
日時：３月25日（火曜）10時～（受付開始　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学舎で中継をご覧いただきます。

2013年度卒業式・修了式の
お知らせ

　神戸市外国語大学伸興会総会を下記日程で開催いたしますの
で、お知らせいたします。

日時：４月７日（月曜）11時～（入学式終了後）
場所：神戸市外国語大学　大ホール

伸興会総会のお知らせ

　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。

卒業後の図書館の利用について

　神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「2013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。保護者の方 も々ぜひご参加ください。

日　　時：３月25日（火曜）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　℡ 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：卒業生及び保護者の方は無料

2013年度卒業記念パーティーの
お知らせ
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教員出版物紹介

2013.10
くろしお出版単著

種別 出版年/出版社著者/書名

益岡隆志（総合文化コース 教授）
「日本語構文意味論」

2013.11
開拓社単著

三間英樹（英米学科 教授）
「Patterns and Categories in English 
Suffixation and Stress Placement: A 
Theoretical and Quantitative Study」

2013.11
法政大学出版局単訳 山之内克子（総合文化コース 教授）

「人生の愉楽と幸福 ドイツ啓蒙主義と文化の消費」

行事予定

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）794-8121
ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp/
携帯サイト　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/
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25日（火曜）
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5日（水曜）・6日（木曜）

6日（木曜）

10日（月曜）

12日（水曜）

13日（木曜）・14日（金曜）
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25日（火曜）

26日（水曜）

27日（木曜）

5日（土曜）

7日（月曜）

8日（火曜）

9日（水曜）

修士課程2次・博士課程　入学試験

後期試験

修士課程2次・博士課程　合格発表

外国人研究生2次、研究生、研修員、願書受付

試験予備日

編入・転部　願書受付

春季休業　開始

一般入試（前期日程）　入学試験

外国人研究生2次、研究生、研修員　入学試験

修士課程英語教育学専攻　入学試験

卒業・進級予定者発表　成績通知書交付

科目等履修　願書受付

一般入試（前期日程）　合格発表

転部・編入・科目等履修　入学試験

一般入試（後期日程）　入学試験

一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修　合格発表

卒業式、卒業パーティ

一般入試（後期日程）・編入　入学手続き

転部・科目等履修　入学手続き

修士課程英語教育学専攻　宣誓式　オリエンテーション

入学式・新入生オリエンテーション、伸興会総会

新入生オリエンテーション

授業開始

修士課程英語教育学専攻、
外国人研究生2次、研究生、研修員
入学試験合格発表

一般入試（前期日程）、修士課程、博士課程、
外国人研究生、修士課程英語教育学専攻、
研究生、研修員　入学手続き
（大学院の入学手続きは14日（金曜）のみ）



らっています。ペルーにはたくさんの日系人がいます。19世紀末以
降に移民し、途方もない努力の末に信頼と地位を築いてきました。
そして20世紀半ばからは、私の師匠や大先輩たちが様々な研究活
動を行い、知識人社会でも厚い信用を得ています。ですから、日本
人、日本人研究者というだけで、最初からその仕事を信用され歓迎
される傾向にあるのです。
　ところで現代ペルーと聞いて思い浮かぶイメージは何ですか？左
翼テロリズム？ハイパーインフレ？穴ぼこだらけの道路？全て遠い過
去の話です。発掘は現地の政治・経済状況に多大な影響を受ける
ので、私も常に注視しています。フジモリ元大統領が90年代に大ナ
タをふるい、治安は急激に改善。経済は地道に回復し、近年の発
展と人々の購買力上昇には目を見張るものがあります。2012年ペ
ルーは「日経ヴェリタス」紙で好意的に注目され、2013年は「ラテン
アメリカ時報」で特集が組まれました。首都リマでは、仏等が受注
した地下鉄システムの建設が進んでいます。日欧米のみならず印中
韓の新車もバンバン売れています（この10年で販売台数なんと18
倍）。白物家電と携帯スマホ市場は中韓メーカーに席巻されました。
　学生の皆様におかれましては、実績ある本学教授陣のもとでス
ペイン語を習得し、南米の文化・社会・歴史を広く、時に深く学んで
頂きたいと思います。そして近い将来、学問や外交やビジネスを通
じて、ペルーと日本を結ぶ橋をさらに太く強固なものとし、双方をよ
り豊かにしてくれることを願っています。

芝田准教授と猛禽類の壁画

左から、荻野正明氏、平澤彩乃さん、
田中結衣さん、新野緑理事
（田中礼佳さんは欠席）

総合文化コース 准教授　芝田幸一郎

遺跡付近の町で講演会巨人の両足に描かれた怪物のような顔 ワカ・パルティーダ遺跡（2005年撮影） 古き良きリマの面影

　総合文化コースの芝田幸一郎准教授がペルー北部の3000年前の「ワ
カ・パルティーダ神殿遺跡」にて壁画を発掘しました。この発見は、新聞など
各種メディアで取り上げられました。この発掘に際しての芝田准教授からの
メッセージを紹介いたします。

荻野スカラシップ創設と第１期派遣留学生の決定 芝田准教授、ワカ・パルティーダ神殿遺跡の壁画を発掘

　去年夏、南米ペルーで3000年前の神殿遺跡を発掘してきまし
た。このプロジェクトは芝田を代表者とし、日本の科学研究費補助
金を受けて実現したものです。
　さて南米といえばスペイン語。「ラテン系」ですね。彫りの深い
顔を想像するでしょうか？でも16世紀スペイン人に征服される前
は、我 と々似てやや平たい顔、乳幼児期に蒙古斑という青あざの出
る人々の土地でした。そこにはヨーロッパやアジアから影響を受け
ることなく独自に発展した文明があり、様々な固有言語が話されて
いました。この古代アンデス文明の最後を飾ったのが、有名なイン
カ帝国です。私は南米ペルーのことなら古代から現代まで幅広く関
心を持っていますが、マニアックなまでの専門どまん中はインカより
遥か昔、今から2000～5000年前です。この地で初めて神殿など大
規模建築が登場します。信仰が権力と結びつき、洗練された宗教
芸術が生まれます。
　そんな文明形成期の神殿の一つが、今回発掘したネペーニャ谷
のワカ・パルティーダ遺跡です。ペルー北部アンカシュ県の海岸平
野にあります。このあたりでは、スペイン植民地時代に導入された
サトウキビが広く栽培されています。その青 と々した畑からポツンと
突き出た高さ10mほどの白い小山がワカ・パルティーダです。大学
院を出てまもなく、学振特別研究員という博士研究員の時に手をつ
けた遺跡で、当時５面の壁画（レリーフを含む）を掘り出しました。
今年は３度目、実に８年ぶりの発掘でした。
　今回は、壁画の多角的分析が主目的でした。狙いすました短期
一点集中で、２面の壁画（超常的人物と猛禽）を掘り出しました。
地中レーダーも使わずそんなことできるの？という質問には別の機
会にお答えしますね。その後、８年前の成果と合わせて色々考える
内に、まだ10面以上の壁画が埋もれており、複数の組み合わせで宗
教的世界観が表現されていそうだと気が付きました。3000年前の
壁画が、これほど多量かつ綺麗に残された遺跡は他にありません。
世界観や、その中で権力者がどのように位置づけられていたか解
明するための奇跡的な資料です。発見の重要性を再確認し、研究
者魂が震えました。
　そんな国宝級の遺跡を日本人が発掘できるの？と、疑問を持つ
方もいらっしゃるでしょう。実は私、かなり高い下駄を履かせても

