品の改善要望を伝えたり、今後の需要
見通しについて協議します。

海外の営業拠点と定例の電話会議を行い、ローカルス
タッフから売上状況や市場動向を聴取します。海外拠点
とは時差があるので、午後に会議が設定されることが多
いです。

海外拠点と電話会議で協議した内容を英語で報告書に
まとめます。協議内容が多岐に渡るので、入社当初は作
成に苦労していました。

数週間後に控えた海外出張に向けて、お客様への提案内
容・プレゼン資料等を準備します。

事業所は生産工場と一緒になっているため、始業の時間
が早いです。
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16:00 議事録作成
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8 月 15 日～ 17 日の 3 日間、市内中学生を対象とした
イングリッシュ・サマースクールが本学で開催されました。
今年は 3 日間で市内中学生約 560 人が参加し、外国人英
語指導助手（ALT）が中心になり考えた「エイリアンは誰
だ！」などのゲームやダンス、ALT と一対一で会話をす
る「スピード・デイティング」に参加しました。午後から
は、ロシア・中国・イスパニア各学科の学生が、それぞれ
の言語での簡単なあいさつや、それぞれの言語圏の文化や
習慣の違いを紹介しました。参加した中学生は、1 日をか
けて外国語の学習とコミュニケーションの楽しさに触れま
した。

9 月 13 日（木曜）に三木記念会館で、日本語プログラ
ム 2018 年度秋学期開講式を行いました。

指学長と竹越研究所長から祝辞をいただき、その後、秋
学期の新入生 14 人と春学期からの継続留学生 4 人が、日
本でやりたいことを述べ、また、日本の好きな食べ物など
関心があることを話しました。

開講式後の歓迎会では、留学生と外大生が自分の趣味や
出身国の文化について語り、外大生や先輩留学生が持ち
寄ったお菓子を食べながら、ビンゴゲームなどを楽しんで
懇親を深めました。

「中学生イングリッシュ・
サマースクール2018」開催報告

日本語プログラム
2018年度秋学期開講式を実施

総合商社の部長級・課長級海外駐在員との交流
（三井物産・上海 )

最新メディアシステムの見学（上海テレビ局）

上海インターンシップ実施報告
毛丹青客員教授の引率で上海を訪問した本学学生 8 人と関西大学の学生 3 人が、上海日本商工クラブ会員数社の日本

人駐在員との懇談、企業説明、見学等に参加し、大きな収穫を得ました。

日　時　2018 年 8 月 26 日 ( 日曜 ) ～ 30 日 ( 木曜 )
訪問先　• 日本貿易振興機構 (JETRO) 上海事務所

• 三井物産
• 上海訳文出版社
• 上組
• コニカミノルタ

•JTB
• 上海テレビ局
• 日本航空
• 上海八微網絡有限公司

参加学生の感想
短い５日間でしたが、ＪＥＴＲＯ、三井物産、ＪＴＢなどで働く日本人から、直接いろいろな体験談を聞いたりア

ドバイスを受けることができ、本当に勉強になりました。また、上海訳文出版社の見学では、両国間の文化の輸出の
不平等を感じました。中国の若い世代は、アニメやゲームなどの日本文化に対する関心が高く、また書店には東野圭吾、
湊かなえといった作家の本が並んでいて、日本のベストセラーが翻訳され流行っていることに驚きました。一方で、
中国からの文化輸出は弱いようです。本学の図書館に置かれている中国の文学作品はほとんどが十数年以上前の作品
です。お互いが、一方的な理解ではなく、異文化を乗り越える架け橋を築くために取り組んでいきたいと思います。

（訪問順）



2 部英米学科 3 年　 平野 舞さん
実際に現地で水害の被害にあった個人宅に伺い、住める状態にない家

の床板を剥がしたり、溜まった土や木材をかき出したりしました。たとえ
住めなくなった家でも知らない人に土足で掃除されるのは嫌だろうな、と
複雑な思いを巡らせていましたが、その家のご夫婦は「ありがとう」と頭
を下げて、何度もお礼の言葉をいただきました。私は驚いたのと同時に、
とても温かい気持ちになりました。ボランティア活動は厳しい環境で作業
をしなければなりませんが、誰かの為に能動的に行動しよう、という人が
集まって一致団結します。そのため、今回の活動を通じて人とのつながり
を強く感じました。そして、何気ない日常も決してありきたりなものでは
ないと感じるようになりました。

災害復旧ボランティア活動

大学説明・個別相談会

8 月～ 9 月、岡山県倉敷市真備町、広島県竹原市、呉市で、４人
の学生が 7 月豪雨災害復旧支援ボランティア活動に参加しました。

10 月 6 日（土曜）、本学の受験を考えている高校生・高卒生・社会人
を対象とする『大学説明・個別相談会』を開催しました。台風の影響で当
日朝まで開催が危ぶまれましたが、大きなトラブルもなく、昨年と同規模
の約 170 人が参加しました。

503 教室では、職員による大学説明、学生の合格体験談と留学体験談、
予備校講師による英語と小論文の二次試験の勉強法というプログラムが続
きました。特別入試（推薦、特別選抜）出願を 1 ヵ月後に控えた時期で
もあり、参加者は真剣な面持ちで聞き入っていました。

また、スチューデントコモンズの『外大生と話そうコーナー』では、学
生の話に興味深く耳を傾け、受験やキャンパスライフについてたずねる来
訪者の姿が見られました。

来場者アンケートでは「モチベーションがあがった！」「大学へのイメー
ジがふくらみ、具体的にしたいことが見つかった」「絶対に入りたいとい
う思いが強くなった」等、好意的な声が多く寄せられました。

