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■ブラジリア大学（ブラジル）■
　1961年に設立された、文系・理系合わせて50の学部を有する国立大学。ブラジル国内でもトップクラスの大学。留学生の受け入れにも積極的。本
学とは1990年に交際交流協定を結んでいる。（写真提供：ブラジルポルトガル語学科 2013年度卒業生 山田知世さん & 4年次生 久保平亮さん）

注目の5カ国非核兵器地帯条約
地域の平和、安定、経済発展に貢献
国際シンポジウム「今日の中央アジアと我が国」開催

アフリカの文化流れる家族の中で 日本文化に魅せられたポルトガル人
ペドロ・アイレス先生◇岡田洋文さん
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　1962年、京都西高等学校（現・京都外大西高等学校）を卒業し、同年京都外国語大学へ入学
しました。部活はソフトテニス部に入部しました。先輩、同輩にはインターハイ出場経験者
が多く、経験の少ない私は日々の練習では相当の集中力を持って取り組まなければなりませ
んでした。昨今の体育会のクラブは指導者、先輩からの暴力行為が報道されていますが、私
たちの時代も厳しくはありましたが、学園精神同様に部員の「和」と自主的な練習で先輩より
有意義な指導を受けたと記憶しています。結果、関西リーグ戦、個人戦（ダブルス）に向け、
当時の伝統校には全力で戦えたと思っています。戦績は京都インドア選手権準優勝、京都学
生選手権では３位入賞を果たしました。
　社会人になってからは、先輩である故人の桑野功さんとペアで出場した全日本グランドベ
テラン大会内閣総理大臣杯で３位入賞し盾を頂きました。ソフトテニスを続けてきたご褒美
と思っております。2012年には社会人も卒業し、在住の市のソフト連盟で地域のソフトテニ
ス振興にかかわる一方、毎月１回母校のコートに帰り、ラケットを振らせてもらっています。
そして夏合宿に参加し部員の皆様から元気を貰ったりしております。学生、社会人生活を大
過なく終えることが出来ましたのは、高校を含めた７年間の学園生活で創立者の教育実践で
ある「不撓不屈の精神」と「和」を学んだことが大きかったと思っております。現役部員の皆様
には、部活を通じ「体力」・「精神力」を養いグローバル化する社会において国内外で活躍され
ることを願っております。（現在ソフトテニス部OB会副会長）

ソフトテニスと歩む！
昭和40年度　英米語学科卒　中村　孝夫

OB会（前列左端が筆者）
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地球人登場

只今活動中！！ CLUBあれこれ
○大学　映画研究会
○京都外大西高　チアリーディング部　

京都外大西高生の留学通信
大学・短大卒業生のエアメール
学園事業報告
2014年（平成26年）度 学園の収支予算
トピック
京都外国語専門学校生
「何かをしたい」の熱い思い
チームで学術貢献賞に輝く

学園日誌　編集後記

思い出写真館

特集

CAMPUS REPORT
この人

14

18
19
20

22

23

2
3

8

9
12

4

6

7

2014.5. Vol.49

「LOGOS」は、ギリシア語に起源する言語、
理性、思想、論理を意味する言葉です。「言語
を通して世界の平和を」の本学の建学の精神に
因んで、呼びやすい名称としました。

アフリカの文化流れる家族の中で
日本文化に魅せられたポルトガル人
ペドロ・アイレス先生◇岡田洋文さん

注目の５カ国非核兵器地帯条約
地域の平和、安定、経済発展に貢献
国際シンポジウム「今日の中央アジアと我が国」開催
豊かなキャンパスライフ実現のため
5号館の新設
学びの質を高めるため
外国語自律学習支援室（NINJA）の設置
刺激・触発・出会い・発見の機会
初の学内学会（国際言語文化学会）がスタート

海の幸とやすらぎの宿「海月」女将

江崎　貴久さん

さらなる友情を
ケベックから大臣来学
一層の文化学術交流を
スペインと日本、距離狭まる

　１月23日、本学と国際交流協定を結んで
いるケベック大学モントリオール校（カナ
ダ）のジャン・ピエール・ボー政治・法学
部長とともに、ケベック州政府国際関係・
フランス語圏・貿易大臣のジャンフランソ
ワ・リゼ閣下が来学し、森田嘉一理事長・
総長を表敬訪問した。互いの文化の特性や
交流の重要性などを話し合い、さらなる友
情を誓い合った。

　２月６日、
「日本におけ
る ス ペ イ ン
年」及び「スペ
イン日本交流
400周年」を記
念し、スペイ
ンのヘスス・
ポサダ・モレノ下院議長、ミゲル・アンヘ
ル・ナバーロ駐日スペイン大使一行が来学
し、森田嘉一理事長・総長と和やかに懇談
した。スペイン国王をかつてお迎えしたほ
どの交流実績を持つ本学にあって、このた
びの下院議長一行の訪問により、本学とス
ペインとの距離が一層狭まった。これから
の両国の文化学術交流にも一段と期待がか
かる。
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さらなる友情を
ケベックから大臣来学

一層の文化学術交流を
スペインと日本、距離狭まる
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　2013年12月、本学７号館４階中ホールで国際シンポジウム「今日の中央アジアと我が国」
（国際教養学科主催）が開催された。中央アジア５カ国（カザフスタン、タジキスタン、キルギス、
ウズベキスタン、トルクメニスタン）の大使らが、中央アジア非核兵器地帯設置の歴史的背景
や条約の内容、中央アジアの安定に果たす日本の役割などをテーマに講演した。独立以降、著
しい経済発展を進める中央アジアへの理解を深めるとともに、本学と中央アジア諸国との幅広
い関係を構築する重要な契機となった。

中央アジア非核兵器地帯：核活動による負の遺産を超えて
駐日カザフスタン大使館参事官◆アルマス・ディシュコフ氏

　カザフスタンは日本と同様、世界のどの国よりも核
兵器の被害を受けている国だ。セミパラチンスクでソ
連初の核実験が行われてから、2013年８月で64年がたっ
た。以来、ソ連時代の40年間でほぼ500回の核実験があ
り、150万人のわが国民と国土は深刻な損害を受けた。
1991年、わが国のナザルバエフ大統領が大変勇気ある
決断をした。それはセミパラチンスク核実験場を完全
に廃止し、1550発の核弾頭からなる世界４番目の規模
のミサイル核兵器を自発的に廃絶することを決定した
こと。この核不拡散の一貫した立場と積極的な外交で、
五つの核保有国から安全保障・領土不可侵の保障を得
た。これで、社会・経済・政治をはじめ、さまざまな分
野で抜本的改革をする条件が整備できた。また、わが
国は国際レベルで核不拡散と軍縮に対し先導的な活動
をしている。CTBTの早期発効、兵器用核分裂性物質生
産禁止条約（カットオフ条約＝FMCT）採択を目指し交
渉をしている。核の脅威が差し迫っている今こそ、団
結し非核世界の構築に進まなければならない。