本学初となる海外留学奨学金を創設しました。

「ワカ・パルティーダ神殿遺跡の発掘と近年のペルー」

　本学では、「広い国際的視野に立って活躍できる人材の育成」を教育方針として掲げ、学生・院
生の海外留学を積極的に支援しています。このたびその一環として、国際的に活躍しておられる本
学卒業生の荻野正明(おぎのまさあき)氏のご協力を得て、チャレンジ精神が旺盛な留学生を支援
する「荻野スカラシップ」を創設しました。
　このスカラシップは、1人当たりの奨学金の上限が250万円で、国内の大学では最高水準の奨学
金であることが大きな特色となっています。11月9日に、第1期派遣留学生に選ばれた3人への授賞
式を行いました。新野学務担当理事より「派遣留学決定書」を授与した後、留学決定者が感謝の
言葉と抱負を述べ、寄贈者である荻野正明氏からは激励のお言葉をいただきました。
奨学金の概要：
【留学時期】2014年1月～12月に留学を開始
【 金 額 】留学先大学の授業料相当額、本学の授業料相当額、準備金50万円（ただし、以上
　　　　　　の合計は上限250万円とする）
応募条件などの詳細はホームページでご確認ください。
（※2014年度の募集は終了しています。）

【掲載メディア（2014年1月15日現在）】
2014年 １月15日　読売新聞
2013年 12月 2日　NEWS ZERO番組内ZERO human
2013年 11月30日　神戸新聞「人」（人物紹介欄）
2013年 11月23日　神戸新聞
2013年 10月30日　朝日新聞
2013年 10月25日　読売新聞

現在大学で学んでいること
　ロシア学科語学文学コースでロシア語の講読、ライティング、スピーキングからロシア正教や文学まで幅広い内容でロシア及びロシア圏について学んでいま
す。ゼミではロシア絵画、特にアバンギャルドについて研究しています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　1つ目はロシア語「を」でなくロシア語「で」何か自分の専門になるものを勉強したいと思ったから。2つ目は以前モスクワに語学留学した際にロシア芸術に触
れ、今はまだ日本であまり知られていないロシア芸術を深く学びたいと思ったから。この2つの理由で2回目の留学を決めました。
留学先で挑戦したいこと
　ロシアの芸術を通してロシアの歴史や思想を学び、ロシアという国について更なる理解を深めたいと思います。同時に日本の伝統や芸術も伝えられたらいい
なと思います。授業以外では、ボランティアに参加したいです。また、旧ソ連の国 と々その国にある大学を訪れたいです。
将来の目標
　興味のあることがたくさんあるのでまだ明確には決まっていませんが、ロシアと日本がお互いの文化を知ってもっと近い国になるためのお手伝いができる仕事
に就きたいです。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　このような賞をいただいて本当にありがたく思っています。与えられたチャンスを無駄にすることのないよう、神戸市外大の学生としてしっかりと学び、成長でき
るように努力します。

現在大学で学んでいること
　大学では、スペイン語の語彙アスペクトについて積極的に学んでいます。個人的には、欧州に住むロマ民族（ジプシー）について興味を抱き続けています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　スペイン最古にして数々の文豪を輩出したサラマンカ大学に強い憧れを抱き、そこで知的好奇心を満たしたく思ったからです。また、福嶌教授が私に紹介し
てくださった本<Tiempo de silencio>の著者ルイス・マルティン＝サントスの母校であると知り、何か運命的なものを感じました。
留学先で挑戦したいこと
　スペイン語文法の統一書「Nueva Gramática de la Lengua Española」の精読とLuis Martín Santos の著書「Tiempo de silencio」の完読です。
　文学部のスペイン語学科が専攻となりますが、翻訳学科の授業の履修も認められているので、余裕があればいくつか履修したいと思っています。
　また、スペインに住むロマ民族（ヒターノ）及び彼らの言語（ロマ語）について理解を深めたいと思っています。スペイン（特に南部）はヨーロッパの中でも比較
的多くのロマ人口を有する国の1つであることから、スペイン語で書かれた彼らに関する文献や情報等をより多く得ることができるはずです。“スペインにいる”と
いう利点を最大限に生かし、彼らについてよりいっそう見聞を広めたいと思います。
将来の目標
　大学院への進学を考えています。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　とてもうれしく思います。今回スカラシップを設けてくださった荻野さんへの感謝の気持ちを忘れることなく、いっそう勉学に励みたいです。

現在大学院で学んでいること
　中国語の文法について学んでいます。特に語順について研究を進めています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　短期間で最新の情報をリアルタイムに収集したうえで、研究に関する言語事実を理解し、コーパスを用いて分析し、現在の研究動向を掌握するには留学が
有効な手段であると考えたからです。また、北京大学は中国の最高学府で、教員、学生のレベルも高く、また図書館の蔵書も他大学に比べて群を抜いて多いた
め、研究にはうってつけの環境が整っていると考えました。
留学先で挑戦したいこと
　留学先でも中国語の文法について学びます。リアルタイムでさまざまな情報が得られるので、その情報を有効活用し、世界各国から集まる優秀な学生と切磋
琢磨しながらよい研究ができるように努力します。授業外でも、積極的にたくさんの人と関わりを持ち、さまざまな考え方や価値観に触れたいと思います。また機
会があれば前回留学中に学んだ京劇もやってみたいです。
将来の目標
　中国語の教員になりたいです。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　荻野スカラシップ第1期生として選んでいただきとても光栄ですし、感謝しています。荻野スカラシップの名に恥じぬよう、有意義な留学生活が送れるように頑
張ります。

ロシア学科３年生 （ロシア・サンクトペテルブルク美術大学／2014年5月～2015年3月留学予定）

イスパニア学科２年生 （スペイン・サラマンカ大学／2014年9月～2015年5月留学予定）

修士課程 中国語学専攻１年生 （中国・北京大学／2014年2月～2015年2月留学予定）
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らっています。ペルーにはたくさんの日系人がいます。19世紀末以
降に移民し、途方もない努力の末に信頼と地位を築いてきました。
そして20世紀半ばからは、私の師匠や大先輩たちが様々な研究活
動を行い、知識人社会でも厚い信用を得ています。ですから、日本
人、日本人研究者というだけで、最初からその仕事を信用され歓迎
される傾向にあるのです。
　ところで現代ペルーと聞いて思い浮かぶイメージは何ですか？左
翼テロリズム？ハイパーインフレ？穴ぼこだらけの道路？全て遠い過
去の話です。発掘は現地の政治・経済状況に多大な影響を受ける
ので、私も常に注視しています。フジモリ元大統領が90年代に大ナ
タをふるい、治安は急激に改善。経済は地道に回復し、近年の発
展と人々の購買力上昇には目を見張るものがあります。2012年ペ
ルーは「日経ヴェリタス」紙で好意的に注目され、2013年は「ラテン
アメリカ時報」で特集が組まれました。首都リマでは、仏等が受注
した地下鉄システムの建設が進んでいます。日欧米のみならず印中
韓の新車もバンバン売れています（この10年で販売台数なんと18
倍）。白物家電と携帯スマホ市場は中韓メーカーに席巻されました。
　学生の皆様におかれましては、実績ある本学教授陣のもとでス
ペイン語を習得し、南米の文化・社会・歴史を広く、時に深く学んで
頂きたいと思います。そして近い将来、学問や外交やビジネスを通
じて、ペルーと日本を結ぶ橋をさらに太く強固なものとし、双方をよ
り豊かにしてくれることを願っています。