８月５日（日曜）と 19 日（日曜）の２回、オープンキャンパスを開催しました。
例年よりやや多い約 5,300 人（２日間計）の来場があり、高校生や受験生が模擬授業
や同時通訳の体験などのさまざまなイベントに参加しました。

研究棟前のステージでのオープニングアクトに始まり、大
ホールでの劇団バベルの塔によるミニ語劇、約 800 人が参加
した「外大生と話そう！」、600 人以上が楽しんだキャンパス
ツアーなど、学生のフレンドリーな「おもてなし」に、来場
者アンケートでは「楽しかった」「外大生になれるようがんば
りたい」などの言葉が並びました。

来場者を迎えたウェルカムステージ

30 分でキャンパスをひとめぐり「ガイダイトーーク！」は満席で大好評

 オープンキャンパス 2018を開催。

ボランティアコーナーより



お知らせ
　2018年度大学院修士課程修了の手続きについて

2018 年度修士論文・課題研究の提出について
○修士論文題目届または課題研究題目届（本学所定の様式）の提出

期限　11月12 日（月曜）17 時まで
○修士論文・課題研究の提出

期限　2019 年 1月10 日（木曜）17 時まで
※  提出物、部数、注意事項等については、GAIDAI PASS や掲示板

で確認してください。

　研究者の道を志すあなたへ

『日本学術振興会 特別研究員経験者による座談会』

これから研究者の道に進むことを志す院生を対象に、本学専任教
員または客員研究員で日本学術振興会特別研究員を経験した先生
方による座談会を開催します。
○日　時：12月19日（水曜）13時～14時
○場　所：三木記念会館
○対　象：  本学院生、本学教員（大学院担当） 

※関心のある学部生も可
○内　容：  本学専任教員または客員研究員で日本学術振興会特別

研究員を経験した 3 人の先生方による座談会
・コーディネータ　  研究科長　竹越　孝　教授 

（中国語学専攻）中国語史
・スピーカー　　　  林　範彦　教授 

（日本アジア言語文化専攻）言語学
　　　　　　　　　　　　　　  山本　昭宏　准教授 

（日本アジア言語文化専攻）社会学
　　　　　　　　　　　　　　  西田　愛　客員研究員 

（チベット文化史）
○ 申込方法　  GAIDAIPASS での申し込み（当日の参加も可能と

します）

　日本学生支援機構奨学金　返還説明会

　2019 年 3 月貸与終了予定者対象（主に現在 4 年生）は、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。
下記のいずれかに必ず出席してください。書類の提出がない場合、
奨学金の返還ができず、延滞となる場合があります。
○日　時：10 月 31 日（水曜）  13 時～ 14 時（501 教室） 

16 時～ 17 時（501 教室）
○対　象：  現在、日本学生支援機構奨学生で、2019 年 3 月に貸

与終了となる学生（多くが卒業予定者）。掲示板でお
知らせします。

○手続き締切日：11 月 23 日（金曜）
　【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班

TEL078-794-8131

　学生顕彰者の募集

　2018 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 11 月 30 日（金曜）までに学生支援班に「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。

　課外活動報告

■   6 月 10 日（日曜）、ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会
が行われ、第 2 部英米学科 4 年の中山真珠さんが 2 等賞を受賞
しました。

■   8 月 2 日（木曜）～ 8 月 5 日（日曜）、中国・マカオで行われた
第 1 回世界大学武術選手権大会に、中国学科 1 年の貴田菜ノ花
さんが日本代表として長拳の部に出場し、4 位に入賞しました。

■  英米学科 2 年の牛尾未来さんが、神戸市の親善大使である
「スマイル神戸」に選ばれ、10 月 3 日（水曜）から神戸市の
観光宣伝事業、親善交流事業等で活躍しています。

　NHK大学セミナーを開催

NHK『ブラタモリ・神戸編』（昨年 2 月放映）の取材・制作スタッ
フが、タモリさんが紹介した「あれこれ」について講演します。
神戸で学ぶ学生として知っておきたい、神戸の知識が詰まったセ
ミナーです。 
○日時　12 月 5 日（水曜）16 時 05 分～ 17 時 35 分（5 限） 
○場所　大ホール 
○申込方法　  近日、GAIDAIPASS およびポスター掲示でお知ら

せします。

　行事予定（11月～1月）
日　程 行　事

11月10日（土曜） 大学入学共通テスト試行調査
(※学内立入禁止)

11月12日（月曜） 修士論文題目届
（課題研究題目届）提出締切

11 月 20 日（火曜）
研究者等招へい講演会

「憎しみから許しへ　～世界へと
旅立った武田靖彦さんの想い～」

12月1日（土曜）
推薦入試、特別選抜入試

（帰国子女・外国人留学生・社会人）
(※学内立入禁止)

12月2日（日曜） 特別選抜入試（社会人）
(※学内立入禁止)

12 月 12 日（水曜）

研究者等招へい講演会
「Avant-garde and the Construction 
of the New Man :The Subtle Art of 
Indoctrination」

12月18日（火曜）～21日（金曜） 補講・集中講義

12月19日（水曜） 特別研究員経験者による座談会

2019年1月10日（木曜） 卒業論文提出締切
修士論文・課題研究提出締切

2019年1月15日（火曜）～17日（木曜） 補講

2019年1月18日（金曜） 大学入試センター試験準備の
ため休講

2019年1月19日（土曜）・20日（日曜） 大学入試センター試験
（※学内立入禁止）

★ 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：koho-core@office.kobe-cufs.ac.jp
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