
　8月11日・25日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、合計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。）で来場者を驚かせました。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、好意的な意見を多数いただきました。
　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。

2013年度オープンキャンパス開催
　7月30日から8月16日まで、カナダとスイスから留学生3名を迎え、短期
日本語教育プログラム「サマーコース」を実施しました。体験的学習機
会も多くあり、神戸のフィールドトリップでは、留学生は神戸港から遊覧
船に乗り、神戸の風景を海から楽しみ、京都へのフィールドトリップで
は、二条城と金閣寺、京都御所などを訪れ、徳川幕府、天皇、武士な
どについて学びました。日本料理教室では、飾り巻き寿司を作り、日本
の食文化を味わい、ホームステイでは本学学生などのご家庭で楽しい
時間を過ごしました。また、本学剣道部の協力により、日本固有の武道
である剣道を体験し、留学生は日本語・日本への興味・理解を深めて
帰国しました。

日本語教育プログラム「サマーコース」報告

　2013年度秋学期の日本語プログラム（JLP）を9月13日より開始しまし
た。アメリカ、カナダ、ドイツの3カ国より留学生を迎え、今期のJLP留学
生は8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。

日本語プログラム秋学期開始
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National Foreign 
Language Resource 
Center

共著

種別 出版年/出版社著者/書名

立木ドナ（英米学科 教授）
「Pragmatics Language Learning」

2013.6
臨川書店

共編
共著

辻本庸子（英米学科 教授）
「あめりかいきものがたり 動物表象を読み解く」

2013
Oxford
University Press

編著
モンセラット・サンス（イスパニア学科 教授）
「Language Down the Garden Path :The Cognitive and
Biological Basis of Linguistic Structures」

2013.10
開拓社単著

本田啓（英米学科 教授）
「知覚と行為の認知言語学 「私」は自分の外にある」

2013.9
岩波書店単訳 木村榮一（名誉教授）

「グアバの香り」

行事予定後期
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17日（火曜）～27日（金曜）

7日（火曜）～24日（金曜）

1月17日（金曜）

18日（土曜）・19日（日曜）

28日（火曜）～30日（木曜）

語劇祭

特別選抜入試（社会人）

補講・集中講義

2014年前期授業料減免申請

大学入試センター試験準備のため休講

大学入試センター試験

補講・予備日

推薦入試、特別選抜入試
（帰国子女・外国人・中国引揚・社会人）



2013「イングリッシュ・ディズ in 外大」

　9月11日～13日の3日間UNITYで、キャリアデザインについて理解を深めるための『女子学生 社会人力アップ プロジェクト』が、女子学生を
対象に開催されました。『女性社員が活躍する企業』で知られるＰ＆Ｇジャパン株式会社で長年、管理職として勤務されていた講師陣や、神
戸市内の企業で活躍されている女性社員から、『企業人のノウハウとは』、『仕事と生活の調和とは』などを学び、自分を見つめ直すとともに、
学生時代からキャリアデザイン力を身につけて、就活力、仕事力をアップするためのプロジェクトです。
　参加した本学の学生からは、「女性の喜びや悩みとなる出産を経験して働き続けている方から、お話を聞くことができ、ためになった」と
いった声が寄せられました。

　2013年度オープン・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

◆オープン・セミナー2013後期（9月～１月）
　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。）
　本学で開催する講座
　（１）語学講座 I：ロシア語講座（初級）II　教授　岡本崇男
 9月20日～12月13日（11月1日を除く毎週金曜日）　各日 17時50分～19時20分　14,400円（全12回） ※テキスト代別途必要
　（２）語学講座 II：Social Media, Culture and Business 　准教授　Adam Acar
 9月30日～12月16日・1月6日・20日（毎週月曜日）　各日 16時5分～17時35分　14,400円（全12回）
　（３）教養講座 I：Snake in English Poetry 　准教授　吉川朗子
 11月5日～11月26日（毎週火曜日）　各日 13時～14時30分　4,800円（全4回）
　（４）教養講座 II：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
 11月6日～27日（毎週水曜日）　各日 16時5分～17時35分　4,800円（全4回）
　（５）教養講座 III：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
 11月14日～12月12日（毎週木曜日）　※11月21日は除く　各日 18：30～20：00　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）
　（６）教養講座 IV：メディアと文化：小説、マンガ、音楽を題材に 　講師　山本昭宏
 11月1日～22日（毎週金曜日）　各日 18時～19時30分　4,800円（全4回）

