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模擬国連カナダ大会に本学学生が参加します

神戸外大だより  No.198, Autumn 2017

  森川麗華（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、過去の模
擬国連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。

  寺本晶子（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度目の世界大
会出場となります。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。

  地福春香（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。

　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年の森川麗華さん、イスパニア
学科3年の寺本晶子さん、国際関係学科2年の山根菖香さんと神村里音さん、同１
年の地福春香さん、第2部英米学科4年の村岡勇太さんで、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
国内外に広く知られていますが、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。

参加学生のコメント



ＯＢ・ＯＧからの報告

内定を得るポイント②

　本学在学中にさまざまな経験をした卒業生は社会の第一線で活躍して
います。在学生に将来を考える一助となるようOB・OGの方の近況を報
告していただいています。今回は、日本航空株式会社でご活躍されている
卒業生を紹介します。

氏　　名　　　　　　　　　　　　
卒業年度
学　　科
企 業 名
部 署 名
入社年数
仕事内容

：大畑　敦子（おおはた　あつこ）
：2014年
：中国学科
：日本航空株式会社
：客室乗務職
：3年
：①保安要員　安全にお客さまを目的地
　までお運びすること。
②サービス要員　お客さまにとって最
　高のサービスを提供すること。　
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時　間 行動内容 コメント
5：30
7：00
8：00
9：40

10：00

11：00
11：25
11：45

12：00
14：00
15：00

19：00
21：00
23：00
0：00
0：30
1：00

起床
自宅出発
成田空港到着、出社
出発ブリーフィング

飛行機へ向かい、機内準備

お客さま搭乗開始
出発
成田空港を離陸

飲み物・機内食サービス開始
免税品販売
交代で食事・休憩

2食目の機内食サービス開始
着陸準備
フランクフルト国際空港到着
お客さま降機開始
乗務員入国、業務終了
ホテル到着、解散

自宅で乗務用のヘアスタイルにセットします。

更衣室にて制服に着替え、フライトの準備をします。
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。
運航乗務員とのブリーフィングを行い、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。

飛行機が動き出します。
離陸したら時計をチェック！私たちは離陸した瞬間から
現地時刻で時間を計ります。

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・数量を現地に提出
するための書類を作成したりしています。

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。

■現在の状況
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
います。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、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。
■後輩へのエール
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。
■会社の紹介
「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。

○就職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。

○就職活動量に内定は比例
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。
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・団体がお越し頂き、様々な業界の話を聞ける『業界研究講座』を実施しました。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・団体と直接話せるまたとない機会ですので、
積極的に参加しましょう。

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』に引き続き、
就活で気をつけて欲しいことを数点、お話します。
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日時：2017年11月25日（土曜）・26日（日曜）／会場：神戸アートビレッジセンター　　（写真は昨年のもの）

外大祭

第68回　語劇祭

　11月4日・5日に開催された2017年度外大祭。ステージ、学舎、学生会館では、今年もさまざまなイベントが行われました。
参加型の催し物、ダンスや歌などエネルギッシュなパフォーマンス、また興味深い展示や発表を見ようと、心地よい秋の陽ざ
しのもと、多くの方にお越しいただきました。おいしそうな匂いが漂う模擬店では、パタタスブラバス（スペインのフライドポ
テト）やフォーなど、外大らしいメニューが来場者を楽しませました。
　今年のテーマは「満福祭～おなかをすかせてきてくだ祭～」。おいしいものいっぱい、楽しいものいっぱいで、両日とも学
生の活気が外大キャンパスを明るく包み込みました。

