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１日目中庭ステージ

満福祭
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2017
秋の外大祭
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　外大祭に続くイベントといえば？　そう！語劇祭です。68回目を迎える語劇祭では、英米・ロシア・中国・イスパニア・第二部英米の
５つの語劇団が、専攻言語で演じる約２時間の舞台を披露します。ちゃんとストーリーを楽しめるかどうか心配？　大丈夫！日本語
字幕も付いているので安心です。
　各語劇団のみなさんに、それぞれの魅力を熱く語っていただきました。読めば行きたくなること間違いなし！

  1日目　11月25日（土曜）

  2日目　11月26日（日曜）

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

広告に応募してきたのは誰か。
その人が語る人生観あふれる話
とは。今回は日常が舞台のス
トーリーで、共感しやすい内容
です。笑いあり、泣きありで考え
させられる部分が多く、皆さん
の心が動くように頑張ります。

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

　住宅価格の高騰により、赤の他人同士が狭い団地の一室で
同居していた。新婚夫婦の劉強と米玲は同居人の方ばあさん
にうんざり。どうにか追い出せないものか…。そしてふたり
は思いつく。雑誌に結婚相手募集の広告を載せ、方ばあさん
を嫁に行かせるのだ！ 軽い気持ちで勝手に載せた広告だっ

たが、本当に応募者が現れ
てしまって…。不思議な巡
り合わせで繋がる人と人
との縁。彼らは何を選び、何
を選ばずに生きるのか。

同船过渡 （長江 乗合い船）

17：30～19：30

日 時

場 所

チケット
購入方法

11月25日（土曜）10時30分開場
26日（日曜）10時30分開場、終演後18時30分まで
表彰式

神戸アートビレッジセンター

着席500円　立ち見300円
（各回入替のため、ご覧になる語劇団ごとにお求
めください）
※学内のブースと大学生協レジで事前購入でき
ます。会場での当日券は売り切れ次第販売を終了
します。

＜会場案内＞  神戸アートビレッジセンター

みどころ

　Lacey は20代後半で３児の母、Peterは中年のビジネス
マン、Abbieは中学生。見知らぬ部屋で我に返って、ドアから
外へ出られないことに気付く、初対面の３人。どのように部
屋へ入ったのか？ なぜここに居るのか？ ３人に共通するも
のは何なのか？ そこへお茶を出しにやってくる中年のTea 
Ladyは、全ての問いに答を
くれるのか？ そして、３人
は部屋を出ることができ
るのか？　最後にはきっ
と、ほっこり暖かい、すてき
な結末が待っている̶
と信じたい。

Dearly Beloved （たいせつな ひと）

14：30～16：30

　田舎貴族のジャックは、「アーネスト」という架空の弟に会
いに行くと嘘をついて度々ロンドンへ出かけ、自らを「アー
ネスト」と名乗って貴族の娘グエンドレンと交際していた。
一方、ロンドンに住むジャックの友人アルジャノンは、
ジャックの姪で田舎に住むセシリーに興味を持ち、セシリー
が ジ ャ ッ ク の 架 空 の 弟

「アーネスト」に惹かれて
いること利用して、こちら
も自らを「アーネスト」と名
乗りセシリーと恋仲に。し
かし、この２人の偽「アー
ネスト」が混乱を招き…

The Importance of Being Earnest （真面目が大切）

個性豊かな登場人物たちが繰り広げ
る恋の行方、役者と裏方の息が合っ
たコンビネーションが生み出すファ
ニーでユーモラスな場面の数々、こ
だわりの衣装と舞台セット、そして
衝撃のラストに注目です。英米語劇
団が送る爆笑必至のラブコメディ！

みどころ

11：30～13：30

Prohibido Suicidarse en Primavera
（春に自殺はおことわり）

（中国学科２年）／役者

今年の団員は、学年を問わず新
入部員さんが半分を占めていま
す。忙しい先輩の大きな穴を埋
めながら、フレッシュな人材が
奮闘中！　語劇祭当日、お客様
と一緒に、たった一度の素敵な
物語を創りあげるために！ 

