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①自分のことを見ていてくれる人がいて、
本物の表彰状より大きいのがもらえた
ことが嬉しい！
②2014年度は、11月に開催された「第23
回関西ロシア語コンクール　上級部門」
で総領事館賞をいただきました。
③ロシア語は、外大を出てみるとまだま
だマイナーで学習者の少な
い言語です。その代わり自
分の行動次第で活躍でき
るチャンスがたくさん見
つかりますので、失敗
を恐れず頑張っ
てください。

①嬉しいです！この賞を受賞できたのも、
多くの人に支えてもらっての結果なの
で、感謝を伝えたいです。
②1、2年生：副委員長、3年生：会計、4年生：
全体のサポート役として語劇に関わって
きました。
③迷ったらとりあえずやる！思い切って
飛び込めば、何か結果
が返ってきます。後
輩たちには語劇の
伝統を守り、「見に
来て良かった」と
思ってもらえる
ように頑張っ
て ほ し い で
す！

勝手に

卒業するまでの４～５年間、共に学び、成長してきた同期たち！
全員は紹介できませんが、こんな素敵な同期がいたことを誇りに思います !!
ということで、各学科から 1名ずつを勝手に表彰します！^^

さて、もうすぐ卒業の季節ですね！…そこで！広報サポーター 4年生が、卒業生を代表して、外大での生活を支えてくれた方々
に感謝の気持ちを込めて、勝手に表彰しちゃいます！
ここに載っていない方々も 4年間お世話になりました！ありがとうございます！！！！

①受賞しての感想
②これまでの取り組み
③後輩へのメッセージ

紙面では紹介することができませんでしたが、外大にはまだまだ活躍している人たちがたくさんいます。あなたも！あなたも！自分では気付いて
いなくても、周りから見ればあなたもまばゆいくらい輝いています。外大からは離れますが、卒業後もそれぞれの場所で外大生として自信を持っ
て輝いていきましょう！（広報サポーター４年生一同）

①頑張りがこうやって認められ、活動を続
けてきて本当に良かったと思います。
②カナダへの留学後、2013年に十人十彩
という、ジェンダー・セクシュアリティ
に関するイシューに関心がある人のた
めのサークルを立ち上げました。サーク
ル内でのディスカッション、新聞の作
成・配布、外大祭でのパネル展などを実
施しています。
③初めて見聞きすること
や他と違うものに出
会った時、自分から飛
び込み、「常識」の外
にある豊かな世界
を見る機会を作っ
てほしいです。

みなさんのおかげで、安全&
快適なキャンパスライフで
した！

忘れ物の管理、会議室の貸
出、学館に関するもの全てお
世話になりました！

いつもおいしいご飯、
ありがとうございました！

英米学科　 スピコン
活躍で

賞

ロシア学科　 語劇祭を支
えたで賞

中国学科　

①このような名誉ある賞をいただき、感無
量です。
②バレーボールと自転車で日本一周。途中
お金が無くなったので小笠原諸島の無
人島でアルバイトしました。
③お金がないことが学生の特権。僕は無人
島で桟橋つくったり、外
来種を駆除したり、海亀・
鮫と泳ぎ、お風呂・トイレ
は海、マグロ釣ったりと
いろいろな経験ができま
した。大学生活と
いう人生の夏休
みを有意義に
過ごしてく
ださい。

イスパニア学科　

①大学5年間のラストにこのような外大生
らしい賞をいただけて光栄です！
②外国人客船来航時の通訳ボランティア、
教授の国際的な学会での補助、模擬国連
(delegate 2回、assistant chair 1回)、
英国留学中Oxfamのチャリティショップ
にて店員、サマースクールで
のスタッフ
③小さなチャンスをも見つ
けそれを活かせるか、そ
して時間の使い方は
自分次第！志の高
い仲間と共にぜひ
素敵な外大生
ライフを♩