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。

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・・・

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。

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・・・」

Чайка（かもめ）/１４：３０～１６：３０　ロシア語劇団

Prohibido Suicidarse en Primavera（春に自殺はおことわり）/１１：３０～１３：３０　イスパニア語劇団

11月26日（日曜）

Dearly Beloved（たいせつな ひと）１７：３０～１９：３０　第二部英米語劇団　

 The Importance of Being Earnest（真面目が大切）/１４：３０～１６：３０　英米語劇団

同船过渡（長江　乗合い船）/１１：３０～１３：３０　中国語劇団　

11月25日（土曜）

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。
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　カザフスタン共和国のアスタナ市で、6月10日から
9月10日までアスタナ国際博覧会が開かれ、各国から
約400万人の来場者がありました。
「未来のエネルギー」をテーマにした博覧会の日本
館では、ロシア学科3年の大槻香緒里さんと佐藤美沙
さんがアテンダントとして参加しました。帰国した大
槻さんにお話を伺いました。

アスタナは1997年に首都となった新しい都市

募集ポスターの「カザフスタン」という国名と「万博」の文
字、そして何よりも、まるで近未来都市のような華やかな建
物がそびえ立つアスタナの写真が、私の好奇心と探究心を
大きく動かしました。「世界にはこんなすごい都市があるの
か！」と、自分の知らない世界にむくむくと好奇心が湧き、応
募しました。

参加のきっかけは？

日本館のファサード（入口）

アテンダントは、どのようなお仕事でしたか？

館内で一般のお客様に日本の技術の良さをアピールするア
テンダントと、VIPのお客様がいらっしゃった際のおもてなし
を担当するアテンダントがいて、私は後者でした。お茶を出
したり、館内をアテンドするだけでなく、お客様の母語・予
定・ニーズに合わせて、その場で迅速かつ柔軟に対応すると
いう状況判断能力が求められ、本当に難しかったですが、と
てもやりがいがある仕事でした。

   楽しかったエピソードは？

カザフスタンの人々は、外
国人、特に東アジア人を見
かけるのが珍しいらしく、
日本館の展示よりも私た
ちと写真を撮って欲しい
という声が多かったのが
面白かったです。「日本
人、初めて見た！」との声
もよくかけられ、簡単な日
本語を教えるととても喜
んでいただけました。

左から佐藤さん、来場客、大槻さん

   この経験をどのように生かしていきたいと
　思いますか？

世界中から来たアテンダント仲間やスタッフとは、これから
もずっとつながりを保ちたいと思っています。また、カザフス
タンという多民族・多言語の国に滞在し、さまざまなお客様
と触れ合う中で、「私の知識や価値観が、相手にとって必ず
しも同じ意味を持つとは限らないこと」を痛感しました。
「互いの文化を知り、それをしっかりと理解した上で、どのよ
うに日本の魅力を伝えていけるのか」を深く考え、就職の際
には日本を世界に「魅せる」お仕事につけたらうれしいなと
思っています。アスタナ中心街の、各国のモニュメント

アスタナ万博日本館アテンダント体験



留学体験記　2017年度 UCLA Extension 夏期短期留学 
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　今年度の UCLA Extension 夏季短期派遣留学は8月6日～9月17
日の6週間に実施され、本学より6人が参加しました。英米学科3年の
阿部慎也さんの留学レポートをご紹介します。

　今年度の UCLA Extension 夏季短期派遣留学は8月6日～9月17
日の6週間に実施され、本学より6人が参加しました。英米学科3年の
阿部慎也さんの留学レポートをご紹介します。

【授業】
　午前中にはリーディング＆ライティングと、文法の２コマの授業が行わ
れます。中級以上のクラスに入れたら、午後の授業はアメリカ映画、発
音、スラング、TOEFL・IELTS対策など様々な科目から２つを自由に選ん
で受けることができます。どの授業もディスカッションがメインです。そ
れを通していろんな国からの生徒と沢山会話するのはとてもいい経験
になると思います。成蹊大学、早稲田大学などからの参加者もいまし
た。プログラムの全体の参加者は200人程度でした。