（英米学科２年）／役者

人間は気が弱くなると、「死」が美しく、
手軽なものに思えてしまう。そんなと
き、人はどんな行動をとるのか。登場人
物たちが選ぶ未来にご注目ください。
音響や照明も舞台の一部です。人物像
や心情がどのように変化するのか皆さ
んご自身の新しい発見があるはずです。

みどころ

（第二部英米学科２年）／役者

みどころ

14：30～16：30

　大女優が所有する湖のほとりの邸宅。野望と自信にあふ
れる劇作家志望の青年と、名誉と恋愛にあこがれる女優志
望の純粋な娘のもとに、名声を望むままに手に入れた作家
が現れる。３人の運命は激しく交ざりあい、純粋なものは世
の俗物に染まり、その姿を変えていき、静かに湖の水面へと
消えていく。彼らを取り巻
く複雑な人間関係、そして
各々の行く末と、理想と現
実のはざまで苦しむ姿を
描いた、チェーホフの最も
私的な作品。

Чайка （かもめ）

久しぶりにシリアスな作品に挑戦し
ます！ とても難しい作品ですが、劇
団員一人一人が真剣に「かもめ」と向
き合ってくれました。 演出、演技、照
明、音響、字幕、舞台美術、衣装、メイ
ク、髪型、全てにこだわりぬいた私た
ちの集大成をとくとご覧あれ。

みどころ

　芸術的な死を提供する「自殺クラブ」。そこには孤独、失恋、
肉体からの解放…さまざまな理由により、自ら死を望む人々
が集まっていた。ある日このクラブに、死とは縁遠い、愛と幸
福に満ち溢れたフェルナンドとチョーレのカップルが迷い込

む。彼らはそこで、兄フェル
ナンドの陰で劣等感に苦し
む弟フワンとの再会を果た
す。自殺クラブで起こる数
多の偶然の出会い。運命は
動き出す。「生きることは義
務です。しかし…」

（イスパニア学科２年）／役者

（ロシア学科３年）／役者

第68回語劇祭

　ボランティアコーナー学生スタッフは、近隣にお住まいのお年寄りと
おしゃべりや歌を楽しむ交流活動「がくえん陽だまりサロン」を隔月1
回行っています。
　また、夏休みや春休みにはこのサロンで親しくなったお年寄りのお宅
に訪問し、おしゃべりしたり簡単な家事をお手伝いする活動も。
　９月1日には、いつもにこやかで優しい　　　さんのお宅に外大生3
人がお邪魔しました。
　中国学科1年　　　さん「　　　さんから『人に恵まれ、生きてこられ
て幸せ』という言葉を聞き、印象的でした。昔の生活や戦争のことなど、
普段の大学生活では聞けないお話がたくさん聞けました。」
　ロシア学科4年　　　さん「多趣味な　　　さん。自分と共通する演
劇鑑賞という趣味もお持ちで、1時間の予定が、気づけば3時間もお話し
ていました。」

　お年寄りの方々は、「若い学生さんと話せるだけで、こちらも元気をも
らえる」と喜んでくださっています。

お年寄り宅の訪問ボランティア

（集合写真等は昨年のもの）
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普段の大学生活では聞けないお話がたくさん聞けました。」
　ロシア学科4年　　　さん「多趣味な　　　さん。自分と共通する演
劇鑑賞という趣味もお持ちで、1時間の予定が、気づけば3時間もお話し
ていました。」

　お年寄りの方々は、「若い学生さんと話せるだけで、こちらも元気をも
らえる」と喜んでくださっています。

お年寄り宅の訪問ボランティア

（集合写真等は昨年のもの）



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
　場数が自身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。卒業までに頑張って
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

語学はどの職業に就いても大変有益になると思います。また大学
時代に是非たくさんのことを経験し、充実した日々を過ごしてほ
しいです。飛行機や接客が好きで、語学を活かしたい方、是非弊社
の入社もご検討下さい！