外大国際
化で賞

国際関係学科　

①評価して頂いたことに大変感謝していま
す。またこの活動を支えてくれた多くの
方とも、この喜びを分かち合いたいです。
②一社会人として学生の方に何かサポー
トしたいと思い、昨年の２月から現在ま
で、20余名の就活生の面接、集団討論等
のセッティングとアドバイス、ESの制
作、論文対策などへの助
言・添削をしました。
③外大生は社会人から見て
も優秀な方ばかりです。就
活は大変ですが、ご家
族や友人と相談
しながら、自分を
信じて頑張っ
てください。

社会人経験を
学生に還

元で賞
大学生活謳

歌したで
賞

第２部英米学科　

広報サポーター企画

学生会館の顔！ 外大の母！

編
集
後
記

施設管理のおじちゃん、
お掃除のお姉さん

　十人十
彩で賞



・ベストキャラクター賞
　英米語劇団 川上由梨子（英米語劇団２年生）

松元梓（英米語劇団２年生）
　中国語劇団 藤井遥菜（中国語劇団２年生）
　第２部英米語劇団 須藤美玲（第２部英米語劇団２年生）
　イスパニア語劇団 森春奈（イスパニア語劇団１年生）
　ロシア語劇団 小島拓也（ロシア語劇団２年生）
・音響賞 イスパニア語劇団
・照明賞 イスパニア語劇団
・舞台美術賞 中国語劇団
・衣装メイク賞 第２部英米語劇団
・字幕賞 イスパニア語劇団

最優秀男優賞
小西一樹さん（イスパニア学科３年生）

武井宏光さん（中国学科３年生）

イスパニア語劇団　「En la ardiente oscuridad（燃ゆる暗闇にて）」

中国語劇団「毒薬」

12 月 6 日・7 日の２日間にわたり第 65 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、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さんと役者さん
のメッセージをお届けします。

第65回 語劇祭報告

第65回 語劇祭受賞結果

The 65th KCUFS Drama Festival 2014

劇を終えての感想：
登場人物ひとりひとりの細かい心情の変化にこだわって劇を作ってきました。本番では、最高の出来
でした。本当によかったです。100点満点中、120点です。
劇団員へのメッセージ
ありがとう。大好き。それだけです。

最優秀劇団賞を受賞された感想：
お客さんに１番いい劇を観ていただきたいという思いを持ってこれまで練習してきました。全員が
100％頑張って、賞につながったのではと思います。
劇団の自慢できるところは？：
みんなのキャラクターが強いところです。意見がぶつかることもありましたが、劇団内でも切磋琢磨
していると思います。
監督からのメッセージ：
劇団員のみんなへ。みんなのおかげでこの劇ができました。本当にありがとう！

監督：足立大樹さん
（中国学科3年生）

監督：豊田隆乃介さん
（イスパニア学科3年生）

・最優秀劇団賞 イスパニア語劇団
・最優秀男優賞 小西一樹（イスパニア語劇団３年生）
・最優秀女優賞 川上由梨子（英米語劇団２年生）

松元梓（英米語劇団２年生）
・優秀劇団賞 中国語劇団
・優秀男優賞 小島拓也（ロシア語劇団２年生）
・優秀女優賞 森春奈（イスパニア語劇団１年生）
・審査員特別劇団賞 第２部英米語劇団
・審査員特別男優賞 国分陽介（ロシア語劇団２年生）
・審査員特別女優賞 須藤美玲（第２部英米語劇団２年生）

受賞しての感想：
劇中での心情変化がとても激しく、体裁が
崩れ、本心がどんどん出てくる役だったの
で、表現が難しかったです。１年生のとき
からずっと一緒にやってきた同学年の４人
と、劇団員みんなのおかげで受賞すること
ができました。とてもうれしいです。

今年は幹部兼キャストをしたの
で、自分のことだけでなく、他
のみんなの動きも考えるのが大
変でした。語劇は３年目ですが、
この瞬間は言葉では表せないよ
うな、うれしい気持ちです！

最優秀
劇団賞

優秀
劇団賞



最優秀女優賞
川上由梨子さん（英米語劇団２年生）
松元梓さん（英米語劇団２年生）

英米語劇団「Wit」

第２部英米語劇団「Agnes of God」

ロシア語劇団「Служебный роман ～オフィスロマンス～」

高東奈央さん（第２部英米学科１年生）

優秀男優賞
小島拓也さん
（ロシア学科２年生）

劇を終えての感想：
劇団員8人全員で、役職の区別なく協力して小道具などの準備をしてきました。今はやりきった！
という気持ちでいっぱいです。
劇団員へのメッセージ
ついてきてくれてありがとうございました！