【寮・食事】
　寮のすぐ近くにはスポーツセンターがあり、体を動かせま
す。友人とスイミングやキャッチボール、フットサル、その他
いろんなアクティビティをして楽しみました。
　寮での食事はビュッフェ形式です。複数の食堂があり、ど
こで食べるかは自由に選べるのですが、それぞれに特色が
あって、どこも美味しくメニューも豊富なので全部巡ってみ
るのがおすすめです。アメリカの料理はもちろん、アジアや
ヨーロッパの食べ物もあります。デザートも美味しいです。
授業が行われる建物の近くには、プログラム期間ではまわり
きれないほどの沢山のお店があるので、食べ物に飽きること
はないと思います。

【観光・オプショナルツアー】
　サンフランシスコ、サンディエゴ、ラスベガスなどのLA周辺の都市観光、ディズニーラ
ンド、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドなどのテーマパークツアー、ドジャー・スタジ
アムでの野球観戦がありました。いずれも観光バスによる移動がメインです。オプショ
ナルツアーを利用して野球観戦に行きました。個人的にチケット等を手配するよりも手
間がかからず安く済みます。

【留学の成果・感想、今後の目標など】
　UCLA Extensionで行われた授業では、これまでのどんな英語の授業や講義でも教わらなかった様々な専門的知識を学ぶことができました。それだけでなく、先生や
他国の生徒との議論を通して、新しい物事の考え方を取り入れることができたのも、日本に閉じこもっていては体験できなかったことだと思います。そして何よりも、実際
に海外で日常生活を送ったり、色んな国の人と友人になったりするという経験はこれから先もずっと自分の中に残り続けるような貴重な経験になりました。
　今回の留学で、自分は英語力をまだまだ磨く必要があるのだと実感しました。今回のプログラムでは周りに日本人が多くつい日本語で話してしまうことが多々あったの
で、単身で英語圏に身を置き、より厳しい環境に挑戦したいと思うようになりました。将来は、今回の留学で得た経験や知識を活かすためにも、国内だけに留まらず世界
で活躍するのが目標です。

【気候】
　ほぼ毎日快晴で、湿度、気温もちょうど良い。
蒸し暑い日本の夏とは全く違ったとても快適な
気候です。

ベニスビーチ

ハリウッド ドジャー・スタジアム

グリフィス天文台

展望台からの夜景
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キャンパス

キャンパス近くの日本食店

UCLA Extension の先生とスタッフと撮影
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2016年度　評価結果報告

課外活動報告

2016年度　決算報告

2016年度公立大学法人神戸市外国語大学決算
8月23日に神戸市長から財務諸表等の承認を受けました。

※各科目単位で四捨五入しているため、計が合わない場合があります。

〔資産の部〕

■貸借対照表の概要

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
その他

6,025
2,684
123

1,488
4

1,027
9

11,360

〔負債の部〕

〔純資産の部〕

資 産 合 計 負債・純資産合計

負 債 合 計

資産見返負債
長期寄附金債務
運営費交付金債務
寄附金債務
未払金
その他

資本金
資本剰余金
利益剰余金
　　 純資産合計

2,267
61
5

114
276
119

2,842

8,814
△831
536

8,518
11,360

（単位：百万円）

〔費用の部〕

当 期 純 利 益

■損益計算書の概要

242
59
99

1,858
0

196
2

2,457
35

51

〔収益の部〕

当 期 総 利 益

合　　　　計
合　　　　計

1,155
1,165
90
82

2,491

17

（単位：百万円）

教育経費
研究経費
教育研究支援経費
人件費
その他
一般管理費
財務費用

運営費交付金収益
学生納付金収益
資産見返負債戻入
その他収益

積立金取崩額

　公立大学法人である本学は、中期計画(6カ年）に基づいた事業の進捗状況について、毎年、神戸市公立大学法人評価委員会の評価を
受けることになっています。
　今年も、8月14日に評価委員会が開催され、全体として「順調に進捗している」との評価をいただきました。特に高度な外国語運用能
力と幅広い知識に基づく実践的な発信力の強化、神戸市の国際交流事業などへの支援、創立70周年記念事業の企画及び実施の3項目
で、「 S (特筆すべき進捗）」と高い評価を受けました。
　2017年度は、第2期中期計画期間の5年目にあたり、中期計画の確実な達成に向けた取り組みを進めることにより、個性的で魅力あ
る大学づくりを進めます。