芝田准教授と猛禽類の壁画

左から、荻野正明氏、平澤彩乃さん、
田中結衣さん、新野緑理事
（田中礼佳さんは欠席）

総合文化コース 准教授　芝田幸一郎

遺跡付近の町で講演会巨人の両足に描かれた怪物のような顔 ワカ・パルティーダ遺跡（2005年撮影） 古き良きリマの面影

　総合文化コースの芝田幸一郎准教授がペルー北部の3000年前の「ワ
カ・パルティーダ神殿遺跡」にて壁画を発掘しました。この発見は、新聞など
各種メディアで取り上げられました。この発掘に際しての芝田准教授からの
メッセージを紹介いたします。

荻野スカラシップ創設と第１期派遣留学生の決定 芝田准教授、ワカ・パルティーダ神殿遺跡の壁画を発掘

　去年夏、南米ペルーで3000年前の神殿遺跡を発掘してきまし
た。このプロジェクトは芝田を代表者とし、日本の科学研究費補助
金を受けて実現したものです。
　さて南米といえばスペイン語。「ラテン系」ですね。彫りの深い
顔を想像するでしょうか？でも16世紀スペイン人に征服される前
は、我 と々似てやや平たい顔、乳幼児期に蒙古斑という青あざの出
る人々の土地でした。そこにはヨーロッパやアジアから影響を受け
ることなく独自に発展した文明があり、様 な々固有言語が話されて
いました。この古代アンデス文明の最後を飾ったのが、有名なイン
カ帝国です。私は南米ペルーのことなら古代から現代まで幅広く関
心を持っていますが、マニアックなまでの専門どまん中はインカより
遥か昔、今から2000～5000年前です。この地で初めて神殿など大
規模建築が登場します。信仰が権力と結びつき、洗練された宗教
芸術が生まれます。
　そんな文明形成期の神殿の一つが、今回発掘したネペーニャ谷
のワカ・パルティーダ遺跡です。ペルー北部アンカシュ県の海岸平
野にあります。このあたりでは、スペイン植民地時代に導入された
サトウキビが広く栽培されています。その青 と々した畑からポツンと
突き出た高さ10mほどの白い小山がワカ・パルティーダです。大学
院を出てまもなく、学振特別研究員という博士研究員の時に手をつ
けた遺跡で、当時５面の壁画（レリーフを含む）を掘り出しました。
今年は３度目、実に８年ぶりの発掘でした。
　今回は、壁画の多角的分析が主目的でした。狙いすました短期
一点集中で、２面の壁画（超常的人物と猛禽）を掘り出しました。
地中レーダーも使わずそんなことできるの？という質問には別の機
会にお答えしますね。その後、８年前の成果と合わせて色々考える
内に、まだ10面以上の壁画が埋もれており、複数の組み合わせで宗
教的世界観が表現されていそうだと気が付きました。3000年前の
壁画が、これほど多量かつ綺麗に残された遺跡は他にありません。
世界観や、その中で権力者がどのように位置づけられていたか解
明するための奇跡的な資料です。発見の重要性を再確認し、研究
者魂が震えました。
　そんな国宝級の遺跡を日本人が発掘できるの？と、疑問を持つ
方もいらっしゃるでしょう。実は私、かなり高い下駄を履かせても

本学初となる海外留学奨学金を創設しました。

「ワカ・パルティーダ神殿遺跡の発掘と近年のペルー」

　本学では、「広い国際的視野に立って活躍できる人材の育成」を教育方針として掲げ、学生・院
生の海外留学を積極的に支援しています。このたびその一環として、国際的に活躍しておられる本
学卒業生の荻野正明(おぎのまさあき)氏のご協力を得て、チャレンジ精神が旺盛な留学生を支援
する「荻野スカラシップ」を創設しました。
　このスカラシップは、1人当たりの奨学金の上限が250万円で、国内の大学では最高水準の奨学
金であることが大きな特色となっています。11月9日に、第1期派遣留学生に選ばれた3人への授賞
式を行いました。新野学務担当理事より「派遣留学決定書」を授与した後、留学決定者が感謝の
言葉と抱負を述べ、寄贈者である荻野正明氏からは激励のお言葉をいただきました。
奨学金の概要：
【留学時期】2014年1月～12月に留学を開始
【 金 額 】留学先大学の授業料相当額、本学の授業料相当額、準備金50万円（ただし、以上
　　　　　　の合計は上限250万円とする）
応募条件などの詳細はホームページでご確認ください。
（※2014年度の募集は終了しています。）

【掲載メディア（2014年1月15日現在）】
2014年 １月15日　読売新聞
2013年 12月 2日　NEWS ZERO番組内ZERO human
2013年 11月30日　神戸新聞「人」（人物紹介欄）
2013年 11月23日　神戸新聞
2013年 10月30日　朝日新聞
2013年 10月25日　読売新聞

現在大学で学んでいること
　ロシア学科語学文学コースでロシア語の講読、ライティング、スピーキングからロシア正教や文学まで幅広い内容でロシア及びロシア圏について学んでいま
す。ゼミではロシア絵画、特にアバンギャルドについて研究しています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　1つ目はロシア語「を」でなくロシア語「で」何か自分の専門になるものを勉強したいと思ったから。2つ目は以前モスクワに語学留学した際にロシア芸術に触
れ、今はまだ日本であまり知られていないロシア芸術を深く学びたいと思ったから。この2つの理由で2回目の留学を決めました。
留学先で挑戦したいこと
　ロシアの芸術を通してロシアの歴史や思想を学び、ロシアという国について更なる理解を深めたいと思います。同時に日本の伝統や芸術も伝えられたらいい
なと思います。授業以外では、ボランティアに参加したいです。また、旧ソ連の国 と々その国にある大学を訪れたいです。
将来の目標
　興味のあることがたくさんあるのでまだ明確には決まっていませんが、ロシアと日本がお互いの文化を知ってもっと近い国になるためのお手伝いができる仕事
に就きたいです。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　このような賞をいただいて本当にありがたく思っています。与えられたチャンスを無駄にすることのないよう、神戸市外大の学生としてしっかりと学び、成長でき
るように努力します。

現在大学で学んでいること
　大学では、スペイン語の語彙アスペクトについて積極的に学んでいます。個人的には、欧州に住むロマ民族（ジプシー）について興味を抱き続けています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　スペイン最古にして数々の文豪を輩出したサラマンカ大学に強い憧れを抱き、そこで知的好奇心を満たしたく思ったからです。また、福嶌教授が私に紹介し
てくださった本<Tiempo de silencio>の著者ルイス・マルティン＝サントスの母校であると知り、何か運命的なものを感じました。
留学先で挑戦したいこと
　スペイン語文法の統一書「Nueva Gramática de la Lengua Española」の精読とLuis Martín Santos の著書「Tiempo de silencio」の完読です。
　文学部のスペイン語学科が専攻となりますが、翻訳学科の授業の履修も認められているので、余裕があればいくつか履修したいと思っています。
　また、スペインに住むロマ民族（ヒターノ）及び彼らの言語（ロマ語）について理解を深めたいと思っています。スペイン（特に南部）はヨーロッパの中でも比較
的多くのロマ人口を有する国の1つであることから、スペイン語で書かれた彼らに関する文献や情報等をより多く得ることができるはずです。“スペインにいる”と
いう利点を最大限に生かし、彼らについてよりいっそう見聞を広めたいと思います。
将来の目標
　大学院への進学を考えています。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　とてもうれしく思います。今回スカラシップを設けてくださった荻野さんへの感謝の気持ちを忘れることなく、いっそう勉学に励みたいです。