劇を終えての感想：
コメディ独特の動きや流れをまとめていくのが難しかったですが、笑ってほしいところでお客さ
んが笑ってくれてよかったです。
劇団員へのメッセージ
ついてきてくれてみんなには感謝しています。ありがとうございました！

監督：石川梨沙子さん
（第２部英米学科３年生）

監督：大竹実嶺さん
（ロシア学科３年生）

劇を終えての感想：
終わって、解放感があるかと思っていましたが、まだどきどきしています。ラストシーンは、本番１，
２週間前まで動きも照明も決まらなかったほど、こだわってきました。みんなで話し合って、今の形
にすることができました。
劇団員へのメッセージ：
ありがとうの一言です。監督と演出の両方をやらせてもらって、至らないところもあったと思います
が、最後までついてきてくれて、本当にうれしい。ありがとう。

監督：岡田夏希さん
（英米学科２年生）

苦労したことは？：
松元：２人１役で、２人で声をそろえたりするところです。
川上：みなさんに自分のこととして感じてもらえるよう
な迫真の演技をするところです。
練習を通じて２人の関係性は変わりましたか？：
２人：より仲良くなれた気がします！お互い、他の相手
ではできなかったと思っています。

審査員
特別
劇団賞

発音や演技などの先輩
からの指導に感謝して
います。来年は、後輩
をたくさん勧誘して、
大人数で語劇ができる
ように頑張りたいで
す！ありがとうござい
ました！

劇を終えての感想：
おもしろい場面とシリアスな場面
との区別が苦手だったので、自分
なりに何回も練習したり、他の人
の演技を見たりして、参考にして
いました。また、なるべく自然な
動きで本能のままに演じました。
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UCLA Extension 夏季短期派遣留学レポート

テストの結果に応じて、レベル
別にクラス分けがされます。ど
のクラスも日本とは違い、20
人程度の少人数参加型。ディス
カッション中心で、多国籍なら
ではの多様な考え方があふれ、
自分の意見を求められます。上
級クラスでは、選択授業もあり、
アカデミックな内容だけでな
く、スラングや映画などの授業
もあります。

食堂は、基本的にいつでも利用可能で、メニューは豊富
で毎日変わります。バイキング形式なのでフルーツ、デ
ザートも毎日かなりの種類があります。

寮は、とてもきれいで住み心地は抜群でした。フロントは 24 時間対応
で、階共同のシャワーとトイレがあります。Common roomもあり、ルー
ムメイトだけでなく、階が同じ人とも友達になれます。

大学周辺はとても治安が良く、きれいな街で、飲食店やスー
パーが立ち並び、学生と地元の人でにぎわっています。

キャンパスは広大で、緑が
多く落ち着いた雰囲気です。
学生が芝生で横になったり、
サッカーやフットボールで
遊んだり、スケボーで移動
していたりと、これぞアメ
リカの大学という感じです。

修了式後にクラスのみんなと。 6週間助けあって過ごした、大切な存在。

プログラム全体で世界中から約 600 人の留学生が集まります。アジ
アの国々はもちろん、チリ、トルコ、イタリア、サウジアラビア、フ
ランスなどさまざまな国の人と出会うことができます。

大学での出会い

キャンパス

寮

授業 町並み

英米学科2年　

2009 年度に創設され、今年で 6 回目となる UCLA Extension 夏季短期派遣留学。今年度は、8 月 4 日～ 9 月 12 日の 6 週
間のプログラムに 9 名が参加しました。英米学科 2 年の男子学生のレポートをご紹介します！来年度、UCLA Extension へ
の参加を考えている方はぜひ参考にしてください。