★後輩へのエール

OB・OGからの報告

VOL.39　

日本航空株式会社　客室乗務職

5:30 起床

自宅で乗務用のヘアスタイルにセットします。

運航乗務員とのブリフィーングを行い、機内の非常用設
備を確認。その後、サービス準備（旅客数の機内食等の搭
載確認・アメニティセットや新聞雑誌の準備）とお客さ
まをお迎えする機内準備をするのですが、客室乗務員に
とってこの時間が一番忙しいかもしれません。

10:00 飛行機へ向かい、機内準備

飛行機が動き出します。

11:25 出発

離陸したら時計をチェック！私たちは離陸した瞬間か
ら到着地の時刻で時間を計ります。

11:45 成田空港を離陸

2食目の機内サービスの準備以外に、フランクフルト便
では不要ですが、路線によって機内に搭載されているア
ルコール類や免税商品の種類・数量を到着地に提出する
ための書類を作成したりしています。

15:00 交代で食事・休憩

更衣室で制服に着替え、フライトの準備をします。

8:00 成田空港到着、出社

同乗クルーの顔合わせ。乗務必携品の再確認、乗務する
機材の安全マニュアル及び機内サービス方法の確認を
全員で行います。

9:40 出発ブリーフィング

7:00 自宅出発

11:00 お客さま搭乗開始

12:00 飲み物・機内食サービス開始

14:00 免税品販売

21:00 着陸準備

19:00 2食目の機内食サービス開始

23:30(現地16:30) フランクフルト国際空港到着

24:00(現地17:00) お客さま降機開始

24:30(現地17:30) 乗務員入国、業務終了

ある日のスケジュール

★現在の業務 
　国際線客室乗務員として成田客室乗員部に所属し、フランクフ
ルト・シカゴ・ダラス・ロサンゼルス・ホノルル・モスクワ・シンガ
ポール・バンコク・ホーチミンシティ線を主に担当していますが、
担当路線以外の短距離国際線や国内線のフライトにも乗務してお
ります。現在はファースト・ビジネス・エコノミーの全クラスを担
当しており、上海・台湾基地乗務員のいない中国路線や国内線で
は、中国語の機内アナウンスを担当することもあります。

★社会人になって感じたこと
　毎日たくさんの「人」と関わりながら仕事をしています。特に私
たち客室乗務員は毎回所属のグループメンバーと仕事をするわけ
ではなく、当然お客さまも毎フライト異なるので「一期一会」を大
切にしています。

★大学生活を振り返って
　教職課程を履修しながら、テニスや中国語劇、アルバイトなどで
充実した毎日を過ごしていました。その中でも、1年休学して北京に
語学留学した経験は現在の私にとって大きな財産となっています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　自宅を出発してから帰宅するまで、すれ違う人全員を面接官だ
と思い、立居振舞や身だしなみ・言動には気をつけるようにしてい
ました。これは制服を着て会社のブランドを背負う現在にも繋が
る精神ではないかと思います。

（中国学科　2014 年卒業）

私服に着替えた後、運航乗務員も含め夕食をとりに行き
ます。長距離フライトの後でも皆意外と元気です （笑）オ
フの時間に美味しいお酒と食事をいただきながら、お話
をすることで絆が生まれ、帰りのフライトでスムーズに仕
事ができるので、私たちはこの時間も大切にしています。

1:00(現地18:00) ホテル到着、解散

　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！

「世界で一番お客さまに選ばれ、愛される航空会社」となる
ために、JAL グループ全社員一丸となって切磋琢磨してい
ます。具体的には、航空輸送分野における安全のリーディン
グカンパニーとして安全運航を堅持すること、そして顧客
満足度No.1 を獲得することを目指しています。2016 年の
定時到着率でアジア・パシフィック地域1 位を獲得し、
2017 年SKYTRAX ワールド・エアライン・アワードでは

「ベスト・エコノミークラス・エアラインシート」を受賞。

内定を得るポイント②

社会人、頑張ってます！

う。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。学内で多数の企業・団体と接するまたと無い機会ですので、積極
的に参加しましょう。