中央アジアにおける非核兵器地帯設置の背景
駐日タジキスタン特命全権大使◆グロムジョン・ジュラ・ボボゾダ氏

　1991年、核兵器保有国の一つだったソ連が解体し、
新たに15の独立国家が誕生した。これに伴い、独立国
家共同体諸国には、核兵器保有という重大な責務と課
題が突きつけられた。その後、中央アジア諸国は核兵
器拡散防止のために積極的に努力し、2009年、カザフ
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関係強化へ、
日本の協力も不可欠
　シンポジウムの冒頭、主催者側を代
表してクレイグ・スミス国際教養学科
長が「中央アジア非核地帯条約は、参
加の５カ国と国連をはじめとする関係
機関の並々ならぬ決意と努力で成立し
た。力を合わせ、世界的に影響力のあ
る成果となったことに感服する。近隣
諸国との問題を抱える国・地域に、一
つの平和的モデルを提示された。素晴
らしい」と開会の辞を述べた。
　松田武学長も「本学は第二次世界大
戦後間もない1947年に創立した。それ
だけに世界平和を希求する思いは強
く、それは『言語を通して世界の平和
を』という建学の精神にも表れている。
中央アジア非核兵器地帯条約は、北半
球で初めて非核兵器地帯を実現し、核
兵器のない世界への具体的な第一歩と
なった。このシンポジウムを開催でき
たことを光栄に思う」と挨拶した。
　各大使らの講演の後、質疑応答もあ
り、各大使らから興味深い見解が示さ
れた。それぞれの国を深く知り、関係
を強くすべきとの意識を強くしたシン
ポジウムになった。
　大使らの講演要旨は次のとおり。
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スタン・セミパラチンスクで中央アジア非核兵器地帯
条約を締結した。締結国はカザフスタン、タジキスタ
ン、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタンの
５カ国で09年３月に発効した。条約は、核兵器や他の
核爆発装置の開発・保有、領土内への配備などを禁止
している。さらに、条約締結国に対しIAEAと保障措置
を締結し、追加議定書に加入すること、CTBTに基づく
義務を全面的に遂行することを課している。なお、こ
の条約は核の平和的利用を禁じてはいない。特に強調
したいのは、旧ソ連諸国の中で、核兵器の廃絶と核の
平和利用に初めて、そして真剣に取り組んだのが中央
アジア５カ国ということ。今、大きな問題の核の保全も、
タジキスタンはIAEAと協力しながら進めている。われ
われの取り組みが続くことを期待する。

中央アジア非核兵器地帯条約の効果的履行
駐日キルギス特命全権大使◆リスベク・モルドガジエフ氏

　中央アジア非核兵器地帯構想はキルギスの発意がス
タートだった。1998年、キルギスで、中央アジア５カ
国代表、学識経験者、国連職員らが参加し、条約締結
を目指した最初の会議を開催した。その後、日本から
の財政支援をはじめ国際社会の支援もあり、2006年に
中央アジア非核兵器地帯条約を締結できた。条約の内
容はNPTといくつかの点で異なる。締約国は▽核兵器、
核爆発装置の製造・所有・取得・管理権を放棄する▽
それらの行為を支援したり行わない―ことなどを明言。
また環境の安全にも注意が払われている。第３条で締
約国は自国内で他国の放射性廃棄物を処理しないこと
を、第６条では過去の核活動で汚染された地域の環境修
復へあらゆる努力を支援することと明記している。キ
ルギスにはソ連時代に発掘された800万㎥以上のウラン
鉱床が今でも残っている。深刻な環境汚染になりかね
ない。09年10月、この問題解決のため国際会議が開かれ、
13年11月、国連総会で放射能脅威を解決するための国
際社会の役割という決議が採択された。日本と中央ア
ジア諸国の尽力に感謝する。

中央アジア諸国と我が国のパートナーシップ拡大：多面的交流
駐日ウズベキスタン大使館二等書記官◆アスカラリ・ハサノフ氏

　ウズベキスタンのカリモフ大統領の国連での提言か
ら13年後の2006年、中央アジア非核兵器地帯条約の署名
式を行った。その後、条約の批准作業が進められ、09年
３月に発効した。これで中央アジア５カ国は核保有国か
ら、消極的安全保障を得ることになり、中央アジア地
域の安定とともに、世界的な核軍縮へ大きな前進となっ
た。この条約により、北半球で初の非核兵器地帯が誕
生したことも大きな意味がある。５カ国は核保有国の
ロシア、中国と接しているため、国境の安全を保障す
ることにもなった。私たちの目的は核兵器なしで平和
を追求すること。そのためには、核保有国と非保有国
が共に協力し、軍縮と核不拡散で国際平和を実現しな

ければならない。５カ国は調印していない国々にNPT
への加盟を呼びかけている。この条約が、CTBTの発効
にも大きな役割を果たすと考える。国連総会で、中央
アジア非核兵器地帯決議案が地域や世界の平和と安全・
安定を促進するものと認められた。この点においても
中央アジア諸国に対し、日本の協力が不可欠だと考える。

中央アジア５カ国独立後の経済・社会開発
駐日トルクメニスタン特命全権大使◆グルバンマンメト・エリャソフ氏

　最初にトルクメニスタンと日本の関係を述べておき
たい。地理的に見れば、両国はとても遠く離れているが、
経済的、商業的な面では重要なパートナーだ。豊富な
天然資源を有し、政治的にも安定しているトルクメニ
スタンと、高度な技術力で科学的な発展を遂げている
日本とは互いに利益を及ぼす共同関係をつくっていけ
るだろう。わが国は中央アジアの恒久的な平和と発展
を求め、対外政策を積極的に行っている。対外政策の
手段としての武力行使には一切反対だ。2014年には日
本や近隣諸国に呼びかけ、武力解除に関する国際的会
議を開催する。普遍的な安全保障を達成するにはエネ
ルギー安定供給の国際的システムの構築が必要。石油
や天然ガスなど豊富な埋蔵量を誇る中央アジア諸国の
安定と反映は国際エネルギー安定保障の点から大変重
要だ。中央アジアの発展に日本の協力は大きな意味が
ある。この協力関係において、政治的なしがらみはなく、
誠実さだけが存在するというのは特筆すべきことだ。中
央アジア諸国は日本と同様、長い歴史があり、互いに
学ぶべきことが多い。今後、協力関係がより強固にな
ることを期待する。

モデレーター・総括

本学国際教養学科教授　石栗勉氏
学術・人的な交流を深める契機に

　私は、国連アジア太平洋平和軍縮センター所長とし
て、中央アジア５カ国と協力し、非核兵器地帯条約の
成立に努めてきた。このシンポジウムで、この条約の
効果的運用とさらなる強化を聞き、うれしく思う。独
立後、日本との友好関係を築き、経済的・社会的に発
展を遂げる中央アジアについて理解を深めるきっかけ
になったと確信する。中央アジアと本学との関係も非
常に近くなった。これを機にさまざまな形で協力の幅
を広げていくとともに、学術的、人的な交流も深めて
いきたいと考える。

【注１】CTBT（包括的核実験禁止条約）IAEA（国際原子力機関）
NPT（核不拡散条約）

【注２】成長する中央アジア５カ国の国勢（①人口②首都③１人当たり
GDP④経済成長率　※③④は国際通貨基金の2013年推計）

①1,640万人
①710万人
①540万人
①2,810万人
①520万人

カザフスタン
タジキスタン
キルギス
ウズベキスタン
トルクメニスタン

②アスタナ
②ドゥシャンベ
②ビシケク
②タシケント
②アシガバット

③13,048ドル
③1,049ドル
③1,281ドル
③1,851ドル
③7,110ドル

④5.03％
④6.75％
④7.37％
④7.02％
④12.15％



　学生にとって豊かなキャンパスライフを実現するための
キャンパス整備事業として、本学11・12号館西側に隣接す
る本学所有地（地図参照）に、京都外国語大学「５号館」を新
しく建設する。完成・使用開始は2015年４月の予定。
　現在、建設中の「５号館」は、学園創立70周年を視野にお
いて計画されている４号館の改築建て替え時の授業代替機
能を果たす仮施設としても考えられている。すなわち５号
館は４号館校舎の解体時の代替教室の一部と大学院教室お
よび研究室、事務室として使用予定ということである。天
神川通りを挟んで東側の第１分館（体育館）と西側の第２
分館、そのアクセスロードである外大橋付近は古くから卒
業生にとって思い出深い場所。なかでも課外活動に夢中に
なっていた学生にとっては忘れ難い青春エリアである。

