
 
 
 

京都外国語大学・京都外国語短期大学 

アイデアオリンピック 

 

○○○が 

できる大学にする！ 

京都外大 

だからこそできること… 

応募期限 〜７月 31 日（⾦）17:00 まで

 

応募資格  本学学生（大学院生・外国人留学生を含む）、教職員（専任） 

応募要領  1 人 1 点とします。原稿は、A４用紙１枚とし、1,500文字程度でアイデアを記載してください。A４用紙１枚に収 

まる範囲であれば、文中に図や写真などを挿入してもかまいません。Word 形式（MS明朝体 10.5 ポイント）で 

メールに添付、またはプリントアウトしたものを提出してください。提出物には、氏名、所属（教員・職員・学生）、 

連絡先（E-MAIL アドレス）を記載してください。学生の場合は学籍番号も必ず明記してください。言語は日本語 

または英語とします。 

提 出 先  専用メールアドレス（idea_olympic@kufs.ac.jp）、または学生部のカウンターに設置されている専用ボックスへ 

提出してください。 

表  彰  金メダル・副賞10 万円 銀メダル・副賞５万円 銅メダル・副賞３万円 ※各賞いずれも１点 

審 査 員  松田 武学⻑ 

審査方法  応募者の名前をふせて公平な審査を行います。審査結果は、９月中旬頃に大学ホームページにて発表（氏名公表） 

する予定です。授賞方法については、結果発表の際にお知らせします。なお、応募に際して取得した個人情報や提出 

物は、当企画のみに使用するものであり、その他の目的で使用することはありません。 

 

アイデアオリンピックについてのお問い合わせ先 

   総合企画室 TEL：075-322-6710（受付時間 月曜日∼土曜日 9:00∼17:00） 

E-MAIL：idea_olympic@kufs.ac.jp 

テーマ 「わたしの夢−わたしが学⻑であれば京都外国語大学・京都外国語短期大学をこのようにしたい！」 

松田学⻑ 
企 画 



Enter The Idea Olympic Contest now!
If you were president of the University, what would you like to do to make the University more appealing to students?  

   Enter the Idea Olympic Contest and win a big prize!   

Topic:  “If I were president of Kyoto University of Foreign Studies /   

        Kyoto Junior College of Foreign Languages, I would like to ……” 

Who can apply:   

・undergraduate, graduate and international students 

・full-time faculty and staff members  

When to apply: 

       Tuesday, June 23–5:00 p.m. Friday, July 31 

How to apply: 

・You enter only once and give one idea only. 

・Describe your idea on one sheet of A4-size paper in Word format (10.5 or 11 point font, MS Mincho or Times New Roman, in 

single space) either in Japanese, or in English. 

・You may include drawings and/or pictures. 

・Write your name, status (student, faculty, staff) and e-mail address in your paper.  If you are a student, be sure to add your 

student ID Number. 

・Send your file by e-mail to idea_olympic@kufs.ac.jp or put your hard copy into the box located on the counter at the Division 

of Student Affairs (Gakusei-bu). 



Awards: 

・Gold prize: 100,000 yen 

・Silver prize: 50,000 yen 

・Bronze prize: 30,000 yen 

        *One winner for each prize.

Winners’ selection and announcement: 

・Electronic or hard copies of your idea entries will be viewed and judged by President Matsuda with your names covered in the 

process. 

・The winners’ names will be announced on the University website in the middle of September. 

*All information received from applicants will be used only for the purpose relating to the contest.

If you have a question, please contact  

       Division for Coordination of Planning and Implementation  (Sogo-Kikaku-Shitsu). 

       Telephone: 075-322-6710 (9:00a.m.–5:00p.m, Monday - Saturday) 

       Email: idea_olympic@kufs.ac.jp 
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