カナダ建国 150 周年の今年、11 月 19 日（日曜）から
25 日（土曜）にかけてカナダ西部アルバータ州のバンフ
で 開 催 さ れ る「 模 擬 国 連 世 界 大 会（National Model 
United Nations Conference in Canada 2017）」 に、
本学から 6 人の学生が参加します。

模擬国連は世界で広く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
行います。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。

今回参加するのは、中国学科 1 年、イスパニア学科 3 年、
国際関係学科 2 年、同１年、第 2 部英米学科 4 年で、6
人は大会参加に向けてローリー・ゼネック西出准教授の
指導のもと、担当国のエジプトに関する様々な資料を分

析し、各自が参加する安全保障理事会や国連環境総会、
国連総会でエジプトの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
かなど、夏休み中も毎週集まり調査や協議を進めてきま
した。

本学は昨年、世界各国から約 400 人の学生・教員の参
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
に知られていますが、2020 年には再度世界大会を開催す
る予定です。

西出准教授は、「カナダでの世界大会開催は初めてです
が、非常にレベルの高い大会で、学生は多くの困難を経
験すると思います。実践の中で自分の長所や不十分な点
を認識し、また世界各国からの参加者と交流し、成長の
機会となることを期待しています」と話しています。

（イスパニア学科 3年）

安全保障理事会参加

私にとっては今回
が３度目の NMUN
出 場 と な り ま す。

今回参加する議会は安全保障理事
会ということで、会議で行われる
高度な議論にしっかりと参加がで
きるよう、切磋琢磨をしている毎
日です。更に、この度は神戸市外
国語大学の大使団のリーダーとし
て後輩の育成にも力を注いでいま
す。皆さんに良いご報告ができる
よう、メンバー一同一生懸命頑張っ
て参りますので、応援のほどよろ
しくお願い致します。

（国際関係学科１年）

国連環境総会参加

今年入学して間
もなく、模擬国連
の世界に飛び込ん

だ私。６月に参加した JUEMUN で
自分の英語力や知識の不足、なによ
り交渉力の欠陥に気づき、そのリベ
ンジとして今回の NMUN に応募し
ました。やはり求められる能力の質
も 量 も 全 然 違 い、NMUN の プ ロ
フェッショナルである先輩方に助け
ていただきながら勉強の毎日です。
辛くなる時もありますが、日々自分
の成長を感じられる喜びには代えら
れません。会議で活躍できるよう、
さらに成長し続けます。

（中国学科１年）

国連総会参加

今回のカナダ大
会がはじめての模
擬国連であり、大

会準備や授業もまだ手探りしながら
進めていますが、過去の NMUN に
参加されたスペシャリストと呼ぶべ
き先輩達が親身になってアドバイス
をくださるので先輩方の足を引っ張
らないように頑張ろう、といつも思
わされ自分を鼓舞しています。不安
も期待も同じくらいありますが自分
にとって良い経験となるように、全
力を尽くしたいと思います。

模擬国連（NMUN）カナダ大会に本学学生が参加します
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自宅で乗務用のヘアスタイルにセットします。

運航乗務員とのブリフィーングを行い、機内の非常用設
備を確認。その後、サービス準備（旅客数の機内食等の搭
載確認・アメニティセットや新聞雑誌の準備）とお客さ
まをお迎えする機内準備をするのですが、客室乗務員に
とってこの時間が一番忙しいかもしれません。

10:00 飛行機へ向かい、機内準備

飛行機が動き出します。

11:25 出発

離陸したら時計をチェック！私たちは離陸した瞬間か
ら到着地の時刻で時間を計ります。

11:45 成田空港を離陸

2食目の機内サービスの準備以外に、フランクフルト便
では不要ですが、路線によって機内に搭載されているア
ルコール類や免税商品の種類・数量を到着地に提出する
ための書類を作成したりしています。

15:00 交代で食事・休憩

更衣室で制服に着替え、フライトの準備をします。

8:00 成田空港到着、出社
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機材の安全マニュアル及び機内サービス方法の確認を
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11:00 お客さま搭乗開始