現在大学院で学んでいること
　中国語の文法について学んでいます。特に語順について研究を進めています。
留学をしようと思ったきっかけ・留学先の大学を選んだ理由
　短期間で最新の情報をリアルタイムに収集したうえで、研究に関する言語事実を理解し、コーパスを用いて分析し、現在の研究動向を掌握するには留学が
有効な手段であると考えたからです。また、北京大学は中国の最高学府で、教員、学生のレベルも高く、また図書館の蔵書も他大学に比べて群を抜いて多いた
め、研究にはうってつけの環境が整っていると考えました。
留学先で挑戦したいこと
　留学先でも中国語の文法について学びます。リアルタイムでさまざまな情報が得られるので、その情報を有効活用し、世界各国から集まる優秀な学生と切磋
琢磨しながらよい研究ができるように努力します。授業外でも、積極的にたくさんの人と関わりを持ち、さまざまな考え方や価値観に触れたいと思います。また機
会があれば前回留学中に学んだ京劇もやってみたいです。
将来の目標
　中国語の教員になりたいです。
スカラシップを受賞したことに対して一言
　荻野スカラシップ第1期生として選んでいただきとても光栄ですし、感謝しています。荻野スカラシップの名に恥じぬよう、有意義な留学生活が送れるように頑
張ります。

ロシア学科３年生 （ロシア・サンクトペテルブルク美術大学／2014年5月～2015年3月留学予定）

イスパニア学科２年生 （スペイン・サラマンカ大学／2014年9月～2015年5月留学予定）

修士課程 中国語学専攻１年生 （中国・北京大学／2014年2月～2015年2月留学予定）
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第2回Kobe English Festivalの開催
　神戸市立中学校11校と市内外国人学校3校から計14グループの中学生が参加した
英語によるプレゼンテーション大会が11月16日に本学の大ホールで開催され、約400名
の方々が来場されました。テーマは「KOBE, MY TOWN （わが町、神戸）」で、神戸の
歴史や六甲山の保全活動の流れなど、周到に準備された多彩な発表が繰り広げられ
ました。神戸市教育委員会と本学の共催事業で、社団法人神戸経済同友会にもご後
援をいただき、同会副代表幹事の藤浪芳子氏（昭和精機株式会社代表取締役社長）
にご出席いただきました。本学からは、船山仲他学長が開会式で歓迎の挨拶を述べら
れ、光永雅明教授が審査員として、神戸市教委代表者やALT（外国人英語指導助
手）代表者とともに審査をされました。雪村新之助神戸市教育長からも、温かい励ましの
言葉をいただき、会場は中学生とALTの熱気に大きく包まれました。

東町小学校児童たちの本学訪問「英語でインタビュー」
　今年で9回目となる本学と近隣の神戸市立東町小学校との「小大連携英語活動」
は、新学習指導要領の外国語活動の目的である「コミュニケーション能力の素地を養
う」ための実践の場とされています。12月10日に、同校から約130人の児童と先生方が
来学され、本学の横田玲子教授をはじめ、小学校英語教育論演習履修者等32名の学

生ボランティアが出迎えました。
　児童たちはボランティア学生と
一緒に、学長室、教員研究室、カ
フェテリアなどを訪問し、一生懸命
練習してきた英語で、インタビュー
に挑戦しました。「アイコンタクト」や「スマイル」などを忘れないようにしながら、積極的に教員
や学生・留学生に話しかける様子が見られました。
　参加した児童たちからは、「緊張したけれど、みんな優しく答えてくれて良い経験になった」
などの感想がありました。

第３回全国大学生マーケティングコンテスト決勝大会の開催
　11月9日に、全国の13大学25チームから選ばれた、本学の１チームを含む7大学8チームが大ホール
に集い、英語によるマーケティングプランを競いました。このコンテストは、学生の創造力、企画力、発信
力、英語力などが向上することを目指し、アダム・アカー准教授と学生を中心とする運営委員会が企
画・実施する大会で、今年で3回目の開催となります。
　今回は、神戸市に本社を置かれている株式会社アシックスより「株式会社アシックスのウィメンズビ
ジネスシューズ『GIRO』の販売促進戦略」と「株式会社アシックスのアパレル製品の販売促進戦略」
の２つのテーマを題材にいただきました。各チームは２つのテーマから１つを選択し、それぞれが独自
の発表を行いました。優勝は慶應義塾大学Team Keio University Ono Seminar、2位は甲南大学
Team Saeki Global Business Seminar、3位は法政大学Team Morokami Seminarとなりました。審査員として、株式会社アシックス　グローバ
ルマーケティング統括部副統括部長兼マーケティング部長のマーク・パンサール氏、株式会社電通マーケティングインサイト大阪支社営業企画部

チーフ・アカウント・プランナーの廣田真希氏、同部リサーチャーの石井沙佳氏、
株式会社椿本チエイン経営企画室広報・IR課ウェブマスターのウィリアム G.ペ
リン氏にお越しいただきました。
　また、「特別協賛者」の荻野正明氏のほか、本学理事兼学生支援部長の
新野緑教授、見学者ら約300名が来場し、参加者の迫真のプレゼンに会場は
大きな熱気に包まれました。参加した学生からは、企業の第一線で活躍されて
いる方々から貴重なコメントをいただき、とても有意義な経験ができたとの感謝
の声が届いています。（役職等の表記は当大会開催時点のものです。）

　本学では、学生の知識や教育を深め、学問・研究意欲向上
を図ることを目的として、さまざまな分野で活躍されている
方々を招いて、学生のみならず市民の方々も参加していただけ
る講演会を開催しています。

研究者等招へい特別講演会

2012年度外大研究会会計報告

小川真吾氏講演会
―子ども兵問題と私たちができること―
　11月19日に、NPO法人テラ・ルネッサンス理事長の小川真吾さん
をお迎えし、講演会を開催しました。青年海外協力隊員、カナダ留
学、NGO職員として
の経験をもとに、子ど
も兵を取り巻く問題
と、私たちに何ができ
るのかについて、講
演いただきました。学
部生・院生・市民の方
等、120名にご参加い
ただきました。

神戸市立博物館連携　特別講演会
―17・18世紀のオランダ絵画ブームとヨーロッパの芸術市場―
　11月27日に、ドイツ・グライフスヴァルト大学教授のミヒャエル・ノ
ルト氏を講演者として、神戸市立博物館展示企画担当部長の岡泰
正氏をコメンテーターとしてお迎えし、講演会を開催しました。17・
18世紀のオランダ・フランドル絵画ブームが、ヨーロッパの経済市場
にどのような影響を
与え、また、芸術をめ
ぐる人びとの美的感
覚や趣味をどのように
変えていったのかに
ついて、講演いただき
ました。学部生・院
生・市民の方等、48名
にご参加いただきま
した。

ネイサン・バデノック氏講演会
―ラオスの民族と言語状況の多様性―
　11月29日に、京都大学東南アジア研究所特定准教授のネイサ
ン・バデノック氏をお
迎えし、講演会を開
催しました。現在ラオ
スで起きている諸問
題をことばと民族の
観点からお話してい
ただきました。学部
生・院生・市民の方
等、38名にご参加い
ただきました。

　11月23日から24日まで、日本言語学会第147回大会が開催さ
れました。日本言語学会は言語の科学的研究の進歩・発展に
寄与することを目的として設立されました。現在、2,000余名の
会員が所属しており、特定の理論的枠組みやアプローチにとら
われず、また研究対象も日本語を軸として世界の諸言語に及ぶ
学問的な多様性に富んでいることが特徴です。学会の大会
は、春と秋の年2回開催され、本学での開催で147回目になりま
した。今大会では、2日間で560名の研究者が参加し、理論的
研究から方言や世界の少数言語のフィールドワークに基づく
記述的研究や死語を扱う文献言語学的研究まで、多様なテー
マが取り上げられました。