オープン・セミナーの開催について

　前号の外大だより181号で報告しました「city’super香港インターンシップ」の第１期派
遣者である英米学科３年生の東中温子さんと中国学科2年生の八木暢明さんの体験談
を紹介します。本インターンシップは、国際的に活躍中である、本学ロシア学科卒業生
で「フェニックスグループ」の会長、荻野正明氏の協力を得て創設したものです。

女子学生 社会人力アップ プロジェクト

英語教員スキルアップ研修
小学校外国語活動基本研修

在学生によるプレゼンテーション中学生
イングリッシュ
サマースクール

　夏の恒例行事として、8月21日から23日にわたり本学で開催しました。
　中学生イングリッシュサマースクールは、昨年よりさらに中学生の参加人数が増えて491名となり、ALT（外国人英語指導助手）103名と本
学の学生20名も含め、延べ1,010名が参加しました。日程を3日間に延ばし、ALTとの英語による会話や、本学の在学生によるプレゼンテー
ションなどがあり、非常に活気に満ちていました。この様子は、NHKのニュースでも放送されました。

　小学校外国語活動基本研修では、本学
の横田玲子教授、岡本義裕准教授を中心
に延べ275名もの神戸市立の小学校の先生
方が参加され、講義やワークショップなど、
熱の入った討議が行われました。

　英語教員スキルアップ研修ではプール学院大学のべセット・アラン教授、奈良教育大学の
佐藤臨太郎教授、広島大学の樫葉みつ子准教授、そして本学の立木ドナ教授、山口治彦教
授、三野宮春子講師が講師となり、延べ129名もの先生方が参加されました。充実した内容
に、参加された神戸市立の中高の先生方からは、とても満足したとの声が寄せられました。

■派遣先企業：City Super Ltd.（ 設立1996年。従業員1,500人。本社香港）
■場　所：香港　city'super
■期　間：2013年8月19日～9月13日　約4週間
■内　容：商品の仕入れから店頭にいたるプロセス（商品計画・発注、物流プロセス、店舗販売）を経験

香港の文化に興味を感じたこととグローバルな企業
で働いてみたかったからです。

Ｑ．インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？

英米学科３年 中国学科２年

中国語もしくは英語を話せること。

Ｑ．応募するにあたり、語学力など何か必要な条件は
　ありましたか？

一週間目は実際店舗で、接客をしながらストアの仕組みを学び、二週間目は本社
で仕入れの方法、マーケティング、売り上げ分析等を勉強し、最後は再度店舗に勤
務しました。

Ｑ．インターンシップの内容を教えてください。

インターンシップの最後に行ったプレゼンテーションを会社役員の方々に認めてい
ただいたことです。

Ｑ．達成感を感じたことはありましたか？

パソコンのスキルがあまりなかったので苦労しました。また、広東語しか話せない地
元の人との会話は大変でした。

Ｑ．海外でインターンシップに参加するにあたって苦労したことはありますか？

中国語もしくは英語の日常会話程度、広東語が分かればよりよいでしょう。

Ｑ．海外インターンシップに参加するにあたり、どの程度の語学力が必要であると
　感じましたか？ 

今回、香港でインターンシップをさせていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいで
す。というのも香港で、外国の文化を味わいながら、改めて日本カルチャーの素晴ら
しさを感じることができました。このグローバル化が進む世界の中で、自分はどういう
役割を果していこうかということを改めて考えさせてくれるものとなりました。外資系
企業に興味のある方はぜひ行かれるといいと思います。