12:00 飲み物・機内食サービス開始

14:00 免税品販売

21:00 着陸準備

19:00 2食目の機内食サービス開始

23:30(現地16:30) フランクフルト国際空港到着

24:00(現地17:00) お客さま降機開始
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ルト・シカゴ・ダラス・ロサンゼルス・ホノルル・モスクワ・シンガ
ポール・バンコク・ホーチミンシティ線を主に担当していますが、
担当路線以外の短距離国際線や国内線のフライトにも乗務してお
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当しており、上海・台湾基地乗務員のいない中国路線や国内線で
は、中国語の機内アナウンスを担当することもあります。

★社会人になって感じたこと
　毎日たくさんの「人」と関わりながら仕事をしています。特に私
たち客室乗務員は毎回所属のグループメンバーと仕事をするわけ
ではなく、当然お客さまも毎フライト異なるので「一期一会」を大
切にしています。

★大学生活を振り返って
　教職課程を履修しながら、テニスや中国語劇、アルバイトなどで
充実した毎日を過ごしていました。その中でも、1年休学して北京に
語学留学した経験は現在の私にとって大きな財産となっています。

★就職活動時の印象に残った出来事
　自宅を出発してから帰宅するまで、すれ違う人全員を面接官だ
と思い、立居振舞や身だしなみ・言動には気をつけるようにしてい
ました。これは制服を着て会社のブランドを背負う現在にも繋が
る精神ではないかと思います。

（中国学科　2014 年卒業）

私服に着替えた後、運航乗務員も含め夕食をとりに行き
ます。長距離フライトの後でも皆意外と元気です （笑）オ
フの時間に美味しいお酒と食事をいただきながら、お話
をすることで絆が生まれ、帰りのフライトでスムーズに仕
事ができるので、私たちはこの時間も大切にしています。

1:00(現地18:00) ホテル到着、解散

　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！

「世界で一番お客さまに選ばれ、愛される航空会社」となる
ために、JAL グループ全社員一丸となって切磋琢磨してい
ます。具体的には、航空輸送分野における安全のリーディン
グカンパニーとして安全運航を堅持すること、そして顧客
満足度No.1 を獲得することを目指しています。2016 年の
定時到着率でアジア・パシフィック地域1 位を獲得し、
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う。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。
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　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。学内で多数の企業・団体と接するまたと無い機会ですので、積極
的に参加しましょう。



9 月 14 日（木曜）、交換留学生などが参加する日本語プロ
グラム ( ＪＬＰ ) の秋学期開講式が三木記念会館で執り行われ
ました。

春学期からの継続生 5 人に加え、秋学期から新たに 13 人の
ＪＬＰ生が本学で日本語と日本文化を学んでいます。

ＪＬＰ生とＪＬＰ生の生活のサポートを担うＪＬＰパート
ナーに、経験談を聞いてみました。

2017 年度秋学期日本語プログラム（ＪＬＰ）開講

（2017 年春来日　中国・北京語言大学出身）
●日本語を学ぶ理由
小さい頃からずっと外国語に興味があります。大学入学
後、将来外国語についての仕事をやりたいという希望を
両親に伝えて、応援が得られました。日本語はきれいで、
漢字もたくさんあります。そして日本の景色や伝統文化
なども大好きですから、日本語を専攻として勉強し始めました。
●本学・学生の印象
環境がよくて、とても落ち着いた雰囲気があると思います。そして外国人
が多く、異文化交流も活躍しています。学生さんは、みんな良くがんばっ
ていると思います。図書館に行くとき、いつも人が多いです。それから、
授業、部活やバイトなどのスケジュールをちゃんと作成して、バランスも
よく取っています。生活の内容はとても豊かだと思います。
●好きな言葉・気になる言葉

「一期一会」「縁」

（2017 年春来日　ローマ大学サピエンツァ出身）
●日本語を学ぶ理由
アニメと漫画を初めて見てから日本文化に興味を持ちま
した。ジブリの映画も子供の頃からとても気に入ってい
ます。それがきっかけで、もっと日本文化を知りたいと
思いました。
●本学・学生の印象
キャンパスは小さいですが、駅に近くて便利だと思います。JLP の先生
は素晴らしく、いつもわたしたちを手伝ってくれます。外国語を勉強して
いる学生が多いので、みんな私たちに積極的に話しかけてくれます。さら
に、学生は留学生向けのイベントをよく開いてくれるので、すぐ知り合い
になれます。
●好きな言葉・気になる言葉