日本言語学会第147回大会

　2012年度の外大研究会収支決算について、研究会監事の確認を
受けましたので、報告いたします。

　なお、印刷費の内訳は、外大論叢第63巻第１号～第4号印刷・製本
代で、雑支出の内訳は、振り込み手数料、研究報告会補助、リポジトリ
構築分担金などとなっております。

科 目

前年度繰越金

会 費

預 金 利 息

その他収入

合 計

金 額

23,974,468

3,651,000

4,490

15,000

27,644,958

科 目

印 刷 費

委 託 料

雑 支 出

翌年度繰越金

合 計

金 額

1,483,440

1,106,050

1,079,967

23,975,501

27,644,958

収 入 支 　 　 出

（単位：円）
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　今年で9回目となる本学と近隣の神戸市立東町小学校との「小大連携英語活動」
は、新学習指導要領の外国語活動の目的である「コミュニケーション能力の素地を養
う」ための実践の場とされています。12月10日に、同校から約130人の児童と先生方が
来学され、本学の横田玲子教授をはじめ、小学校英語教育論演習履修者等32名の学

生ボランティアが出迎えました。
　児童たちはボランティア学生と
一緒に、学長室、教員研究室、カ
フェテリアなどを訪問し、一生懸命
練習してきた英語で、インタビュー
に挑戦しました。「アイコンタクト」や「スマイル」などを忘れないようにしながら、積極的に教員
や学生・留学生に話しかける様子が見られました。
　参加した児童たちからは、「緊張したけれど、みんな優しく答えてくれて良い経験になった」
などの感想がありました。

第３回全国大学生マーケティングコンテスト決勝大会の開催
　11月9日に、全国の13大学25チームから選ばれた、本学の１チームを含む7大学8チームが大ホール
に集い、英語によるマーケティングプランを競いました。このコンテストは、学生の創造力、企画力、発信
力、英語力などが向上することを目指し、アダム・アカー准教授と学生を中心とする運営委員会が企
画・実施する大会で、今年で3回目の開催となります。
　今回は、神戸市に本社を置かれている株式会社アシックスより「株式会社アシックスのウィメンズビ
ジネスシューズ『GIRO』の販売促進戦略」と「株式会社アシックスのアパレル製品の販売促進戦略」
の２つのテーマを題材にいただきました。各チームは２つのテーマから１つを選択し、それぞれが独自
の発表を行いました。優勝は慶應義塾大学Team Keio University Ono Seminar、2位は甲南大学
Team Saeki Global Business Seminar、3位は法政大学Team Morokami Seminarとなりました。審査員として、株式会社アシックス　グローバ
ルマーケティング統括部副統括部長兼マーケティング部長のマーク・パンサール氏、株式会社電通マーケティングインサイト大阪支社営業企画部

チーフ・アカウント・プランナーの廣田真希氏、同部リサーチャーの石井沙佳氏、
株式会社椿本チエイン経営企画室広報・IR課ウェブマスターのウィリアム G.ペ
リン氏にお越しいただきました。
　また、「特別協賛者」の荻野正明氏のほか、本学理事兼学生支援部長の
新野緑教授、見学者ら約300名が来場し、参加者の迫真のプレゼンに会場は
大きな熱気に包まれました。参加した学生からは、企業の第一線で活躍されて
いる方々から貴重なコメントをいただき、とても有意義な経験ができたとの感謝
の声が届いています。（役職等の表記は当大会開催時点のものです。）

　本学では、学生の知識や教育を深め、学問・研究意欲向上
を図ることを目的として、さまざまな分野で活躍されている
方々を招いて、学生のみならず市民の方々も参加していただけ
る講演会を開催しています。

研究者等招へい特別講演会

2012年度外大研究会会計報告

小川真吾氏講演会
―子ども兵問題と私たちができること―
　11月19日に、NPO法人テラ・ルネッサンス理事長の小川真吾さん
をお迎えし、講演会を開催しました。青年海外協力隊員、カナダ留
学、NGO職員として
の経験をもとに、子ど
も兵を取り巻く問題
と、私たちに何ができ
るのかについて、講
演いただきました。学
部生・院生・市民の方
等、120名にご参加い
ただきました。

神戸市立博物館連携　特別講演会
―17・18世紀のオランダ絵画ブームとヨーロッパの芸術市場―
　11月27日に、ドイツ・グライフスヴァルト大学教授のミヒャエル・ノ
ルト氏を講演者として、神戸市立博物館展示企画担当部長の岡泰
正氏をコメンテーターとしてお迎えし、講演会を開催しました。17・
18世紀のオランダ・フランドル絵画ブームが、ヨーロッパの経済市場
にどのような影響を
与え、また、芸術をめ
ぐる人びとの美的感
覚や趣味をどのように
変えていったのかに
ついて、講演いただき
ました。学部生・院
生・市民の方等、48名
にご参加いただきま
した。

ネイサン・バデノック氏講演会
―ラオスの民族と言語状況の多様性―
　11月29日に、京都大学東南アジア研究所特定准教授のネイサ
ン・バデノック氏をお
迎えし、講演会を開
催しました。現在ラオ
スで起きている諸問
題をことばと民族の
観点からお話してい
ただきました。学部
生・院生・市民の方
等、38名にご参加い
ただきました。

　11月23日から24日まで、日本言語学会第147回大会が開催さ
れました。日本言語学会は言語の科学的研究の進歩・発展に
寄与することを目的として設立されました。現在、2,000余名の
会員が所属しており、特定の理論的枠組みやアプローチにとら
われず、また研究対象も日本語を軸として世界の諸言語に及ぶ
学問的な多様性に富んでいることが特徴です。学会の大会
は、春と秋の年2回開催され、本学での開催で147回目になりま
した。今大会では、2日間で560名の研究者が参加し、理論的
研究から方言や世界の少数言語のフィールドワークに基づく
記述的研究や死語を扱う文献言語学的研究まで、多様なテー
マが取り上げられました。

日本言語学会第147回大会

　2012年度の外大研究会収支決算について、研究会監事の確認を
受けましたので、報告いたします。

　なお、印刷費の内訳は、外大論叢第63巻第１号～第4号印刷・製本
代で、雑支出の内訳は、振り込み手数料、研究報告会補助、リポジトリ
構築分担金などとなっております。

科 目

前年度繰越金

会 費

預 金 利 息

その他収入

合 計

金 額

23,974,468

3,651,000

4,490

15,000

27,644,958

科 目

印 刷 費

委 託 料

雑 支 出

翌年度繰越金

合 計

金 額

1,483,440

1,106,050

1,079,967

23,975,501

27,644,958

収 入 支 　 　 出

（単位：円）
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　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。

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回語劇祭報告

矢田神戸市長（左）と金児委員長（右）（8月1日）

　11月23日・24日の2日間にわたり第64回語劇祭が行
われました。1947年の初回上演から続いている伝統行
事です。今年も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。受賞結果と各劇団の監督のメッセージをお届
けします。

劇を終えての感想：
　達成感でいっぱいです。あと、ほっとして
います。自分が２年生で監督ということに、
不安がたくさんありましたが、メンバーが
頑張ってくれたので、みんなのために頑張
ろうと思えました。
劇団員へのメッセージ：
　みんなのおかげで監督やりきれました。本当にありがとうございます。