Ｑ．同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。 

英語や中国語、香港の文化や人文、会社の中での個人の役割、日本の文化の素
晴らしさ等多くのものを学びました。行き先の国の文化を知ることは大切ですが、日
本の文化もきちんと理解しておくといいと思います。また、香港は日本と違い、ゆった
りしている感じがしましたが、仕事中はてきぱきしていました。

Ｑ．インターンシップ中に学んだことを教えてください。

元来小売業や商社に就職したいという気持ちと香
港でどこまでやっていけるのかということを４週間とい
う期間ではありますが、試してみたいという気持ちか
ら行かせていただきました。

Ｑ．インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？

住む場所は職場から近く、ネットは自分で用意しました。食事は基本外食でしたが、日
本よりは安かったです。家事は洗濯が大変でした。アイロンがあればとても便利です。

Ｑ．インターンシップ中の生活について教えてください。

私は店舗においては特にカメラコーナーを担当させていただいたので、カメラを
セールスした結果、買っていただけたときはとてもうれしかったです。

Ｑ．達成感を感じたことはありましたか？

お客様の要求や意見を日本よりもかなり直接的に感じました。良いものは良い、悪
いものは悪いと白黒はっきりつけてお伝えくださるのでとてもためになりました。また、
印象的だったのは職場での従業員の仲のよさです。お互いが協力して成果を挙
げていく姿勢には非常に感銘を受けましたし、非常に熱心かつ丁寧にご指導して
いただいたことは今も忘れていません。

Ｑ．日本と海外の違いは感じましたか？海外で「働く」ことによって感じたことはありましたか？

今まで興味はありましたが小売業での就労経験はなかったのでこのインターンで
今まで知らなかったことをたくさん知りました。今後この経験をもとにより努力してい
こうと思えるようになりました。

Ｑ．インターンシップに参加する前後で就職に対する意識など変わったことはありますか？

ぜひ行かれることをお勧めします。香港という場所で異国人の自分に何ができるの
だろうということを考えさせられるよい機会でした。このインターンで得ることも多かっ
たのはもちろんですが、そこからより具体化された課題や目標が原動力となって、
残りの大学生活で何をするべきかということがよりクリアになっていくこと請け合いで
す。また、言葉を学ぶというよりも、何とか相手にわかりやすく伝える姿勢と相手を理
解する姿勢が一番大事だとわかりました。

Ｑ．同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。

店舗での就労では一人のスタッフとしてどのように動けばいいのかを常に考えてい
く必要性を学び、オフィスではどのように仕事の采配をしていくかを特に学びました。

Ｑ．インターンシップ中に学んだことを教えてください。

city'super香港インターンシップ体験談

左から荻野さん、東中さん、八木さん、船山学長

店舗での実習
店舗の様子

開催日を過ぎてからも、途中から受講できる
講座もあります。詳しくは、オープンセミナー係
までお問い合わせください。ただし、受講料は
全額を納入いただくこととなりますのでご了承
ください。
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■場　所：香港　city'super
■期　間：2013年8月19日～9月13日　約4週間
■内　容：商品の仕入れから店頭にいたるプロセス（商品計画・発注、物流プロセス、店舗販売）を経験

香港の文化に興味を感じたこととグローバルな企業
で働いてみたかったからです。

Ｑ．インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？

英米学科３年 中国学科２年

中国語もしくは英語を話せること。

Ｑ．応募するにあたり、語学力など何か必要な条件は
　ありましたか？

一週間目は実際店舗で、接客をしながらストアの仕組みを学び、二週間目は本社
で仕入れの方法、マーケティング、売り上げ分析等を勉強し、最後は再度店舗に勤
務しました。

Ｑ．インターンシップの内容を教えてください。

インターンシップの最後に行ったプレゼンテーションを会社役員の方々に認めてい
ただいたことです。

Ｑ．達成感を感じたことはありましたか？

パソコンのスキルがあまりなかったので苦労しました。また、広東語しか話せない地
元の人との会話は大変でした。

Ｑ．海外でインターンシップに参加するにあたって苦労したことはありますか？

中国語もしくは英語の日常会話程度、広東語が分かればよりよいでしょう。

Ｑ．海外インターンシップに参加するにあたり、どの程度の語学力が必要であると
　感じましたか？ 

今回、香港でインターンシップをさせていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいで
す。というのも香港で、外国の文化を味わいながら、改めて日本カルチャーの素晴ら
しさを感じることができました。このグローバル化が進む世界の中で、自分はどういう
役割を果していこうかということを改めて考えさせてくれるものとなりました。外資系
企業に興味のある方はぜひ行かれるといいと思います。