「紅葉（もみじ）」「鯨」「構う」「誤解」「きちんと」「めっちゃ」「よっ友（よっ
とも）」

（2017 年秋来日　デュースブルグエッセン大学出身）
●日本語を学ぶ理由
子供の頃からずっと日本に興味があって、大学で何を勉
強したいか迷った時に、自分が好きなものを勉強しよう
と決めました。
●本学・学生の印象
かなりいい大学だと思います。先生方もスタッフも皆親切で、キャンパス
も綺麗です。少し小さいですが、知り合いによく会えるので、そこもいい
所だと思います。これまでに知り合った学生は皆面白くていい人だと思い
ます。これからもっと多くの学生たちと話したいです。ドイツ語、英語、
日本語どれでも OK です！ 
●好きな言葉・気になる言葉

「俺」「めんどくさい」「やばい」「さすが」「イライラする」

（第２部英米学科２年）
●パートナー応募理由
留学生と一緒に充実した生活を
送りたいと思ったのが１番の理
由です。一緒に遊びに行ったり、
ご飯を食べに行ったり、勉強し
たりなどあらゆる面で刺激をもらえると思ったか
らです。
●パートナーになって感じたこと
留学生は日本語がとても上手だということです。私
が苦労することがなかったのはほとんどそのおか
げだと思います。また、留学生はとても勉強熱心で
す。私の JLP 生は自分の専攻している日本語だけ
でなく、フランス語の授業を聴講していたり、難易
度の高い資格試験を受けたりしています。

（国際関係学科２年）
●パートナー応募理由
学内で見かける留学生たちと直
接関わる機会が欲しいなと思っ
たのがきっかけです。パートナー
になることでより深い繋がりが
出来ると思い応募しました。
●パートナーになって感じたこと
入学以前は海外の方との交流経験がなく、パート
ナーをやる前は話し方にものすごく気を遣ったり
していましたが、JLP 生は私たちの使っている話
し方や言葉も知りたいんだ、と国際交流センターの
方から聞いて、ああそうか、と。その後は良い意味
で気を遣わず話すようになりました。

（英米学科２年）
●パートナー応募理由
せっかく外大に入学したので、外
国人と生のコミュニケーション
をとる機会が欲しかったから。友
人に誘われて一緒に始めました。
●パートナーになって感じたこと
日本語を使う努力を惜しまないこと。私たちも英語
で手助けはできますが、それに頼ろうとしない学習
意欲の高さは素晴らしいと思います。

留学生

留学生

J L P
パートナー

J L P
パートナー

J L P
パートナー留学生



10 月１日（日曜）、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
会を行い、昨年と同規模の約 180 人
が参加しました。推薦入試出願を
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。

503 教室では、職員と学生スタッ
フによる大学説明と学生生活の紹
介、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。また、スチューデント
コモンズでの「外大生と話そうコー
ナー」には来訪者が途絶えることなく、「新たにイスパニア学科
に興味を持った」「学生にしかわからないことを聞くことができ
てよかった」「目標とするような先輩の姿を見て励みになった」
など、アンケートに好意的な声が寄せられました。

進路指導の一環として、大学を見学し
て模擬授業などを受け、大学で学ぶこと
や学生生活の話を聞くことをカリキュラ
ムに取り入れる高校が増えています。本
学への見学希望も年々増えており、今年
度は20校以上の訪問を受ける予定です。
特に 10 月は多く、後半に 10 校が集中
しました。大学説明に加え、特別講義、
卒業生との交流コーナー、模擬国連世界
大会の紹介、キャンパスツアー、学生食
堂の利用など、高校側のご期待やご要望
に応じたプログラムを組んでいます。

そんな高校生を見かけられましたら、
やさしく一声かけていただけると、
本学にいい印象を持ってもらえるか
と思います。将来の外大生候補を、
温かく見守ってください。