学園創立７０周年を視野に
安心して学べる環境づくりへ
さらに一歩前進

豊かなキャンパスライフ実現のため
５号館の新設

　京都外国語大学は2017年（平成29年）に学園創立70周年を迎える。創立以来、「言語を通
して世界の平和を」の建学の精神のもと、常に世界を見つめる心を持った有能な人材を育成し
てきた。これからもグローバル社会で活躍できる実践力・人間力を兼ね備えた多くの人材を世
に送り出していく。
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５号館完成イメージ
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　何を勉強していいのいか
わからない、勉強の時間が
ないなどの悩みを気軽に相
談できるエリア。ラーニン

グ・アドバイザーが適切に支援し、学生自らが課
題を解決する力をつける。

　カラフルで移動可能な
テーブル付きチェアを自
由にレイアウトできるエ
リア。この自由で独創

的な環境は、少人数でのグループ学習やワーク
ショップなどに利用。学習者は新たなアイディア
を手に入れ、プレゼンテーションに活かせる。

学びの質を高めるため
外国語自律学習支援室（NINJA）の設置

　世界各国からやってきた
留学生や外国人の先生と気
軽に話をするエリア。ノー
トパソコンの画面を大型の

モニターに映し出し、情報共有やディスカッショ
ンができる。スピーキングのレッスンやライティ
ングの添削指導を受けることもできる。

　本学園は、これまで大学、短期大学、高等学校、
専門学校それぞれにおいて、教学内容の充実化をは
じめキャンパスの基盤整備に努めてきました。
　現在まで、新キャンパス11号館・12号館、森田記
念講堂、６号館、留学生寮カレッジレジデンスA・B、
１号館、天神川グラウンド、武道体育館、専門学校
１号棟などの諸施設の建設・整備を、併せてそれら
の耐震補強を皆様のご支援をいただき進めてまいり
ました。

　こうした中、これからも学生生徒の安心安全な教
育環境を確保し、国際社会で活躍できる実践力・人
間力を兼ね備えた多くの人材を世に送り出していく
ために、今後とも皆様方の一層のお力添えを賜りた
く、重ねてお願い申し上げます。

「教育環境充実募金」についてのお問い合わせは――。
学校法人京都外国語大学 募金事務局
TEL 075-322-6555　 FAX 075-311-8989
http://www.kufs.ac.jp   e-mail hojin@kufs.ac.jp

世界を見つめる広い心を持った人材育成のために――
教育環境充実募金に皆様のお力添えを

　NINJA（外国語自律学習支援室）が１
号館３階に設置された。
　NINJAとは、Navigating an Independent 
Non-stop Journey to Autonomyの略。外
国語を通じ、自律学習者を育成する施設。
大学力向上のための事業として文部科学
省の「私立大学等教育活性化設備整備事
業」の一つとして採択されたもの。
　ここには３つのエリアがあり、専任の
ラーニング・アドバイザーが常駐し、学
習者一人ひとりに合った学び方を見つけ
ることができる。

コラボレーション
エリア

アドバイジング
エリア

ラーニング
エリア
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刺激・触発・出会い・発見の機会
初の学内学会（国際言語文化学会）がスタート

　2013年３月に発足した初の学内学会である国際
言語文化学会（会長：松田武学長）。その第1回大
会が本年2014年２月１日１号館７階小ホールにお
いて開催され、実質的に国際言語文化学会は動き
出した。同会は、世界の言語、地域および文化に
関する学術振興に努めることにより、広く学術・
教育・社会の発展に寄与することを趣旨とした学
内学会である。
　第１回大会を開催するにあ
たり、冒頭で同会会長の松田
武学長が「若手研究者の活躍
で第１回大会を大いに盛り上
げていただきたい」と期待を
込めてあいさつ。引き続いて
おこなわれた基調講演では、
イタリア語学科の竹下ルッ
ジェリ・アンナ准教授＝写真
＝が『イタリア人の視点から

見た日本の禅―白隠禅師の魅力の紹介―』と題し、
修業を通しての禅との出会い、白隠禅師の教えな
ど、語彙力豊富な日本語で熱く語った。基調講演
後に開催された総会では、同会の名誉会長に森田
嘉一理事長・総長が推挙されたのに次いで、同会
の事業計画、事業予算などが承認され、午前の部
が終了した。

　昼食をはさみ、午後からは
本学教員、卒業生を中心に８
組14人の意見発表がおこなわ
れ、熱気高まる中、プログラ
ムはすべて滞りなく終わった。
　引き続いて、会場を11号館
２階ラウンジに移し、和やか
に懇親会が催され、一同、初
の学内学会である国際言語文
化学会の結束と振興を誓った。

　初の学内学会設立には大きな意義があるという松田武
会長（学長）は、「未来社会を担う大学院生をはじめとした
若手研究者の育成も設立趣旨の大きな柱の一つ。学内の
各種研究会を本学会の研究活動の中に組み入れることで、
刺激し合うといった一層の相乗効果も期待できる。新し
い出会いや発見が生まれ、違いを知り、異分野と触れ合

うことで、さらに研究の幅が広がる」と意気込みを語っている。
　同会の目的の一つは、京都外国語大学で学んだすべての若手研究者に、研鑽と研究成果公
表の場を提供することである。そこで同会では、各方面で活躍している多くの卒業生に積極
的な参加を呼びかけている。2014年３月末現在、会員数113名、うち正会員102名。その中で
卒業生は10名。設立趣旨に賛同する卒業生なら、ぜひ入会してほしいと、同会事務局では参
加を募っている。京都外国語大学で学んだすべての卒業生の研鑽の場として、一歩一歩着実
に将来に向けて邁進していきたいと話している。
　なお、第２回大会は９月27日（土）に予定されている。
　詳細は、京都外国語大学 国際言語文化学会事務局まで。

〒615-8558　京都市右京区西院笠目町6 国際言語平和研究所内
TEL075-322-6054／ FAX075-322-6245　E-Mail：islc-gakkai@kufs.ac.jp