Ｑ．同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。 

英語や中国語、香港の文化や人文、会社の中での個人の役割、日本の文化の素
晴らしさ等多くのものを学びました。行き先の国の文化を知ることは大切ですが、日
本の文化もきちんと理解しておくといいと思います。また、香港は日本と違い、ゆった
りしている感じがしましたが、仕事中はてきぱきしていました。

Ｑ．インターンシップ中に学んだことを教えてください。

元来小売業や商社に就職したいという気持ちと香
港でどこまでやっていけるのかということを４週間とい
う期間ではありますが、試してみたいという気持ちか
ら行かせていただきました。

Ｑ．インターンシップに参加しようと思ったきっかけは？

住む場所は職場から近く、ネットは自分で用意しました。食事は基本外食でしたが、日
本よりは安かったです。家事は洗濯が大変でした。アイロンがあればとても便利です。

Ｑ．インターンシップ中の生活について教えてください。

私は店舗においては特にカメラコーナーを担当させていただいたので、カメラを
セールスした結果、買っていただけたときはとてもうれしかったです。

Ｑ．達成感を感じたことはありましたか？

お客様の要求や意見を日本よりもかなり直接的に感じました。良いものは良い、悪
いものは悪いと白黒はっきりつけてお伝えくださるのでとてもためになりました。また、
印象的だったのは職場での従業員の仲のよさです。お互いが協力して成果を挙
げていく姿勢には非常に感銘を受けましたし、非常に熱心かつ丁寧にご指導して
いただいたことは今も忘れていません。

Ｑ．日本と海外の違いは感じましたか？海外で「働く」ことによって感じたことはありましたか？

今まで興味はありましたが小売業での就労経験はなかったのでこのインターンで
今まで知らなかったことをたくさん知りました。今後この経験をもとにより努力してい
こうと思えるようになりました。

Ｑ．インターンシップに参加する前後で就職に対する意識など変わったことはありますか？

ぜひ行かれることをお勧めします。香港という場所で異国人の自分に何ができるの
だろうということを考えさせられるよい機会でした。このインターンで得ることも多かっ
たのはもちろんですが、そこからより具体化された課題や目標が原動力となって、
残りの大学生活で何をするべきかということがよりクリアになっていくこと請け合いで
す。また、言葉を学ぶというよりも、何とか相手にわかりやすく伝える姿勢と相手を理
解する姿勢が一番大事だとわかりました。

Ｑ．同じインターンシップを考えている人へのアドバイスなどをお願いします。

店舗での就労では一人のスタッフとしてどのように動けばいいのかを常に考えてい
く必要性を学び、オフィスではどのように仕事の采配をしていくかを特に学びました。

Ｑ．インターンシップ中に学んだことを教えてください。

city'super香港インターンシップ体験談

左から荻野さん、東中さん、八木さん、船山学長

店舗での実習
店舗の様子

開催日を過ぎてからも、途中から受講できる
講座もあります。詳しくは、オープンセミナー係
までお問い合わせください。ただし、受講料は
全額を納入いただくこととなりますのでご了承
ください。
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★大学で撮った友人との写真★
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。