第２部英米語劇団
「A Little Murder Never Hurt Anybody」
監督：小林芙悠子さん
（第２部英米学科2年生）

劇を終えての感想 ：
　直前まで、トラブルや体調等心配でした
が、大きなミスもなく無事に終わってよかったです。ほっとしています。
劇団員へのメッセージ ：
　厳しくしたこともありましたが、それにも関わらずついてきてくれて感謝で
す。ありがとう。

ロシア語劇団
「犬の心臓」
監督：森田裕賀子さん
（ロシア学科3年生）

劇を終えての感想：
　みんなが自分の力を発揮して最高の劇
になったと思います。一安心です。照明と音響の演出も、演技も夜まで考えて
もらっていました。全部がかみあっていい劇になったと思います。
劇団員へのメッセージ：
　みんな今までありがとうございました。

英米語劇団
「ガラスの動物園」
監督：中西はるかさん
（国際関係学科3年生）

劇を終えての感想：
 キャストの数が多く、なかなかみんなの練
習時間が合わず、練習がうまく進まなかっ
たりと、苦労することもありました。ですが、
今回の劇は100点満点中、120点です！
劇団員へのメッセージ：
　「おつかれさま」と「本当に頑張ってくれ
た」と心から言いたいです。また、お客様に
も、どうもありがとうございましたとお伝えしたいです。

優秀劇団賞
中国語劇団
「$1,000,000Lover&Robber」
監督：山田弘士さん（中国学科3年生）

最優秀劇団賞を受賞された感想：
　みんなが頑張ったおかげだと思います。みんなの努力がむくわれて本当に
うれしいです。イスパニア語劇団は、
毎年人数が多いですが、今年はなか
なか人数がそろわず、一時はどうな
ることかと思いました。ですが、無事
に劇が完成し、みんなが笑顔になれ
てよかったです。
劇団員へのメッセージ：
　みんな本当によく頑張ったなと思
います。

最優秀劇団賞
イスパニア語劇団
「La dama del alba（暁に訪れる女）」
監督：杉村彩さん（イスパニア学科3年生）

受賞しての感想：
　信じられませんでした。人前に立って話
すのが苦手で、この賞をいただいたのが信
じられないです。私は、死神を演じましたが、人間ではない演技を研究するの
が大変でした。人間らしく見えないように頑張りました。
劇団員へのメッセージ：
　みんな大好きです。

最優秀女優賞
イスパニア語劇団
有本萌さん（イスパニア学科2年生）

受賞しての感想：
　本番で、どっと会場が沸くのが伝わって
きて、うれしかったです。
来年の抱負：
　今年の経験を来年につなげていきたいと思います。

最優秀男優賞
中国語劇団
武井宏光さん（中国学科2年生）

最 優 秀 劇 団 賞
最 優 秀 男 優 賞
最 優 秀 女 優 賞

優 秀 劇 団 賞
優 秀 男 優 賞
優 秀 女 優 賞

審査員特別男優賞
審査員特別女優賞

音 響 賞
照 明 賞
衣 装 メ イ ク 賞
舞 台 美 術 賞
字 幕 賞

イスパニア語劇団
武井宏光（中国語劇団2年生）
有本　萌（イスパニア語劇団2年生）

中国語劇団
足立大樹（中国語劇団2年生）
荒川亜弥（イスパニア語劇団3年生）

平嶌寛大（ロシア語劇団1年生）
安本彩美（イスパニア語劇団4年生）

中国語劇団
イスパニア語劇団
イスパニア語劇団
イスパニア語劇団
中国語劇団

ベストキャラクター賞
英米語劇団　　　　松元　梓（英米学科1年生）
中国語劇団　　　　川上俊輝（中国学科2年生）
第２部英米語劇団　柏木由維（第2部英米学科4年生）
イスパニア語劇団　有本　萌（イスパニア学科2年生）
ロシア語劇団　　　伊藤　芳（ロシア学科2年生）

第64回語劇祭受賞結果

科目等履修生試験（一般・語学課程、教
職課程、司書課程、学校図書館司書教
諭課程）の募集要項の配布について
　2月3日（月曜）から要項を配布します。（教務入試広報班にて）
出 願 日：3月5日（水曜）～3月6日（木曜）両日14時～19時
試験日時：3月10日（月曜）
合格発表：3月20日（木曜）
　※本学ホームページでもご覧いただけます。

卒業・進級予定者（学部・第2部）の発表
及び成績通知書の交付について
　下記の日程で卒業・進級予定者を発表します。
　あわせて、成績通知書を交付しますので、必ず受け取ってください。　
（学生証持参のこと。）
　※本人以外の代理受領は本人の押印のある委任状が必要です。
　１．  3月5日（水曜）・6日（木曜）
　２．  配付時間・場所、及び成績問い合わせ期間については、後日掲 
　　 示します。

原級等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度について
　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出来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。
　これまでは保証人から情報提供の依頼があり大学として必要と判断した場合に限って事実をお知らせしておりましたが、2012年度からは請求を頂かなくても、
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、保証人の方へその事実を通知するようにしたものです。
　なお、神戸市個人情報保護条例に基づき、この通知は学生本人の同意を前提に実施します。2012年度以降入学の学生については入学時に既に同意をいた
だいておりますが、2011年度以前に入学した学生については、学生本人が保証人に対する通知を望まない場合は通知できませんので、ご注意ください。

課外活動報告
☆第67回兵庫県民体育大会
　5月12日兵庫県立弓道場において、「第67回兵庫県民体育大会弓道競技」が行
われました。大学女子の部で、本学弓道部のイスパニア学科2年生田原和香さんが
優勝、英米学科4年生宮川葵さんが第2位に入賞しました。
☆第49回兵庫県学生弓道選手権大会
　5月18日、19日兵庫県立明石弓道場において、「第49回兵庫県学生弓道選手権大
会」が開催され、団体の部で、本学弓道部男子Aチームが準優勝、女子Aチームが
第3位、また女子個人の部で、ロシア学科2年生鈴木千瑛さんが第3位という成績を
収め、表彰されました。
☆第32回関西学生なぎなた選手権大会
　6月30日神戸松蔭女子学院大学において、「第32回関西学生なぎなた選手権大
会」が開催され、個人試合初段の部で、英米学科2年生の西谷紗恵さんが優勝しま
した。
☆第5回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト
　10月5日神戸市立灘区民ホールにおいて、「第5回兵庫県中国文化交流会中国通
コンテスト」が行われ、創作部門で、中国学科3年生の宮田知佳さんが第2位となる優
秀賞を受賞しました。
☆第31回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会
　10月27日ヴィラ・エスポワール南森町研修センターにおいて、「第31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の大学生部門
で、中国学科3年生の宮田知佳さんが優勝しました。
☆第49回全国学生スペイン語弁論大会
　11月10日京都外国語大学において、「第49回全国学生スペイン語弁論大会」が
行われ、第1部（スペイン語圏の国での滞在期間6カ月未満の者）で、イスパニア学科
4年生の木村萌さんが第1位に輝きました。