卒業生にも扉開く
参加者募る



イークは12月９日～14日。チャイ
ナ服の試着と撮影、公開講座「経
済交流から見る日中関係」の後、
12日 に は 盛 大 に 中 華 料 理 パ ー
ティー。定番の中華料理や中国茶、
青島ビールに紹興酒が加わり中国
の味を堪能した。日中交流卓球大
会と高校生の中国語スピーチコン
テストも開かれた。最後を飾った
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外国語弁論大会の入賞者
　第45回全日本学生フランス語
弁論大会（11月９日、13大学24人
参加）▽CampusFrance―フランス
政府留学局・日本支局賞　水野志
保■第49回全国学生スペイン語
弁論大会（11月10日）▽第１部（ス
ペイン語圏での滞在６カ月未満、
７大学10人参加）▽第２部（スペ
イン語圏での滞在６カ月以上、６
大学10人参加）■第27回全日本学
生中国語弁論大会（11月30日、11
大学22人参加）▽中華人民共和国
駐大阪総領事館教育室賞　藤原澪
▽京都商工会議所会頭賞　山本拓
真■第31回全日本学生ポルトガ
ル語弁論大会（11月30日、５大学
21人参加）▽京都ラテンアメリカ
文化協会賞　田中ベアトリス■第
14回全日本学生ドイツ語弁論大
会（12月７日、13大学23人参加）
▽オーストリア大使賞　松浦明日
香▽ドイツ文化センター館長賞　
山本真嗣■第７回全日本学生イタ
リア語弁論大会（12月14日、７大
学13人参加）■第17回全国高校生
中国語スピーチコンテスト（12月
14日）初級部門（15高校20人参加）、
中級部門（10高校13人参加）■第
７回森田杯・英文毎日杯「ペアで
紹介する日本文化プレゼンコンテ
スト」（12月21日、８大学10組参加）
▽３位（英文毎日杯）鈴木健吾・酒
井勇輝■第２回Show&Tell近畿高
校生プレゼンコンテスト（１月25
日、９高校９人参加）
　※各弁論大会上位入賞者の氏名
は本学学生のみ掲載

ナショナルウイーク
終盤も盛大に

　2013年のナショナルウイーク
終盤は、11月18日～23日のスペイ
ンウイークから。料理とお酒に舌
鼓を打ち、野外ステージでのフラ
メンコやフットサルを楽しんだ。
学科50周年記念同窓会・式典で
も料理と音楽を味わった。中国ウ

人権週間で生き方学ぶ
　12月４日から10日まで「人権
週間2013」が開催され、３つの
講演と展示を通じて人としての生
き方を考えた。４日には本学を卒
業し、南アフリカの野生動物保護
区でボランティアリーダーとして
活動している家原裕子さん＝写真
＝が「チーターよ、大地をかけ
ろ！」と題して講演。野生動物と
人間が共生するためには、何がで
きるのかを熱く語った。６日の講
演は陶芸家の岩国英子さんと詩人
の米谷恵子さん。「日本社会の『虹
色キャパシティ』を深める希望に
向けて！～自分ってだれ？家族っ
てなに？～」をテーマに男女で構
成する既存の家族の枠を超えた、
変わり合える人間と人間のつなが
り方を、ワークショップも交えて
問いかけた。10日の講師は、Ｎ

のは12月16日～20日のオーストラ
リアウイーク。オーストラリアの
美容体験、アボリジニー民族楽器
の演奏、にぎやかなブーメラン大
会と、昼休みにはオーストラリア
の流行曲をラジオで紹介した。17
日には豪出身の吉本興業芸人チャ
ド・マレーンさんの笑いを交えた
トークショーもあった。

キッコーマン名誉会長
「グローバル化の要諦」と題し講演
　12月５日、１号館７階小ホー
ルにキッコーマンの取締役名誉会
長の茂木友三郎氏を招いての特別

ＰＯ法人ニ
ランジャナ
セワサンガ
の山中章代
代表、同法
人のシッダ
ルタ・クマ
ルさんと国
際教養学科
４年次生の
椎木睦美さ
ん、英米語学科２年次生の濱紗耶
香さん。「“インド”に出会って～
子どもたちの笑顔に魅了され」と
題し４人が語った。約700人の最
貧層の生徒が通うインド・ビハー
ル州の学校はシッダルタ・クマル
さんが創設した。氏も同じ境遇で
育ち、子どもたちに教育をそして
夢をと、活動を続ける。氏の思い
と活動を通じて私たちにできるこ
とを会場とともに考えた。

講演会が開かれた。演題は「グロー
バル化の要諦」。講演に先立ち茂
木氏は、慶応義塾大学と米・コロ
ンビア大学の大学院で共に学んだ
森田嘉一理事長・総長と歓談し、
思い出話に花を咲かせた。「和食」

とともに「醤油」は今や世
界の味。その原動力を
担ったのが最大手のキッ
コーマン。講演で茂木氏
は、グローバル化を通じ
た多岐にわたるビジネス
経験や海外での活躍ぶり
をふり返り、これからの
世界に通用する人材とは
どのようなものかを満員

（10頁へ続く）



の聴衆に語りかけた。熱心に聞き
入っていた学生からの質問も出る
など、興味ある講演会となった。

専門学校特別講演会
　12月10日に特別講演会が行わ
れた。講師は（株）リクルートマー
ケティングパートナーズのチーム
リーダー水野広士さん。多くの企
業や学校を見てきた豊富な経験か
ら「これからの社会で求められる
力とは？」をテーマに語りかけた。
参加した学生を前に、必要とされ
る人材を明確にし、在学中に身に
つけたいスキルを伝授した。

パックンマックンの教養講座
楽しみながら英語力を高める
　第45回教養講座「パックンマッ

今年も京フィルで幕明け
新春コンサート

　１月23日、すっかり恒例となっ
た教養講座「京フィル新春コン
サート」が、森田記念
講堂で開催された。温
かみのある軽妙な舞台
でおなじみの京フィル。
ソプラノの島崎政子さ
んの歌声を交えて、東
日本大震災からの復興
を願った「花は咲く」で
は客席と舞台が一体と

なった。さらにモーツァルトや
カーペンターズ、ビートルズの曲
などクラシックからポピュラーま
でバラエティーいっぱいに披露さ
れ、大いに盛り上がった。

クンの笑って覚える英語」が、12
月19日に森田記念講堂で開かれた。
テレビの英語番組などで活躍する
アメリカ人のパックンと日本人の
マックンのコンビが講師。二人の
笑いを交えた軽妙なトークを通じ
て英語に親しむ時間となった。講
演では、生パックン英検も行われ、
英語漬けではなく楽しみながら英
語力を高めていく方法を伝授した。

日本語弁論大会
キルギスからの留学生が特別賞
　第26回全国専門学校日本語学
習者外国人留学生日本語弁論大会
が、１月24日に大阪ＹＭＣＡ国
際文化センターで開催された。京
都外国語専門学校からキルギスの
留学生トウルドクロフ・カリヌル
さんが弁舌を振るった。クラスメ
イトの応援を受けて一番最後に登
壇し「かなり緊張した」と言いなが

らも、見事に
特別賞を受賞。
賞 状 や ト ロ
フィー、副賞
を受けてにっ
こり。

Black Music Festival
博愛の精神を広める

　１月25日、学生実行委員会主催

「Black Music Festival」が森田記
念講堂で開催された。第１部は大和
田俊之慶応義塾大准教授がブラック
ミュージックの文化・歴史的背景につ
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いて講演した。第２部では「アフリカン
ドラム」「Curtis Traylor & the CT 
Connection」「Line & TomoYuki」
によるLIVEパフォーマンスが行われ

た。終演には、
来場者もステー
ジに上がり一
緒にダンスを楽
しむなど、 会
場はパワーあ
ふれる一体感
に包まれた。

国際親善
にぎやかに交流餅つき大会
　国際親善交流餅つき大会が１月
26日に11・12号館テラスで開か
れ、京都で学ぶ留学生や地域の児
童たちが「ぺったん」「ぺったん」
の小気味いい音とともに親睦を深
めた。京都西ロータリークラブと
本学が、留学生には珍しい伝統行