機会ですし、外国語を学ぶ者同士で交流することでモチベーショ
ンのアップにも繋がるでしょう。このイベントは授業のない夏休み
等の期間も継続しているようで、彼らの語学学習に対する情熱に頭
が下がる思いです。
　さらに、アルカラでの授業の合間を縫って現地の研究者と交流
する機会にも恵まれました。本学名誉教授である宮本正美先生お
よびイスパニア学科の福嶌教隆先生のご友人で、スペイン語圏を
代表する文法学者の1人であるイグナシオ・ボスケ博士がマドリー
ド・コンプルテンセ大学で担当されている授業を何度か聴講させて
いただき、多大なる刺激を受けました。中でもEjercicios de sintaxis
（統語論演習）という科目は大変興味深く、また学生が参加でき
る工夫がなされた素晴らしい授業で、言語学的視点のみならず、授
業展開の視点からも多くのことを学ばせていただきました。また先
生は授業後に、私の拙い質問にも快く答えてくださいました。
　以上のように、2カ月と10日程度という短い期間ではありましたが
とても充実した滞在となりました。今回得た貴重な経験を今後の
教育・研究に生かしていきたいと思います。

学問の街 アルカラ・デ・エナーレス滞在記

マドリードにて、スペイン留学中だった本学の学生たちと

イスパニア学科講師　川口正通英米学科3年　小酒早紀

アルカラ市内にある、ドン・キホーテと
サンチョ・パンサの像

夜のアルカラ大学 アルカラ大学外国語センターの内部 街の中心、セルバンテス広場

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！

★街並み★
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、治安がよい街です。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。

★寮の食事★
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。

★寮の外観、部屋★
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、トイレはフロアで共有です。

★キャンパス風景★
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よいもので
した。

Main Campusへの道。とても広く
まるで公園のようです。時 U々CLA
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。

★授業風景★
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。

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。

　10月2日、三木記念会館にてALTのご協力を得て 　　　KCUFSを開催し
ました。当日は、３つのビデオプレゼンテーション（TED Talk）を視聴し、それら
についてALTと学生がグループディスカッションを行いました。参加した学生か
らは「プレゼンに感動し、人生について考えるきっかけになった。またぜひ参加
したい。」「普段は交流のないALTの先生方や、他の学科・クラスの学生と話
ができて貴重な機会となった。」といった声が寄せられました。
【TEDとTEDｘ】
 TEDは価値あるアイディアを世にひろめることを目的とするアメリカの非営利
団体で、プレゼンイベント「TED CONFERENCE」を運営しています。TEDｘは
TEDの精神である「ideas worth spreading」のもと、TEDの承認を得て、世界
各地で自主的に運営されているTEDの派生イベントです。

UCLA Extension夏季短期派遣留学報告 交流協定に基づく教員派遣報告

　　　　　　  開催報告KCUFS

　私は2013年3月31日から6月11日まで、大学間交流協定に基づく
派遣教員としてスペイン、アルカラ大学外国語センターの教壇に立
つ機会をいただきました。後述の通り、日本とは一味違う学生たち
や現地の研究者と交流し、大変有意義な滞在となりました。
　アルカラ・デ・エナーレスは、スペインの首都であるマドリードの
中心部から電車で40分程度のところに位置しています。スペインで
最も伝統ある大学の1つであるアルカラ大学を中心とした大学都市
であり、同時に街全体が世界遺産に登録された美しい場所です。ま
た、スペインの文豪、ミゲル・デ・セルバンテスの生誕の地としても
知られています。
　私がお世話になったアルカラ大学外国語センターは、街の中心で
あるセルバンテス広場から徒歩数分のところにあります。17世紀に
建設されたColegio de Trinitariosという建物の内部を改装したも
ので、歴史の重みが感じられます。そのセンターでは日本語だけで
なく、中国語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、アラビア語、
ロシア語の授業が開講されており、レベルはそれぞれ初級、中級、
上級、最上級の4つに分かれています。アルカラ大学の学生だけで
なく、一般の方も受講できるので、社会人や他大学の学生、ご年配
の方などさまざまな方がいます。
　そのセンターで月曜から水曜の午後に各3コマずつ、1週間に9コ
マの授業を担当しました。授業は基本的にすべてスペイン語でお
こないますので、1日あたり4時間半もの間、ほぼ一方的にスペイン
語を話し続けた経験などなかった私は、最初の1週間程度は授業
が終わると疲労困憊でした。また、外国人に日本語を教えるのも初
めてのことでしたので、授業の準備はまず自分が教科書の該当箇
所を勉強し、理解するところから始まりました。
　授業の雰囲気は、クラスにもよりますが、日本の大学と比べてや
はり積極的に発言をする学生が多い印象を受けました。あまりの
勢いで質問をしてくるので、教師である私の方が圧倒されてしまう
ことも…。また一部の学生たちは毎週金曜日の夜に、アルカラ大学
付属の語学学校であるAlcalinguaでスペイン語を学ぶ日本人留学
生とバルに集まり、食事をしながらスペイン語や日本語で会話をす
るintercambioを実施しています。留学しても現地人の友達ができ
ないという声もよく耳にしますので日本人留学生にとっても貴重な