オープン・セミナー2017後期 （9月～12月） 語学講座２コース、教養講座４コースを開催します。（外大生も有料です）

1. 語学講座：3D版アメリカ文学を読む
講 師：名誉教授　辻本 庸子　
日 程：9月21日〜12月14日（毎週木曜日）　※11月23日除く
時 間：13 時〜 14 時 30 分
講座概要：文学作品はその書かれた時代、社会と密接な関係を持って

います。本講義では、アメリカ文学作品を、その背景の歴
史的事象と重ね合わせることでより立体的な像を浮かび上
がらせながら鑑賞します。名付けて３Ｄ版アメリカ文学。
関連する映画や音楽、絵画なども参照しつつ、アメリカ合
衆国建国時から 21 世紀の今日にいたるまでに書かれた 12
の作品を取り上げる予定です。

受 講 料：14,400 円（全 12 回）
教 室：神戸国際協力交流センター

講 師：客員研究員　西田 愛
日 程：10月5日・12日・19日・26日（毎週木曜日）
時 間：18 時〜 19 時 30 分
講座概要：龍門石窟、雲崗石窟とともに、中国三大石窟として知られ

る敦煌莫高窟。20 世紀初頭にここで発見された一連の古写
本群、いわゆる敦煌文書がアジア学、歴史学に果たした役
割は非常に大きいものでした。本講座では、これらの古文
書の研究によって明らかになってきたチベット支配期の敦
煌について概観したいと思います。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
教 室：兵庫県立生活創造センター

講 師：教授　新野 緑
日 程：9月25日・10月2日・16日・23日（毎週月曜日）※10月9日除く
時 間：15 時〜 16 時 30 分
講座概要：小説の書き出しには、作品のエッセンスが凝縮されていま

す。そこに込められた意味を読み解くことは、作品が書か
れた時代や社会について学ぶことでもあれば、作家の個性
を知ることでもあり、文学作品の読み方を学ぶことでもあ
ります。18 世紀から 20 世紀に至るイギリスの代表的な名
作を取り上げて、その書き出しの詩学を考えてみましょう。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
会 場：神戸国際協力交流センター

講 師：准教授　川口 正通
日 程：9月25日〜12月18日(毎週月曜日)　※10月9日除く
時 間：14 時 25 分〜 15 時 55 分
講座概要：前期に引き続き、スペイン語でコミュニケーションができ

るようになることを目標に、必要な文法事項を学んだ上で、
口頭での実践練習を通して「使えるスペイン語」を身につ
けていきます。前期の続編となりますが、直説法現在程度
の文法事項を既習の方であれば後期からのご参加も歓迎し
ます。

受 講 料：14,400 円（全 12 回）
会 場：学舎 107 教室

講 師：教授　田中 敏彦
日 程：11月14日・21日・28日・12月5日（毎週火曜日）
時 間：17 時 50 分〜 19 時 20 分
講座概要：このまま日米同盟と呼ばれる対米従属構造を維持していく

か、それとも、そこから脱却して新たな道を切り開くか、
―日本が直面している課題を絞っていくと私たちが見いだ
すのはこの選択ではないでしょうか。
マスコミの不断の洗脳によって「これまで通り米国に追随
してゆけばなんとかなる」と思っている人がかなり多い。
しかし世界は激変しつつあります。中国が主導するアジア・
インフラ投資銀行に参加していない国は G7 では米国と日本
だけですが、新興 G7（中・露・印・ブラジル＋トルコ・メ
キシコ・インドネシア）の GDP は 2014 年には G7 の
GDP を凌駕したと IMF が発表しました。先進国と発展途上
国の南北逆転がすでに起きているのです。
激変する 21 世紀の世界で日本の未来を考えます。