事を体験して親しんでもらおうと、
これが４回目の開催。約180人が、
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　岩井直溥氏（元・高校吹奏楽部常任客演指揮者）
　2014年５月10日死去、90歳。東京在住。「吹奏楽
ポップスの父」と呼ばれた作曲家・編曲家。東京音
楽学校（現・東京芸術大）卒。ジャズのトランペッター
として活躍後、スクールバンド育成に情熱を注ぐ。

全国各地に出向き、バンドクリニックや客演指揮者、コンクール審
査員として活躍。1982年から22年間、京都西高等学校吹奏楽部
常任客演指揮者。その間、学園賛歌「輝け青春」をはじめ野球部応
援歌コンバットマーチ８曲を作曲するなど、本学園発展にも尽力。

　上野義和氏（本学教授）
　2013年11月12日死去、72歳。大阪府出身。1971
年大阪市立大学大学院文学研究科（英語学専攻）博士
課程を単位取得満期退学。89年大阪外国語大学外国
語学部教授就任後、94年同大学大学院教授就任を経

て、95年本学教授。2000年から８年間本学付属図書館長を務め、
その間05年に博士（教育学）の学位を取得。本学での主な担当科目
は英語学（認知言語学）、異言語教育など。主な編著書は『日本語、英
語教師のための効果的語彙指導法―認知言語学的アプローチ―』他。

学校で開催された。本学の各学科
から16人が参加。現地の10小学
校と１中学校、１高校で主に英語
を使っての授業などを通じ、また
ホームステイもして外国語のスキ
ルを磨くと同時に交流と研鑽に励
んだ。

「大洋が結ぶ世界」
ラテンアメリカ研究講座
　京都ラテンアメリカ研究所主催
の第13回ラテンアメリカ研究講
座・国際シンポジウム「大洋が結
ぶ世界」が２月26日、国際交流
会館で開かれた。「ラテンアメリ
カから東アジアへ」のサブタイト
ルで、多彩な講演とトークを展開
した。特別スピーチでは、マルコ
ス・フェルミン・ロドリゲス・コ
スタ駐日キューバ大使が「慶長使
節とキューバ」と題して講演。
400年前に支倉常長率いる遣欧使

きな粉餅や醤油で味わった。会場
にはお正月らしく獅子舞も登場し、
書道教室やミニ瓦作りもあり、大
にぎわい。

サイパンで
リーダーシップ・チャレンジ
　25年度のリーダーシップ・チャ
レンジin サイパン（西日本学生
リーダーズ・スクール主催）が、
２月23日～３月１日にサイパンの

駐大阪・神戸アメリカ総領事
2014年度入学式で来賓スピーチ
　４月１日午前10時30分開式の

2013年度学生表彰
2団体15人に

　本学の名誉を高め、その発展に
貢献した団体と個人を表彰し、奨
励金を贈る2013年度の学生表彰
式が３月20日に行われた。学長表
彰 の 優 秀 賞 に は、International 
Conference for Media in Education
で、若手研究賞を受賞したNamaste！
Niran Japan（団体）と11人が選ば
れた。学長表彰の奨励賞には、体技
審査競技会関西大会で金賞を勝ち
取った合氣道部と４人が選ばれた。

CAMPUS REPORT

2014年度入学式（英米語学科・
国際教養学科）に駐大阪・神戸ア
メリカ総領事のパトリック・リネ
ハン氏が来賓として出席し、新入

生に熱いメッセージ
を贈った。新しい世
界へ飛び込む時に必
要なキーワードは、

「Speak」「Mistake」
「Go」の３つと強調。
間違いを恐れず、積
極的に話すことが国
際人への早道とエー
ルを送った。

節団の乗ったサン・ファン号のメ
キシコやキューバなどへの軌跡を
紹介するとともに、その動向が各
国の注目を集めていたことを披露
した。清水有子明治学院大キリス
ト教研究所客員研究員の基調講演

「近世日本とルソン『鎖国』形成史
再考」に続き、ポルトガル貿易に
おける日本人奴隷や16、17世紀
のフィリピンと台湾、フィリピン
の肥前焼をテーマにした講演があ
り、鉄砲伝来から鎖国の時代に太
平洋の東西にどのような世界が広
がっていたのかを考察した。

謹んでご冥福をお祈りいたします訃 報
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楽しい時間を提供したい
満足の向こうの感動を共有

　生まれ故郷・鳥羽は伊勢エビをはじめ海の幸や御
木本幸吉翁の真珠などで知られる。名刺の表には「有
限会社オズ代表取締役―海島遊民くらぶ・インフォ
メーションセンター遊民」「海の幸とやすらぎの宿海
月女将」など。裏には「三重県漁連おさかな販売促進
コーディネーター」とある。「小さな町の小さい商売
が成り立つには、観光が大切になっている」と、故
郷に根を張り、全国各地で自らの地域づくりの体験
を講演したり、観光商品づくりの手伝いに飛び回っ
ている。

決めた三本柱、あとは行動力
　その行動力、バイタリティーや哲学は大学時代か
ら芽を出していた。１年生の終わり頃「このまま学
生生活を終えるのは…」と思い、学生部に行き「チア
リーダーのクラブをつくりたい」と訴えた。「何人くら
いで？」と聞かれ「10人」と適当に答えた。見通しは全
くなかったが、翌日、学食を回ると15人ほどが“ノリ”
で集まった。まずは「サークルから」スタート。キャ
プテンとして早速ユニホームを買い、京都西高の先
生にダンスを習う。江崎さんはこのとき「何のため
につくるか」の三本柱を決めた。①応援で一体感、
母校愛を感じたい②野球やアメフトのヒーローやス
ターをつくりたい③地域連携の一助になりたい―
だった。
　地元町内会の盆踊り、いろんなキャンペーン、デ
モンストレーションにも参加。学内ではユニホーム
姿で歩く、練習の集合はいつも学食と、目立つ効果
的なプロモーションもした。各クラブにも「応援を
希望するか」と手紙を出したり、シーンごとの応援
パフォーマンスもつくった。学園祭のときステージ
で披露すると「職員の方が『よかったよ。連帯感のよ
うなものを感じた』と言ってくれた。うれしく、誇
りに思った」。

卒業アルバムに「生涯チアリーダー」
　４年生の時、「同好会」に昇格した。体育会系のサー

クルでは初
めてのケー
ス だ っ た。
頑張ったと
体育会長か
ら「優秀賞」
を も ら う。
卒業のアル
バ ム に「 生
涯チアリー
ダー」と書いた。「形勢が不利になっても誰よりも明
るく、皆を元気にする。この空気をつくるのがチア
リーダー」と江崎さんは言う。もう一つ、「自分たち
には出来なかったが、これからもクラブ昇格を目指
して頑張ってほしかったから」。続く人へのやる気
やイノベーションを期待する。彼女特有の心配り
だった。
　就職活動は遅かった。ある社の面接で「一番大変
だったこと」はと聞かれ、「後輩が入ってきた時に、
示しがつかないので『練習に出ない人は辞めてくだ
さい』と仲間にもはっきり言った。人を切る、それ
が一番しんどかったことだから･･･」と答えた。「どう
しても入社を」と言われた生命保険会社を断って商
社のエトワール海渡（東京）を選んだ。「本当にいい会
社。講習も時間内、日本で初めての社内保育園。出
産後の復帰も早く男女共同参画を実践していた。歯
磨き講習もあるなどユニークで、お客への対応も素
晴らしかった」。