こんぱい
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★大学で撮った友人との写真★
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。

機会ですし、外国語を学ぶ者同士で交流することでモチベーショ
ンのアップにも繋がるでしょう。このイベントは授業のない夏休み
等の期間も継続しているようで、彼らの語学学習に対する情熱に頭
が下がる思いです。
　さらに、アルカラでの授業の合間を縫って現地の研究者と交流
する機会にも恵まれました。本学名誉教授である宮本正美先生お
よびイスパニア学科の福嶌教隆先生のご友人で、スペイン語圏を
代表する文法学者の1人であるイグナシオ・ボスケ博士がマドリー
ド・コンプルテンセ大学で担当されている授業を何度か聴講させて
いただき、多大なる刺激を受けました。中でもEjercicios de sintaxis
（統語論演習）という科目は大変興味深く、また学生が参加でき
る工夫がなされた素晴らしい授業で、言語学的視点のみならず、授
業展開の視点からも多くのことを学ばせていただきました。また先
生は授業後に、私の拙い質問にも快く答えてくださいました。
　以上のように、2カ月と10日程度という短い期間ではありましたが
とても充実した滞在となりました。今回得た貴重な経験を今後の
教育・研究に生かしていきたいと思います。

学問の街 アルカラ・デ・エナーレス滞在記

マドリードにて、スペイン留学中だった本学の学生たちと

イスパニア学科講師　川口正通英米学科3年　小酒早紀

アルカラ市内にある、ドン・キホーテと
サンチョ・パンサの像

夜のアルカラ大学 アルカラ大学外国語センターの内部 街の中心、セルバンテス広場

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！

★街並み★
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、治安がよい街です。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。

★寮の食事★
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。

★寮の外観、部屋★
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、トイレはフロアで共有です。

★キャンパス風景★
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よいもので
した。

Main Campusへの道。とても広く
まるで公園のようです。時 U々CLA
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。

★授業風景★
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。

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。

　10月2日、三木記念会館にてALTのご協力を得て 　　　KCUFSを開催し
ました。当日は、３つのビデオプレゼンテーション（TED Talk）を視聴し、それら
についてALTと学生がグループディスカッションを行いました。参加した学生か
らは「プレゼンに感動し、人生について考えるきっかけになった。またぜひ参加
したい。」「普段は交流のないALTの先生方や、他の学科・クラスの学生と話
ができて貴重な機会となった。」といった声が寄せられました。
【TEDとTEDｘ】
 TEDは価値あるアイディアを世にひろめることを目的とするアメリカの非営利
団体で、プレゼンイベント「TED CONFERENCE」を運営しています。TEDｘは
TEDの精神である「ideas worth spreading」のもと、TEDの承認を得て、世界
各地で自主的に運営されているTEDの派生イベントです。