「漢日対照言語学会論文賞」を受賞
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、2017年に漢日対照言語学会に応
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。

「第9回兵庫県中国文化交流会中国通コンテスト」で最優秀賞を受賞
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。

「2017年度日本アメリカ文学会新人賞」を受賞
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。
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　2018年3月貸与終了予定者（主に現在4年生）は、11月24日（金曜）までに必要書類を添え、学生支援班へ提出しなけ
ればなりません。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。
　2018年3月に卒業せず、在学し続ける場合は、在学猶予手続きを行わなければ、2018年10月より返還が開始します。
卒業まで返還猶予を希望する場合、2018年4月以降に学生支援班で在学猶予手続きを行ってください。
　【問合せ先】学生支援・教育グループ　学生支援班　TEL078-794-8131

日本学生支援機構奨学金　返還について

　給付奨学生の募集を行いますので、希望者は学生支援班で応募書類の交付を受け、所定の手続きを行ってください。
　　  申込資格　 本学に在籍する学部生・大学院生であり、学力・人物ともに優秀で、経済的理由により修学が困難な
　　　　　　　   正規学生。※奨学団体ごとに出願条件が異なりますので、別途確認してください。
　　  募集期間　 1次：2017年12月1日（金曜）～2018年2月 1日（木曜）
　　　　　　　   2次：2018年 2月2日（金曜）～2018年4月16日（月曜）　※選考は、1次、2次合わせて行います。
　　  面　　接　 1次は2月、2次は4月に面接を行います。面接を受けない者は審査対象外ですので、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　TEL078-794-8131

　1．対象者：日本学生支援機構奨学金を貸与している全学生。ただし、下記の学生は必要ありません。
　　　①最高学年の学生（卒業予定者）　②現在、休止中または停止中の学生
　　　　※来年度以降の奨学金の辞退を希望する場合は、学生支援班へ申し出てください。
　2．日 時：2018年1月17日（水曜）大ホール　

　3．「継続願」入力期間：2018年1月17日（水曜）～1月31日（水曜）
　　手続きを怠ると、4月から奨学生としての資格は廃止されます。必ず手続きを行ってください。

日本学生支援機構奨学金　継続説明会

2018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で。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：2017年12月1日（金曜）～2018年1月19日（金曜）
　3．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

給付奨学生募集

■本学教員の出版物紹介
種　別 著　　　者 著　　　名

2017年7月

2017年7月

出版年月

人文書院

春風社

出版社

単　訳  

共　著

核の恐怖全史: 核イメージは現実政治にいかなる影響を与えたか

コミュニティ事典

山本昭宏総合文化コース准教授

中田友子国際関係学科教授

時　　間 対 象 者 時　　間 対 象 者

13時～13時30分 学部２年生以上 15時～15時30分 ２部１年生

14時～14時30分 学部１年生 16時～16時30分 ２部２年生以上

※ 対象の時間帯に参加できない場合、
　 できる限り同学年の他の時間帯に
　 参加してください。

■行事予定
月　　日 予　　定

11月25日（土曜）

11月26日（日曜）

12月6日（水曜）

12月18日（月曜）～12月22日（金曜）

1月9日（火曜）・10日（水曜）

1月10日（水曜）

1月12日（金曜）

1月13日（土曜）・14日（日曜）

1月17日（水曜）

1月31日（水曜）

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）　語劇祭

特別選抜入試（社会人）（※学内立入禁止）　語劇祭

  研究者の道を志すあなたへ「“ガクシン”書き方講座」

補講・集中講義

補講

卒業論文提出締切、修士論文・課題研究提出締切

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（※学内立入禁止）

年次報告論文提出締切

博士論文提出締切

11月

12月

2018年
1月
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