「海に聞きにいった」
　エトワール海渡での社会人生活を一変させる日が
やって来た。家業の旅館が倒産寸前との知らせ。金
曜に家に帰ると、月曜には２回目の不渡りが出るの
が間違いない危機だった。「旅館をどうするか、私
がやるかやらないかで、違ってくる。周りからは『会
社に戻った方がよい』と言われた。迷いはないはず
だったが、決められず、一人で海に聞きにいった」。
でも海は何も答えなかった。「そうや、私が小さな
旅館をしてもしなくても、この海は何ら変わらなく
受け入れてくれる。失敗しても大したことない」。

海の幸とやすらぎの宿「海月」女将

江崎　貴久さん
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江崎　貴久（えざき・きく）　1974年三重県鳥羽市生まれ。96年京都外国語大学英米語学科卒、エトワール海渡入社。97年実家の旅
館「海月」（かいげつ）女将。2000年海島遊民くらぶを立ち上げ。08年男女共同参画大臣女性のチャレンジ賞、09年環境省エコツーリズ
ム大賞受賞、10年地域づくり総務大臣賞。13年三重大大学院入学。現在、（有）オズ代表取締役、（有）菊乃代表取締役。

吹っ切れた。「今しかできないこと、私しかできな
いことを選ぶ。自分しかできないことを持っている
私はラッキー」。江崎さんは“目の前の高い壁”をも
楽しんでしまうのだ。
　債務を整理し、新しい会社「菊乃」をつくる。奇し
くも23歳の誕生日。そして「海月」の五代目女将と
なった。古くは「久助や」の屋号で、造船と宿を営ん
で十数代続いていたが、ここで新しい船出をし、舵
をとることに。もちろん順風満帆ではない。清算し
た時に世話になった人から、新社の株を持つとの申
し出があったが、断った。すると「３年でつぶれる
よ」と。「反論はできないが、今にみとけよ、と思った。
その時見せられた私の気構えが頑張れたエネルギー
の一つだと思う」。

楽しい時間をと、「海島遊民くらぶ」
　「海月」復興にあたり「観光事業者と付き合わない」
ことを心がけた。観光業界の中に入ってしまったら、
課題が見えなくなるから。「外の目」で見るためだ。
初めに手がけたのは、修学旅行生の魚釣り体験。大
阪の学校から依頼があり、釣り竿、餌はもちろん、
安全のためライフジャケットも準備したものの、海
岸では魚が釣れなくなっていた。しかし、船で15分
ほどの離島に行くと、よく釣れる。漁師の力あふれ
る活動にも触れられる。「秘境ブーム」ならぬ「秘島
ブーム」に期待する。15分で信号機のない島、鳥羽
の海の良さも伝えられる。そんな折、中・高の同級
生がＵターンしてきた。飲み会を重ねる中で「単な
る飲み会よりもっと意味のあることを」と会議に切
り替え、「（有）オズ」をつくり「海島遊民くらぶ」を立
ち上げる。
　そして今。季節ごとに30ものエコツアーを運営す
る。キーワードは「食」。「鳥羽の台所つまみ食い

ウォーキング」「船で
行く！漁師町の島ラ
ンチ」（通年）や「もん
ど岬シーカヤック・
カフェツアー」（４月
～12月）などがある。
夏には５人の女性ガ

イドがフル
稼働する。
他に旅の相
談や、専用
ガイドをエ
スコート型
にアレンジ
したりもする。「漁協や市役所、大学も協力してく
れる。この協力関係を研究する先生もいる。私もガ
イドをするようになって、女将として変わった。漁
師の現場を見ているので、伝えることに深みが出て
きた。素材の使い方、一品一品を大切にする。そんな
話をお客さんにすれば、食事の時間が楽しくなる」。

大学院生の顔や海女志望の顔も
　女将としての気配り・目配りは細部にまで届く。

「お客さんの一人ひとりにドラマがある。旅や宿に
求めておられることをつかむのが大切。伊勢エビを
食べ、カヤックに乗るのが一番の目的でなく、一緒
に来た人と時間を過ごし感動を共有するための人
だっている。うわべの目的にとらわれず、その先の
感動を知るのが大切。満足の向こうに感動がある」。
リピーターの夫婦がこう言ったそうだ。「前回は二
人でゆったり素直な気持ちになれ、言いたいことを
言い合えて、すっきりした。だからまた来た」。こ
れが宿の役目だと信じている。
　2013年４月から、三重大学大学院で水産経済学を
学んでいる。「観光から入っているが、食につなが
る漁業をなんとかしたい。漁協も、漁業と観光を一
緒に、と考えてくれた」。海の資源管理で漁獲高が
左右される。豊かさのための環境マネージメントも
目指している。もう一つ、夢がある。「いつか海女
になる」こと。漁業権は後にして、「海島遊民くらぶ」
の“海女部”で紹介される側になりたいそうだ。常に
前を向いている。
　大学の後輩に対しては「人に頼ること」を奨める。

「頼ると必ずお返ししなければならない。お返しの
自信がないと頼れないから。反対に頼られた人は、必
要とされるので頑張るから」だそうだ。経験に裏打ち
された含蓄のある言葉で、にこやかに語ってくれた。

子どもたちのツアー

海島遊民くらぶ



14 LOGOS  2014/5

「コーヒー文化」

岡田　まずは、先生が日本に興味
をお持ちになったきっかけからお
聞きしたいのですが。
アイレス　学生の時、ある先生か
らポルトガル文学の中で松尾芭蕉
を紹介してもらい、「奥の細道」か
ら日本の文化に興味が向かいまし
たね。日本へやってきたのは、吉
本ばななや村上春樹の翻訳物を読
み、もっと勉強したいと思ったか
ら。
岡田　僕は日本文学とか本は余り
読んでないから恥ずかしいです。
それで最近、あわてて読みだして
いるんです。映画はよく見ますけ
どね。小さい時から車が好きで理
系を目指していたのですが、高3
の時にフィリピンへ行って、いろ
いろ感じるところがあって、それ
から文系へ転向したんです。
アイレス　この間の海外セミナー
で一緒だったわけだけど、本来、
海外セミナーには１回生が多いけ
ど、なぜ２回生の時に行ったの？

岡田　１回生の時って、語学の授
業だけでは単語の活用とか良く分
からない。一応、そこそこ基礎を
やって２回生なら自分の語学力が
試せると考えたからです。
アイレス　ポルトガルのどこが気
に入った？
岡田　一番気に入ったところは、
リスボンのサン・ペドロ・デ・ア
ルカンタラ展望台です。気に入っ
て２回も行きました。リスボンの
街はすごくきれいで、大好きです。
アイレス　あの「消臭力」のＣＭの
舞台にリスボンが選ばれています。
何故、ポルトガルか分かります
か？東日本大震災と同じようにリ
スボンも250年前に大きな地震と
津波に見舞われ大変な被害を受け
た。そして復興して今に至ってい
るんです。被害の大きかった場所
があの公園だったわけです。東北
の復興を祈る意味で、「消臭力」の
CMではリスボンが選ばれたのです。
岡田　リスボンは街の屋根が赤く
て、すごく印象的な街でしたね。
その大好きな公園に行く途中、携
帯をスラれてしまって（笑）。先生