☆第8回中国語スピーチコンテスト
　11月17日立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにおいて、「第8回
中国語スピーチコンテスト」が行われ、大学生を含む一般の部で、修士課程1年生の
田中結衣さんが最優秀賞を受賞、学部中国学科3年生の宮田知佳さんが学院長特
別賞を受賞しました。
☆第22回関西ロシア語コンクール
　11月24日大阪府社会福祉会館において、「第22回関西ロシア語コンクール」が行
われ、中級部門で、ロシア学科2年生の山口隼人さんが第1位に輝きました。
☆第27回全日本学生中国語弁論大会
　11月30日京都外国語大学において、「第27回全日本学生中国語弁論大会」が行
われ、中国学科3年生の野中秋さんと、同じく中国学科2年生の中條雄貴さんが京都
外国語大学総長賞（上位３名）を受賞しました。
☆第7回学生通訳コンテスト
　11月30日名古屋外国語大学において、「第7回学生通訳コンテスト」が行われ、英
米学科4年生の福田悠さんが第3位に入賞しました。
☆第62代今宮戎神社福娘
　12月1日大阪商工会議所内国際会議ホールにおいて、平成26年度今宮戎神社福
娘発表会が行われ、第62代福娘の1人として、中国学科1年生の小谷茜さんが選ば
れました。
☆第2回A O-K Speech Contest
　12月6日ANAクラウンプラザホテル大阪において、米国総領事館主催の「第2回
AO-K Speech Contest」が行われ、国際関係学科2年生の勝田梨聖さんが第3位に
入賞しました。
☆第31回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会
　1月12日東京・日中友好会館地下大ホールにおいて、「第31回全日本中国語スピー
チコンテスト全国大会」が行われ、大学生部門で、中国学科3年生の宮田知佳さん
が見事優勝しました。宮田さんは、10月27日の同スピーチコンテスト大阪府大会で優
勝し、その後のテープ審査を通過して、全国大会へ出場しました。

日本学生支援機構奨学金について
適格認定学金－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最終学年の学生　②現在、休止または停止中の学生
　　　　　※奨学金を辞退したい場合は学生支援班へ申し出てください
入力期限：2014年1月31日（金曜）
【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班
　　　　　TEL 078-794-8131

奨学金の返還について
　2014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、2014年10月27日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。
　また、病気・失業などの事情で返還が困難になった場合は、速や
かに機構に「奨学金返還期限猶予願」を提出してください。
　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。
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　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。

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回語劇祭報告

矢田神戸市長（左）と金児委員長（右）（8月1日）

　11月23日・24日の2日間にわたり第64回語劇祭が行
われました。1947年の初回上演から続いている伝統行
事です。今年も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。受賞結果と各劇団の監督のメッセージをお届
けします。

劇を終えての感想：
　達成感でいっぱいです。あと、ほっとして
います。自分が２年生で監督ということに、
不安がたくさんありましたが、メンバーが
頑張ってくれたので、みんなのために頑張
ろうと思えました。
劇団員へのメッセージ：
　みんなのおかげで監督やりきれました。本当にありがとうございます。

第２部英米語劇団
「A Little Murder Never Hurt Anybody」
監督：小林芙悠子さん
（第２部英米学科2年生）

劇を終えての感想 ：
　直前まで、トラブルや体調等心配でした
が、大きなミスもなく無事に終わってよかったです。ほっとしています。
劇団員へのメッセージ ：
　厳しくしたこともありましたが、それにも関わらずついてきてくれて感謝で
す。ありがとう。

ロシア語劇団
「犬の心臓」
監督：森田裕賀子さん
（ロシア学科3年生）

劇を終えての感想：
　みんなが自分の力を発揮して最高の劇
になったと思います。一安心です。照明と音響の演出も、演技も夜まで考えて
もらっていました。全部がかみあっていい劇になったと思います。
劇団員へのメッセージ：
　みんな今までありがとうございました。

英米語劇団
「ガラスの動物園」
監督：中西はるかさん
（国際関係学科3年生）

劇を終えての感想：
 キャストの数が多く、なかなかみんなの練
習時間が合わず、練習がうまく進まなかっ
たりと、苦労することもありました。ですが、
今回の劇は100点満点中、120点です！
劇団員へのメッセージ：
　「おつかれさま」と「本当に頑張ってくれ
た」と心から言いたいです。また、お客様に
も、どうもありがとうございましたとお伝えしたいです。

優秀劇団賞
中国語劇団
「$1,000,000Lover&Robber」
監督：山田弘士さん（中国学科3年生）

最優秀劇団賞を受賞された感想：
　みんなが頑張ったおかげだと思います。みんなの努力がむくわれて本当に
うれしいです。イスパニア語劇団は、
毎年人数が多いですが、今年はなか
なか人数がそろわず、一時はどうな
ることかと思いました。ですが、無事
に劇が完成し、みんなが笑顔になれ
てよかったです。
劇団員へのメッセージ：
　みんな本当によく頑張ったなと思
います。

最優秀劇団賞
イスパニア語劇団
「La dama del alba（暁に訪れる女）」
監督：杉村彩さん（イスパニア学科3年生）

受賞しての感想：
　信じられませんでした。人前に立って話
すのが苦手で、この賞をいただいたのが信
じられないです。私は、死神を演じましたが、人間ではない演技を研究するの
が大変でした。人間らしく見えないように頑張りました。
劇団員へのメッセージ：
　みんな大好きです。

最優秀女優賞
イスパニア語劇団
有本萌さん（イスパニア学科2年生）

受賞しての感想：
　本番で、どっと会場が沸くのが伝わって
きて、うれしかったです。
来年の抱負：
　今年の経験を来年につなげていきたいと思います。

最優秀男優賞
中国語劇団
武井宏光さん（中国学科2年生）

最 優 秀 劇 団 賞
最 優 秀 男 優 賞
最 優 秀 女 優 賞

優 秀 劇 団 賞
優 秀 男 優 賞
優 秀 女 優 賞

審査員特別男優賞
審査員特別女優賞

音 響 賞
照 明 賞
衣 装 メ イ ク 賞
舞 台 美 術 賞
字 幕 賞

イスパニア語劇団
武井宏光（中国語劇団2年生）
有本　萌（イスパニア語劇団2年生）

中国語劇団
足立大樹（中国語劇団2年生）
荒川亜弥（イスパニア語劇団3年生）

平嶌寛大（ロシア語劇団1年生）
安本彩美（イスパニア語劇団4年生）

中国語劇団
イスパニア語劇団
イスパニア語劇団
イスパニア語劇団
中国語劇団

ベストキャラクター賞
英米語劇団　　　　松元　梓（英米学科1年生）
中国語劇団　　　　川上俊輝（中国学科2年生）
第２部英米語劇団　柏木由維（第2部英米学科4年生）
イスパニア語劇団　有本　萌（イスパニア学科2年生）
ロシア語劇団　　　伊藤　芳（ロシア学科2年生）

第64回語劇祭受賞結果

科目等履修生試験（一般・語学課程、教
職課程、司書課程、学校図書館司書教
諭課程）の募集要項の配布について
　2月3日（月曜）から要項を配布します。（教務入試広報班にて）
出 願 日：3月5日（水曜）～3月6日（木曜）両日14時～19時
試験日時：3月10日（月曜）
合格発表：3月20日（木曜）
　※本学ホームページでもご覧いただけます。

卒業・進級予定者（学部・第2部）の発表
及び成績通知書の交付について
　下記の日程で卒業・進級予定者を発表します。
　あわせて、成績通知書を交付しますので、必ず受け取ってください。　
（学生証持参のこと。）
　※本人以外の代理受領は本人の押印のある委任状が必要です。
　１．  3月5日（水曜）・6日（木曜）
　２．  配付時間・場所、及び成績問い合わせ期間については、後日掲 
　　 示します。

原級等の修学状況の事実に関する保証人への通知制度について
　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出来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。
　これまでは保証人から情報提供の依頼があり大学として必要と判断した場合に限って事実をお知らせしておりましたが、2012年度からは請求を頂かなくても、
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、保証人の方へその事実を通知するようにしたものです。
　なお、神戸市個人情報保護条例に基づき、この通知は学生本人の同意を前提に実施します。2012年度以降入学の学生については入学時に既に同意をいた
だいておりますが、2011年度以前に入学した学生については、学生本人が保証人に対する通知を望まない場合は通知できませんので、ご注意ください。