UCLA Extension夏季短期派遣留学報告 交流協定に基づく教員派遣報告

　　　　　　  開催報告KCUFS

　私は2013年3月31日から6月11日まで、大学間交流協定に基づく
派遣教員としてスペイン、アルカラ大学外国語センターの教壇に立
つ機会をいただきました。後述の通り、日本とは一味違う学生たち
や現地の研究者と交流し、大変有意義な滞在となりました。
　アルカラ・デ・エナーレスは、スペインの首都であるマドリードの
中心部から電車で40分程度のところに位置しています。スペインで
最も伝統ある大学の1つであるアルカラ大学を中心とした大学都市
であり、同時に街全体が世界遺産に登録された美しい場所です。ま
た、スペインの文豪、ミゲル・デ・セルバンテスの生誕の地としても
知られています。
　私がお世話になったアルカラ大学外国語センターは、街の中心で
あるセルバンテス広場から徒歩数分のところにあります。17世紀に
建設されたColegio de Trinitariosという建物の内部を改装したも
ので、歴史の重みが感じられます。そのセンターでは日本語だけで
なく、中国語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、アラビア語、
ロシア語の授業が開講されており、レベルはそれぞれ初級、中級、
上級、最上級の4つに分かれています。アルカラ大学の学生だけで
なく、一般の方も受講できるので、社会人や他大学の学生、ご年配
の方などさまざまな方がいます。
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♦11時30分～13時30分　英米語劇団：「ガラスの動物園」
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、内気すぎる姉・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……。

昨年の様子

　201４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 ： 2014年1月7日（火曜）～24日（金曜）
３． 申請受付締切日 ： 1月24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。

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

授業料減免申請の受付2012年度及び第1期業務実績に関する評価
　公立大学法人である本学は、毎年度、中期計画（6カ年）の進捗に
ついて、神戸市公立大学法人評価委員会の評価を受け、結果を公
表されることとなっています。
　2013年6月26日及び7月22日に、2012年度及び第1期（2007年度か
ら2012年度）の業務実績評価を受け、「達成状況は良好である」との
全体評価結果となりました。その中でも特に第1期では、カリキュラムの
見直し、就職支援体制の整備、外部研究資金の導入促進、小学校の
英語教育支援、公費派遣留学制度の充実の5項目で、「V（非常に優
れている）」と高い評価を受けました。
　2013年度は、第2期中期計画期間の初年度にあたり、これからもより
個性的で魅力ある大学づくりを進めます。

　11月2日・3日に開催された2013年度外大
祭は、今年も多くの方にお越しいただきまし
た。ステージでは、さまざまなイベントが行わ
れました。参加型の催し物やダンスや歌な
どのエネルギッシュなパフォーマンスを見よ
うと、つねに多くの見物客で溢れていまし
た。また、おいしそうな匂いが漂う模擬店で
は、ピロシキやタピオカ入りジュースなど外
大らしいメニューで来場者に楽しんでいた
だきました。
　2日目は、夕方から雨模様の天気となりま
したが、学生たちの活気あふれる声が外大
キャンパスを明るく包み込みました。

日本学生支援機構奨学金について
1. 奨学金返還誓約書・必要書類の提出について
　2013年３月で貸与終了となる学生（主に４年生/卒業予定者）
で、11月の説明会を欠席した者は至急学生支援班まで書類を取り
に来てください。書類の提出期限は、下記のとおりです。

返還誓約書（平成21年度以前採用者）：12月13日（金曜）
リレー口座申込書（平成22年度以降採用者）：11月29日（金曜）

2.「奨学金継続願」の手続きについて
　現在奨学金の貸与を受けている全学生は学生支援班で各自の
書類を受け取り、インターネットhttp://www.ikusys.jasso.go.jpで
継続願を提出してください。１年に１回この継続願を提出しない場
合は、来年度の奨学金は廃止されます。

対象学生：第一種・第二種奨学金の貸与を受けている全学生。
（来年度休学予定の学生も含む）ただし、次の者を除く。
　①最高学年の学生
　②現在、休止または停止中の学生