に警察まで同行してもらったこと
も先生とより親しくなった理由か
も（笑）。
アイレス　イタリア、スペインよ
りポルトガルにはスリは少ないん
だけどね。で、肝心の語学の方は
どうだった？
岡田　ホームステイでは１日目か
ら大変でした。wi-f iが使えるか、
洗濯の周期や食事の時間など、全
部ポルトガル語で聞く必要があっ
たけど、最初の１週間はさすがに
慣れなくて、しかもしっかり寝ら
れなくてつらかったです。２週間
ほどで生活にもポルトガル語にも
慣れて、すいぶん気分的にも楽に
なりました。
アイレス　ホストファミリーに聞
いたんですが、みんなのポルトガ
ル語は、着いた時に比べて帰ると
きには、すごくうまくなってるよ
って、ホストファミリーの人たち
は言ってました。岡田君のホスト
ファミリーは君のことがとても好
きになって、また派遣でもなんで
もいいから、またコインブラに来
てほしいと言っていたよ。
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岡田　それはうれしいです。ヨー
ロッパは全てが違うと感じました。
途中で日本食が恋しくなりました。
アイレス　文化の違いもずいぶん
感じたのでは？
岡田　そうですね、戸惑いもあり
ましたが、ポルトガルのコーヒー
文化にどっぷりつかっちゃいまし
たね（笑）。もともと僕はコーヒー
は飲まなかったのですが、帰って
からは無いと困るほど、コーヒー
党になってしまって（笑）。
アイレス　ポルトガルでは夜ご飯
の後はきまってカフェへ行ってコ
ーヒーを飲んで、みんな集まって
話をしたりして過ごすわけです。
岡田　僕の体にはすっかりポルト
ガル文化がしみついてしまった感
じです。
アイレス　「日本とポルトガル、
どこが違いますか」って、よく聞
かれます。私は日本に来てもう14
年。日本に慣れてしまって、もう
分からなくなりました（笑）。だか
らポルトガル人の友達に「どこが
違う？」と聞く始末。ドアノブの
回し方から違うわけですから、違
いは分かりやすいはずなんですが
･･･。慣れると分からなくなって
しまうものですね（笑）。

金沢と京都

岡田　先生は最初、日本のどこへ来
られたんですか？
アイレス　松尾芭蕉だけでなく、広
く日本文化に興味があって、特に日
本の黒澤や小津映画をよく見ていて、
音楽なら坂本龍一も好きでした。も
っと勉強したいと思ったから、23歳
で国費留学生として金沢大学へやっ
てきたのです。
岡田　金沢は好きですか？
アイレス　金沢は日本のふるさと
と思っているほど、私は好きです。
留学中は、一日中、日本語ばかり勉

強していましたが、今でも金沢弁や
関西弁は聞けば分かりますが、話す
のは標準語ですけどね。
岡田　京都外大へはいつお見えにな
ったのですか？
アイレス　在日ポルトガル大使館
に勤務していたときにお呼びがかか
って、それからもう京都外大の在職
は８年目になります。
岡田　日本語ってヨーロッパの言
葉とまったく違って違和感というか、
異質な感じがあったのではないでし
ょうか？
アイレス　特に違和感はなかった
のですが、最初の授業でね、面白い
ことがありました。「私は」というの
に日本人は自分の鼻を指差しますね。
日本語では「鼻」のことを「私」って言
うのかなと最初思っていたのです

（笑）。ひらがなとカタカナはわりと
簡単でしたけど、漢字は難しい。
岡田　ヨーロッパの言葉は動詞の活
用がいっぱいあり、それからすると
日本語は易しいですか？
アイレス　日本語の動詞は難しく
ない。難しいのはものを数えるとき
の単位。１枚とか、１本とか、もの
によって違うから難しい。今は「食
べる」「食べます」「めしあがる」とか
の使い分けが難しいですね。だから
時々、失礼な言い方をしているかも。
やっぱり日本語は敬語も含めてなか
なか難しいですよ（笑）。

岡田　日本人ですら日本語は難しく
て大変ですよ。カジュアルとフォー
マルの使い分けもありますし。日本
語の難しさよりも、先生はもっと難
解な松尾芭蕉に興味をお持ちなので
は？
アイレス　日本にひかれたのは確
かに松尾芭蕉ですが、正直、専門に
するには難しすぎて。俳句はポルト
ガルにはない形式ですが、最近は俳
句、松尾芭蕉の研究をする人が多く
なってきました。心強いです。
岡田　先生は実際に俳句を作られる
んですか？
アイレス　作った事はありますけ
ど、難しくて、上手に作れなくて
恥ずかしくてすぐやめました。季語
を入れるとか、作るのはとにかく難
しいです。ローマ字で書きますから、

「五七五」の音節が違うということも
ありますが、たとえば「古池や－」
なんか、どう翻訳しますかね。難し
いですよ。

アフリカの文化

岡田　先生はリスボン生まれですか
ら、都会育ちですね。
アイレス　ヨーロッパの中では都
会かもしれませんが、家族はアフリ
カから来ているのです。母はモザン
ビーク。そこで父と母が知り合いま
した。だから家族にはアフリカの文

家族と共に（長岡天満宮にて）
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化が流れています。向こうの言葉で
ジョークを言ったりします。私の妻
は日本人ですから、子どもの代で今
度はアジアの血も入ることになりま
した。
岡田　先生はよく本を読まれますが、
僕は親から「本読め」「本読め」って言
われすぎてきたせいか、気が滅入っ
てしまってあまり本を読んでないん
です。むしろ僕は文学より、文化の
ほうが好きです。
アイレス　岡田君は車も大好きだ
ったよね。車も文化なんだよね。
岡田　車は大好きです。お酒も大好
きです。お酒の量販店でバイトした
り、今はレンタカー屋さんでバイト
をしています。毎日、運転できるし、
車を見るのが大好きなんです。
アイレス　以前、私はトヨタの亡
くなった社長にお会いしたことがあ
ります。確かヨーロッパでトヨタが
最初に入ったのがポルトガルじゃな
かったかな。それでもポルトガルで
は、当たり前のことですが、やはり
ヨーロッパ車が多く走っています。
岡田　日本車もけっこう多く走っ
ているような印象でした。車が好き
だということもあって僕は、将来は
語学を使って貿易というか流通関係
の会社、それも車を扱うのがいいな

あと考えています。学生時代はいろ
いろことをやりたいと思っていても、
就職のことも考えなければならない。
もっとじっくり人生を考えたい。
アイレス　よく日本では大学は入
るのが難しく出るのは易しいって。
でも日本はノーベル賞をもらってい
る人が多いところを見るとそんなこ
と心配しなくても大丈夫なんでしょ
う。リスボンではその反対で、卒業
するのが難しい。どっちがいいの
か？私は古典の文化が好きで、15歳
でギリシャ、16歳でパリ、17歳には
ロンドンに行きました。近いから旅
がしやすかったからかもしれません
が、今そんな経験が大切な栄養にな
っています。
岡田　正直、先生に俳句のイメージ
は全然なく、サッカー一筋の先生か
なと思っていました。
アイレス　サッカーは大好きです
よ。妻が埼玉出身で、浦和レッズを
応援しています。それにブラジル人
の選手がいますからね。ポルトガル
もやはりサッカーが盛んです。子ど
ものときからみんなサッカーをして
います。
岡田　そういえば、ホテルの前とか
闘牛場前にもフットサル場がありま
した。子どもも社会人もやっていま