受 講 料：4,800 円（全 4 回）
教 室：学舎 107 教室

5. 教養講座： 名作はこのように始まる―イギリス小説の書き出し

2. 語学講座：使って話せるスペイン語講座2

4. 教養講座：敦煌とチベット
3. 教養講座：「脱亜入欧（米）」からの脱却―21世紀日本の課題

外大見学の高校生をご案内 大学説明・個別相談会を開催

岡本崇雄教授の特別講義に聞
き入る高校生。 大学説明を聞いて受験生のモチ

ベーションがアップ。

約30分のキャンパスツアー
はお互いにとって新鮮なひと
とき。 参加者の多くが「外大生と話そう

コーナー」に立ち寄りました。

時間が合えば、母校の後輩の前で「晴れ姿」
を披露することも。
（写真は国際関係学科１年）



お 知 ら せ
　2017年度大学院修士課程修了の手続き

2017 年度修士論文・課題研究の提出について
１. 修士論文題目届または課題研究題目届（本学所定の様式）

提出期限　11月10 日（金曜）17 時まで
２. 修士論文・課題研究の提出

提出期限　2018 年 1月10 日（水曜）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

『特別研究員になるための“ガクシン“書き方講座』

これから研究者の道を進むことを志す院生を対象に、制度の理解、
研究計画の構築、調書の書き方など基礎知識を体得してもらうこ
と目的に講演会を開催します。
○日　時：12月6日（水曜）13時30分〜15時
○場　所：三木記念会館
○対　象：本学院生（特に修士課程、博士 1 〜 2 年生）、

本学教員（大学院担当）
※関心のある学部生も可

○内　容：・特別研究員についての制度説明
・研究計画の構築法とテーマ設定
・研究計画の表現法　　など講演会形式で実施

○講　師：矢野寛士氏（理学博士）ロバスト・ジャパン株式会社
○受付方法：研究所事務室への事前申込により受付（当日の参加
も可能です）

　日本学生支援機構奨学金　返還説明会

　2018 年 3 月貸与終了予定者対象（主に現在 4 年生）
○日　時：11 月 1 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、2018 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）

○手続き締切日：11 月 24 日（金曜）
　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。いずれかの日程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。

【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

　2017 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（木曜）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

　イスパニア学科 1 年の農端結希さんが、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（火曜日）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。

　本学大学院文化交流専攻、肖海娜さんの論文「形容詞 + 名詞に
よる発見・感嘆表現の日中対照」が、2016 年に日中対照言語学
会に応募のあった若手研究者（45 歳以下）の論文中最も優れた
論文として、表彰されました。

　10 月 7 日、兵庫県中央労働センターにおいて、「第 9 回兵庫県
中国文化交流会中国通コンテスト」が行われ、中国学科 4 年の山
本果歩さんが創作部門で最優秀賞を受賞しました。

本学大学院博士課程 3 年の井上詩歩子さんが、「2017 年度日本
アメリカ文学会新人賞」を受賞しました。

　7 月 1 日〜 9 日、西宮市立市民ギャラリーにおいて「第 67 回
西宮市展」がひらかれ、第 2 部英米学科小南智美さんが、「西宮
市展若手奨励賞」を受賞しました。

　10 月 21 日、神戸市教育会館において、「第 35 回全日本中国
語スピーチコンテスト発表会兵庫県大会」が行われ、中国学科 2
年の鐘築拓也さんが朗読部門で優勝しました。

　行事予定（11月～1月）

日　程 行　事

9月21日（木曜）〜12月18日（月曜） オープンセミナー2017後期

11月1日（水曜） 大学院説明会（修士課程）

11月3日（金曜） 外大祭準備

11月4日（土曜）・5日（日曜） 外大祭

11月25日（土曜）
推薦入試、特別選抜入試

（帰国子女・外国人・社会人）
(※学内立入禁止)

11月26日（日曜） 特別選抜入試（社会人）
(※学内立入禁止)

12月6日（水曜） “ガクシン“書き方講座

12月18日（月曜）〜22日（金曜） 補講・集中講義期間

2018年1月9日（火曜）・10日（水曜） 補講

2018年1月10日（水曜） 卒業論文提出締切

2018年1月12日（金曜） 大学入試センター試験準備の
ため休講

2018年1月13日（土曜）・14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：announce@office.kobe-cufs.ac.jp
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