書類配布および入力期限については、12月下旬に掲示します。

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

6月27日に神戸市長から財務諸表等の承認を受けました。

201２年度公立大学法人
神戸市外国語大学決算

（単位：百万円）■貸借対照表の概要
　　　　〔資産の部〕
土地
建物等
工具器具備品
図書・美術品
その他固定資産
現金及び預金
未収入金

6,025
2,803
86

1,438
16

1,119
3

　　　　〔負債の部〕
資産見返負債
長期寄附金債務
運営費交付金債務
未払金
その他

2,195
61
0

343
123

負債合計 2,722

資産合計 11,490

　　〔純資産の部〕
資本金
資本剰余金
利益剰余金

8,814
△677
631

純資産合計 8,768

負債・純資産合計 11,490

（単位：百万円）■損益計算書の概要
　　　　〔費用の部〕
教育経費
研究経費
教育研究支援経費
受託事業費
人件費
一般管理費
財務費用

195
96
75
1

1,888
195
1

　　　　〔収益の部〕
運営費交付金収益
学生納付金収益
受託事業費実益
資産見返負債戻入
その他収益

1,253
1,125
1
91
75

当期純利益 94

合　　計 2,545合　　計 2,451

第64回語劇祭

外大祭2013

日時：2013年11月23日（土曜）・24日（日曜）
会場：神戸アートビレッジセンター　※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。

♦14時30分～16時30分　ロシア語劇団：「犬の心臓」
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…！？

♦17時30分～19時30分　２部英米語劇団：「A Little Murder Never Hurt Anybody」
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。

11/23日（土曜） 11時～19時30分（開会式含む）

♦11時30分～13時30分　イスパニア語劇団：「La dama del alba（暁に訪れる女）」
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。

♦14時30分～16時30分　中国語劇団：「1,000,000$LOVER&ROBBER」
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。

11/24日（日曜） 11時30分～19時（閉会式含む）

　

矢田神戸市長（左）と金児委員長（右）（8月1日）
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２． 申請書交付期間 ： 2014年1月7日（火曜）～24日（金曜）
３． 申請受付締切日 ： 1月24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
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見直し、就職支援体制の整備、外部研究資金の導入促進、小学校の
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　8月11日・25日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、合計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。）で来場者を驚かせました。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、好意的な意見を多数いただきました。
　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。

2013年度オープンキャンパス開催
　7月30日から8月16日まで、カナダとスイスから留学生3名を迎え、短期
日本語教育プログラム「サマーコース」を実施しました。体験的学習機
会も多くあり、神戸のフィールドトリップでは、留学生は神戸港から遊覧
船に乗り、神戸の風景を海から楽しみ、京都へのフィールドトリップで
は、二条城と金閣寺、京都御所などを訪れ、徳川幕府、天皇、武士な
どについて学びました。日本料理教室では、飾り巻き寿司を作り、日本
の食文化を味わい、ホームステイでは本学学生などのご家庭で楽しい
時間を過ごしました。また、本学剣道部の協力により、日本固有の武道
である剣道を体験し、留学生は日本語・日本への興味・理解を深めて
帰国しました。

日本語教育プログラム「サマーコース」報告

　2013年度秋学期の日本語プログラム（JLP）を9月13日より開始しまし
た。アメリカ、カナダ、ドイツの3カ国より留学生を迎え、今期のJLP留学
生は8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。

日本語プログラム秋学期開始
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2013.4
National Foreign 
Language Resource 
Center

共著

種別 出版年/出版社著者/書名

立木ドナ（英米学科 教授）
「Pragmatics Language Learning」

2013.6
臨川書店

共編
共著

辻本庸子（英米学科 教授）
「あめりかいきものがたり 動物表象を読み解く」

2013
Oxford
University Press

編著
モンセラット・サンス（イスパニア学科 教授）
「Language Down the Garden Path :The Cognitive and
Biological Basis of Linguistic Structures」

2013.10
開拓社単著

本田啓（英米学科 教授）
「知覚と行為の認知言語学 「私」は自分の外にある」

2013.9
岩波書店単訳 木村榮一（名誉教授）

「グアバの香り」

行事予定後期
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月　日 予　定

11月

12月

1月

23日（土曜）・24日(日曜）

30日（土曜）

1日（日曜）

17日（火曜）～27日（金曜）

7日（火曜）～24日（金曜）

1月17日（金曜）

18日（土曜）・19日（日曜）

28日（火曜）～30日（木曜）

語劇祭

特別選抜入試（社会人）

補講・集中講義

2014年前期授業料減免申請

大学入試センター試験準備のため休講

大学入試センター試験

補講・予備日

推薦入試、特別選抜入試
（帰国子女・外国人・中国引揚・社会人）