大学からは、サンタモニカや
ビバリーヒルズ、ハリウッド
にも、バスで 30 分程で行け
ます。

大学周辺地域



学修支援スペースの設置

スピーキングルーム その他施設の充実

神戸市外国語大学では 2016 年の創立 70 周年を契機に、学生の学修や学生支援の環境を充実させ、将来にわたっ
て学生に魅力ある大学づくりを推進するために、第 2 学舎を増築し（2 階建 604㎡予定）、2016 年 4 月からの供
用開始に向けて、以下の施設を創ります。

学生グループでの授業の予習・復習はもちろん、
近年、授業でも増えつつある発表・討論の準備演習
を学生が行うなど、多様な学修活動をサポートする
場所となります。グループ学修スペース（オープン
スペース）、プレゼンテーションルーム 2 室（透明
壁でしきられた個室）、ボックス席 5 席（ファミリー
レストラン風ボックス席）の３つのエリアで構成さ
れ、いずれも、パソコン、プロジェクタ等を利用し
たグループ学修をサポートする空間となります。

パソコンで教材を使用しながら発声が可能な個室
ブース 3 室を設置します。

キャリアサポートセンターを第 2 学舎に移転し、
就職関連資料や検索コーナーを拡充すると共に、事
務室窓口をオープンカウンターにすることにより、
より学生が身近に感じられるスペースとします。

ボランティアコーナーを第 2 学舎に移転拡張し、
壁面をガラス張りにすることにより、学生のボラン
ティア活動への参加をよりサポートいたします。

第2学舎増築のお知らせ

教室２室の設置

増築棟２階に中教室２室を設置します。１室は学
内に少なかった 100 人程度の規模の教室を設置し
ます。もう１室は、50 人規模の教室として、壁面
３面をスクリーンとしての利用も可能な全面ホワイ
トボードとし、また電子黒板を設置することにより、
通常の講義形式に加え、アクティブラーニングにも
対応可能な教室を設置します。



12 月 13 日、全国の 15 大学 32 チームから選ばれた、本学の 1 チームを含む 7 大学 7 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・アカー准教授と国際コミュニケーションコースの
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４回目の開催となります。

今回は、神戸市と包括連携協定を締結している伊藤ハム株式会社より「『ポークビッツ』の販売促進戦略」
と「『ラ・ピッツア』の販売促進戦略」の２つのテーマをいただき、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の Team Mario、2 位は同志社大学
の Team Joe、３位は近畿大学の Team Thorpe Kids が選ばれました。

決勝大会の審査員長を伊藤ハム株式会社代表取締役の堀尾守社長が務められるなか、参加者たちは熱
のこもったプレゼンテーションを披露しました。

＜運営委員会からのコメント＞
12 月 13 日に開催された４回目の全国大学生マーケティングコンテス ト（MCJ）では、200 名近くの

方々にお越しいただき、大会は大成功を収めました。皆様のご協力・ご来場ありがとうございました！来
年の MCJ は更にパワーアップさせる予定ですのでお楽しみに！！

11 月 19 日、東町小学校の児童約 150 人が外大を訪問しま
した。岡本義裕先生の模擬授業では、いつもとは雰囲気の違う
大教室でプロジェクターを使った大学の授業を体験しました。
また、外大生をリーダーとする小学生４～５人のグループに分
かれ、個人研究室や教室、学生会館、図書館、体育館など外大
の至るところで、教職員や外大生に英語でのインタビューを行
いました。参加した小学生は、始めは少し緊張した様子でした
が、インタビューの後は「みんながとてもやさしく受け答えし
てくれた」と楽しそうに話していました。

第４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

東町小学校児童の大学訪問

集合写真 本学代表チームのプレゼンテーション



お 知 ら せ
　2014年度 TOEFL iBT及びIELTSの受験料補助について

　国際交流センターでは、TOEFL iBT 及び IELTS の受験料補助
を行っています。対象者は下記を確認の上、必ず期日までに申し込
んでください。
１. 補助対象者：本学の学部生・大学院生であって、2014 年 4 月
1 日以降に TOEFL-iBT または IELTS を受験した方。
２. 補助金額　5,000 円／人
３. 申請手順：国際交流センター事務室で配布している申込書類に
記入の上、必要書類と共に提出。
４. 申込期限：2015 年 3 月 6 日（金曜）17 時
※申請は在籍中において 1 人 1 回のみとします。
※補助は予算の範囲内においてのみ行い、先着順にて随時支給します。
※早期の申請をお願いします。予算の範囲内で補助金の交付を行う
ため、期日前に打ち切る場合があります。