課外活動報告
☆第67回兵庫県民体育大会
　5月12日兵庫県立弓道場において、「第67回兵庫県民体育大会弓道競技」が行
われました。大学女子の部で、本学弓道部のイスパニア学科2年生田原和香さんが
優勝、英米学科4年生宮川葵さんが第2位に入賞しました。
☆第49回兵庫県学生弓道選手権大会
　5月18日、19日兵庫県立明石弓道場において、「第49回兵庫県学生弓道選手権大
会」が開催され、団体の部で、本学弓道部男子Aチームが準優勝、女子Aチームが
第3位、また女子個人の部で、ロシア学科2年生鈴木千瑛さんが第3位という成績を
収め、表彰されました。
☆第32回関西学生なぎなた選手権大会
　6月30日神戸松蔭女子学院大学において、「第32回関西学生なぎなた選手権大
会」が開催され、個人試合初段の部で、英米学科2年生の西谷紗恵さんが優勝しま
した。
☆第5回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト
　10月5日神戸市立灘区民ホールにおいて、「第5回兵庫県中国文化交流会中国通
コンテスト」が行われ、創作部門で、中国学科3年生の宮田知佳さんが第2位となる優
秀賞を受賞しました。
☆第31回全日本中国語スピーチコンテスト大阪府大会
　10月27日ヴィラ・エスポワール南森町研修センターにおいて、「第31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の大学生部門
で、中国学科3年生の宮田知佳さんが優勝しました。
☆第49回全国学生スペイン語弁論大会
　11月10日京都外国語大学において、「第49回全国学生スペイン語弁論大会」が
行われ、第1部（スペイン語圏の国での滞在期間6カ月未満の者）で、イスパニア学科
4年生の木村萌さんが第1位に輝きました。

☆第8回中国語スピーチコンテスト
　11月17日立命館大学衣笠キャンパス創思館カンファレンスルームにおいて、「第8回
中国語スピーチコンテスト」が行われ、大学生を含む一般の部で、修士課程1年生の
田中結衣さんが最優秀賞を受賞、学部中国学科3年生の宮田知佳さんが学院長特
別賞を受賞しました。
☆第22回関西ロシア語コンクール
　11月24日大阪府社会福祉会館において、「第22回関西ロシア語コンクール」が行
われ、中級部門で、ロシア学科2年生の山口隼人さんが第1位に輝きました。
☆第27回全日本学生中国語弁論大会
　11月30日京都外国語大学において、「第27回全日本学生中国語弁論大会」が行
われ、中国学科3年生の野中秋さんと、同じく中国学科2年生の中條雄貴さんが京都
外国語大学総長賞（上位３名）を受賞しました。
☆第7回学生通訳コンテスト
　11月30日名古屋外国語大学において、「第7回学生通訳コンテスト」が行われ、英
米学科4年生の福田悠さんが第3位に入賞しました。
☆第62代今宮戎神社福娘
　12月1日大阪商工会議所内国際会議ホールにおいて、平成26年度今宮戎神社福
娘発表会が行われ、第62代福娘の1人として、中国学科1年生の小谷茜さんが選ば
れました。
☆第2回A O-K Speech Contest
　12月6日ANAクラウンプラザホテル大阪において、米国総領事館主催の「第2回
AO-K Speech Contest」が行われ、国際関係学科2年生の勝田梨聖さんが第3位に
入賞しました。
☆第31回全日本中国語スピーチコンテスト全国大会
　1月12日東京・日中友好会館地下大ホールにおいて、「第31回全日本中国語スピー
チコンテスト全国大会」が行われ、大学生部門で、中国学科3年生の宮田知佳さん
が見事優勝しました。宮田さんは、10月27日の同スピーチコンテスト大阪府大会で優
勝し、その後のテープ審査を通過して、全国大会へ出場しました。

日本学生支援機構奨学金について
適格認定学金－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最終学年の学生　②現在、休止または停止中の学生
　　　　　※奨学金を辞退したい場合は学生支援班へ申し出てください
入力期限：2014年1月31日（金曜）
【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班
　　　　　TEL 078-794-8131

奨学金の返還について
　2014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、2014年10月27日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。
　また、病気・失業などの事情で返還が困難になった場合は、速や
かに機構に「奨学金返還期限猶予願」を提出してください。
　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。
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日時：３月25日（火曜）10時～（受付開始　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学舎で中継をご覧いただきます。

2013年度卒業式・修了式の
お知らせ

　神戸市外国語大学伸興会総会を下記日程で開催いたしますの
で、お知らせいたします。

日時：４月７日（月曜）11時～（入学式終了後）
場所：神戸市外国語大学　大ホール

伸興会総会のお知らせ

　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。

卒業後の図書館の利用について

　神戸市外国語大学同窓会および伸興会主催の「2013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。保護者の方 も々ぜひご参加ください。

日　　時：３月25日（火曜）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　℡ 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：卒業生及び保護者の方は無料

2013年度卒業記念パーティーの
お知らせ
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教員出版物紹介

2013.10
くろしお出版単著

種別 出版年/出版社著者/書名

益岡隆志（総合文化コース 教授）
「日本語構文意味論」

2013.11
開拓社単著

三間英樹（英米学科 教授）
「Patterns and Categories in English 
Suffixation and Stress Placement: A 
Theoretical and Quantitative Study」

2013.11
法政大学出版局単訳 山之内克子（総合文化コース 教授）

「人生の愉楽と幸福 ドイツ啓蒙主義と文化の消費」

行事予定

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）794-8121
ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp/
携帯サイト　http://www.kobe-cufs.ac.jp/m/

月　日 予　定

2月

3月

4月

1日（土曜）

4日（火曜）～10日（月曜）

6日（木曜）

6日（木曜）～13日（木曜）

12日（水曜）

12日（水曜）～18日（火曜）

13日（木曜）

25日（火曜）

28日（金曜）

2日（日曜）

5日（水曜）・6日（木曜）

6日（木曜）

10日（月曜）

12日（水曜）

13日（木曜）・14日（金曜）

20日（木曜）

25日（火曜）

26日（水曜）

27日（木曜）

5日（土曜）

7日（月曜）

8日（火曜）

9日（水曜）

修士課程2次・博士課程　入学試験

後期試験

修士課程2次・博士課程　合格発表

外国人研究生2次、研究生、研修員、願書受付

試験予備日

編入・転部　願書受付

春季休業　開始

一般入試（前期日程）　入学試験

外国人研究生2次、研究生、研修員　入学試験

修士課程英語教育学専攻　入学試験

卒業・進級予定者発表　成績通知書交付

科目等履修　願書受付

一般入試（前期日程）　合格発表

転部・編入・科目等履修　入学試験

一般入試（後期日程）　入学試験

一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修　合格発表

卒業式、卒業パーティ

一般入試（後期日程）・編入　入学手続き

転部・科目等履修　入学手続き

修士課程英語教育学専攻　宣誓式　オリエンテーション

入学式・新入生オリエンテーション、伸興会総会

新入生オリエンテーション

授業開始

修士課程英語教育学専攻、
外国人研究生2次、研究生、研修員
入学試験合格発表

一般入試（前期日程）、修士課程、博士課程、
外国人研究生、修士課程英語教育学専攻、
研究生、研修員　入学手続き
（大学院の入学手続きは14日（金曜）のみ）