　日本学生支援機構奨学金

＜ 2015 年 3 月貸与終了となる方へ＞
　2015 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、2015 年 10 月 27 日（火曜）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。
　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。なお、返還関係の相談に関する問合せ
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。

　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いましたが、2012 年度か
らは請求をいただかなくても、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ています。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。

　試験

■後期試験について
　2 月 3 日（火曜）～ 9 日（月曜）に後期試験を行います。（2 月
10 日（火曜）は試験予備日）
　詳細は、GAIDAI PASS、本部棟前の掲示板に 1 月上旬に掲示（公
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、追試験願書（教務入試広報班で交付または
GAIDAI PASS からダウンロード）と事由証明書を教務入試広報班
へ提出してください。

【問合せ先】学生支援・教育グループ　教務入試広報班
Tel. 078-794-8133

　後期成績・履修等

■卒業・進級予定者の発表
日程：３月５日（木曜）15 時
　本部棟前掲示板および GAIDAI PASS にて発表します。
■成績発表
日程：３月５日（木曜）15 時
　今年度の後期は成績通知書の配布を行いません。各自、学内の
PC にて閲覧してください。委任状等の詳細は後日、掲示および
GAIDAI PASS にて確認してください。※４年生は、卒業式当日以
降は、GAIDAI PASS にログインできません。成績の確認は、必ず
式前日までに行ってください。
■成績問い合わせ
日程：３月５日（木曜）～３月９日（月曜）（土日除く）
　成績問い合わせの委任状については、GAIDAI PASS でダウン
ロードできるよう掲示します。
■科目等履修生の募集要項の配布について
　2 月 2 日（月曜）から要項を配布します。継続の方も毎年必ず出
願手続きが必要です。配付場所：ホームページ及び教務入試広報班
　出願日：3 月 5 日（木曜）・6 日（金曜）14 時～ 19 時
　試験日時：3 月 10 日（火曜）
■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 で公開します。
※紙の時間割表については、希望者は学生支援・教育グループ　教
務入試広報班で 4 月上旬から配布します。
■履修登録
　日程については 3 月上旬に GAIDAI PASS でお知らせします。
■予備登録
　情報科学概論３、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。詳細については
GAIDAI PASS でお知らせします。

　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　9 時～ 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　9 時～ 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。
★図書館
■春季休業中の開館時間
月曜～金曜：9 時～ 16 時 30 分
閉館日：土曜・日曜・祝日
2 月 11 日（水曜）、2 月 19 日（木曜）、2 月 25 日（水曜）、3 月
12 日（木曜）、3 月 24 日（火曜）～ 31 日（火曜）、4 月 6 日（月曜）
■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 20 日（火曜）～ 3 月 23 日（月曜）
返却期限：4 月 10 日（金曜）
※院生は 3 月 13 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（火曜）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、



　行事予定（2月～4月）
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広報班まで
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日　時 行　事

2月2日（月曜）～9日（月曜） 外国人研究生2次、研究生、研修生、願書受付

2月3日（火曜）～9日（月曜） 後期試験

2月10日（火曜） 試験予備日

2月10日（火曜）～17日（火曜）編入・転部　願書受付

2月12日（木曜） 春季休業　開始

2月14日（土曜） 修士課程2次・博士課程　入学試験

2月19日（木曜） 修士課程2次・博士課程　合格発表

2月25日（水曜） 一般入試（前期日程）　入学試験

2月27日（金曜） 外国人研究生2次、研究生、研修生　入学試験

3月1日（日曜） 修士課程英語教育学専攻　入学試験

3月5日（木曜） 卒業・進級予定者発表　成績発表

3月5日（木曜） 修士課程英語教育学専攻、外国人研究生2次、研
究生、研修生　入学試験合格発表

3月5日（木曜）～6日（金曜） 科目等履修　願書受付

3月6日（金曜） 一般入試（前期日程）　合格発表

3月10日（火曜） 転部・編入・科目等履修　入学試験

3月12日（木曜） 一般入試（後期日程）　入学試験

3月13日（金曜）・14日（土曜）

一般入試（前期日程）、修士課程、博士課程、外国
人研究生、修士課英語教育学専攻、研究生、研修
生　入学手続き

（大学院2014年度入試より入学手続きは13日
（金曜）の1日のみ）

3月20日（金曜） 一般入試（後期日程）・転部・編入・科目等履修　
合格発表

3月25日（水曜） 卒業式、卒業記念パーティ

3月26日（木曜） 一般入試（後期日程）・編入　入学手続き

3月27日（金曜） 転部・科目等履修　入学手続き

4月2日（木曜） 日本語プログラム2015年度春学期開講式

4月4日（土曜） 修士課程英語教育学専攻　宣誓式　オリエン
テーション

4月6日（月曜） 入学式・新入生オリエンテーション、伸興会総会

4月7日（火曜） 新入生オリエンテーション
修士課程英語学専攻　宣誓式　オリエンテーション

4月8日（水曜） 授業開始

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・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 25 日（水曜）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 5 日（木曜）～３月 11 日（水曜）
※①受付時間については、掲示板及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
※② 3 月 5 日（木曜）午後は在校生の証明書発行は行いませんの
で注意してください。2014 年度の卒業・修了・成績証明書につい
ては、３月 26 日（木曜）より発行できます。
※③ 3 月 12 日（木曜）～ 25 日（水曜）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

　2014年度卒業式・修了式のお知らせ

・日時：3 月 25 日（水曜）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 学舎で中継をご覧ください。

　2014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「2014 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。保護者の方々もぜひご参加ください。
・日時：3 月 25 日（水曜）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：卒業生及び保護者の方は無料

　課外活動報告

★第 56 回神戸市民体育大会
　5 月 5 日、王子弓道場において、「第 56 回神戸市民体育大会弓
道競技」が行われ、男子大学の部で英米学科 4 年の上林史弥さん
が第一位、女子大学の部で国際関係学科 2 年の新見ほのかさんが
第二位、ロシア学科 3 年の鈴木千瑛さんが第三位を受賞しました。
★ 2014 関西学生ホッケー秋季リーグ
　10 月 12 日、舞洲ホッケー場において、「2014 関西学生ホッケー
秋季リーグ」が行われ、本学男子フィールドホッケー部が三部で準
優勝しました。また、イスパニア学科 3 年西野惇基さんが最敢闘
選手、国際関係学科 4 年安田大希さんが得点王、国際関係学科 3
年松野夏輝さんがアシスト王に選ばれました。
★第 23 回関西ロシア語コンクール
　11 月 23 日、大阪府社会福祉会館において、第 23 回関西ロシア
語コンクールが行われ、上級部門においてロシア学科 4 年小間栄
梨子さんが第一位、同じくロシア学科 4 年知野雅敏さんが第二位、
野秋優子さんが第三位を受賞、白石未希さんが総領事館賞を受賞し
ました。また中級部門においてロシア学科 2 年伊野暉斗さんが第
三位を受賞、初級部門においてロシア学科 2 年岩村美佐さんが総
領事館賞を受賞しました。
★第 5 回西日本地区中国語歌唱コンクール
　11 月 22 日、関西外国語大学学研都市キャンパスにおいて、第
5 回西日本地区中国語歌唱コンクールが行われ、第 1 部（大学生・
大学院生の部）で中国学科 3 年川上俊輝さん、村上綾菜さん、英
米学科 2 年佐々木祐哉さんのグループが奨励賞を受賞しました。

★第 28 回全日本中国語弁論大会
　11 月 29 日、京都外国語大学において第 28 回全日本学生中国語
弁論大会が行われ、中国学科 3 年川上俊輝さんが京都外国語大学
校友会上海支部賞を受賞しました。

　一般入試に伴う施設使用について

　２月 24日（火曜）・３月 11日（水曜）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（水曜）・３月 12日（木曜）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。