したね。

金沢そして石見銀山

アイレス　金沢は暮らしやすく住
みやすい。文化もいっぱいあって街
もきれい。京都みたいに住民が街を
自慢しています。兼六園、犀川、近
江町市場なんか大好きです。金沢で
初めて見た雪も、感動しました。温
泉も好きです。
岡田　刺身がだめな外国人もいます
が、先生は大丈夫ですか？
アイレス　大丈夫。おいしいです。
氷見の魚はとてもおいしい。犀川の
花火もいいです。
岡田　僕は島根の大田市、石見銀山
の近くの出身ですが、かつてそこの
銀はポルトガルへも大いに輸出され
ていました。それを外大に入ってか
ら知って、ポルトガルとは縁がある
んだなと感じています。金沢と同じ
く、日本海側なので、先生もぜひ来
てください。
アイレス　外大の学生さんたちに
は、言葉というか言語を話せるだけ
でなく、その国の文化や文学まで大
いに学んでほしい。岡田君は、言葉
だけでなく、かなり広い文化への興
味があって、スポーツ、車、お酒な

どへの関心も深く、
とてもいい感じで
知識教養ともにグ
ローバル化してい
ると思いますよ。
いろんな国へ行っ
てみるのもいいし、
人との出会いも大
切にしてほしい。
頑張ってください。

ペドロ・アイレス先生
本学ブラジルポルトガル語学科准教授。1976年ポルトガル生まれ。リスボン大学文学部文学研
究科西洋古典語古典文学専攻卒業。金沢大学留学生センター日本語研修コース（第９期）卒業。
金沢大学大学院文学研究科（修士課程）文学専攻（日本語学日本文学）修了。専門研究分野
はポルトガル語学・文学。2003年在日ポルトガル大使館文化部にポルトガル語講師（専任）とし
て勤務。07年京都外国語大学講師を経て13年4月から現職。担当科目「ポルトガル語講読」他。

岡
おか

田
だ

洋
ひろ

文
ふみ

さん
本学ブラジルポルトガル語学科3年次生。1993年
島根県生まれ。石見智翠館（旧江の川）高等学校
卒業。ローターアクトクラブ。高校時代はインターアク
トクラブに所属し、島根県代表でフィリピンを訪問す
るなど活躍。趣味はサイクリング、車、旅行。

幼少の頃



CLUBあれこれ 17

映画作りの楽しさを知ろう！！
　私たち映画研究会（通称・映研）は現在、男女合わせて
９人で活動しています。主な活動は映画を制作すること
です。脚本から撮影、編集を自分たちで一からしていき、
六月祭や外大祭で上映します。映研は映画を鑑賞する部
活と思われがちで、初めは撮影に興味のない部員が多い
のですが、活動をしていくうちにみんな映画制作の楽し
さを知っていきます。映画といっても私たちの作るもの
は10分程度の映像です。その10分足らずの映画でもみ
んなで一本の映画を作り上げた時の喜びは大きく、感動

的なものです。
　今年度は新たな活動
として、映画の上映会
と映画制作のための勉
強会を毎週おこなって
いこうと考えています。

　私たちのチアリーディング部「FLYING  EAGLES」は、
「私の演技をみて！」という意味でのパフォーマーではなく、
競技をしている人や、その人たちを応援する人にも元気に
なってもらうことを務めとする応援団を意味しています。
　京都外国語大学のチアリーダーと高大連携で活動しよ
うと立ち上げたチア部でしたが、残念なことに京都外大
のチア部の4回生が卒業してしまってから部員がいなくな
り、私たちだけの活動となってしまいました。それでも
落ち込まずに、部員の笑顔とエールは野球やマラソンの
応援を初め、多くの場所でたくさんの人を元気づけてく
れていると思います。たとえば京都マラソンの応援でも、
踊っている彼女たちの前をランナーが通るときには、み
んなぱっと顔が変わり、元気を取り戻されます。笑顔に
なって手を振りながら走って行かれることもしばしばあ
ります。年に2回、軽音楽部とのジョイントで老人ホーム
への慰問にも出かけますが、最初はうつろな顔をして座っ
ておられた方々が、演技が始まると同時に急に顔が明る
くなり、笑顔になって手拍子を始められる姿をたくさん
見ました。そんな光景を見るたびに、あらためて笑顔の

映画上映会で
は、自分たち
で持ち込んだ
邦画や洋画を
観て、カメラ
アングルや演
技を学んでい
けたらと思い
ます。現在撮影の知識がある部員が少ないので勉強会で
は基本的なカメラ操作や編集方法などの講座を開いてい
く予定です。
　最終的な私たちの目標は創作映画のコンテストに応募
することです。まだまだ未熟でそこまでには至ってない
ですが、今年一年でたくさんの知識を身につけて、みん
なで最高の作品をつくれたらと思います。

もつ力の大きさを感じます。エールを送っている私たち
もまた皆さんの笑顔に支えられているのだということも
強く感じます。
　チア部員を見ていて感じることは、彼女たちの表情が
日に日にきれいになっていくことです。本当にきれいに
なったと思います。これは彼女たちを見てくださる皆さ
んが作り上げてくれたものだと思っています。チアリー
ダーは、まず自分たちが輝いていないと人に元気になっ
てもらうことなんてできません。外大、西高のみなさん、
エールが必要なときはぜひ、西高のチア部に声をかけて
ください。チア部みんなでエールを送ります。

大学 映画研究会

京都外大西高　チアリーディング部エールが必要ならいつでも

1717
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文化も学べる良い学習環境
国際文化コース1年Ａ組

ニュージーランドの姉妹校タカプナ・グラマー・スクールへ
（2014年1月～ 12月）

田島　都

　私のホストファミリーは、いつ
も明るく、毎日、「How was your 
day today?」と気にかけてくれま
す。何か授業のことで分からない
ことがあると、気軽にアドバイス
を言ってくれたり、励ましてくれ
る、とても親切なホストファミ
リーです。
　週末には、ショッピングに行っ
たり、ホストシスターのタッチラ
グビーを見にいったり、バース
デーパーティーに行ったりと、と
ても楽しく過ごしています。現地

とに喜びを感じています。ニュー
ジーランドに来て１カ月。これか
らまだまだたくさんの壁に当たる
と思いますが、自分に自信をもっ
て乗り越え、人として成長してい
きたいと思っています。

での初めての日は何をすればいい
のか分からなかったけれど、ホス
トファザーが全て対処してくれて、
とても助かりました。身近に現地
の文化を学べるところもあり、と
ても良い学習環境となっています。
学校生活でも文化の違いや新しい
ことを発見できました。例えばバ
レンタインデーや、Athletic day。
バレンタインデーには朝からバラ
を持ち歩く女の子がいたり、各教
室を回ってお菓子を届ける人がい
たり。Athletic dayではクラスご
とに色が決まっているけれど、色
ごとにわかれることはなく、友達
と一緒にいろいろなスポーツが楽
しめます。考え方や習慣が違うこ
とで戸惑ったことはあったけれど、
少しずつでも成長が実感できるこ

初心と感謝忘れずに
国際文化コース1年Ｂ組

ニュージーランドの姉妹校ランギトト・カレッジへ
（2014年1月～ 12月）

寺田　れい

　ニュージーランドに来て約１カ
月半。毎日が新しい経験の連続で
目まぐるしい日々を過ごしていま
す。私のホストファミリーは、ホ
ストファザー、ホストマザー、３
人のホストブラザーに台湾からの
留学生を加え、大家族です。ホス
トマザーは料理がすごく上手で、
よく一緒に晩ご飯やデザートを
作っています。自分から進んで家
事を手伝うことで会話ができ、と
ても幸せです。
　学校生活は、最初の１週間がと
てもつらかったです。現地の子と
留学生の間に壁があるように感じ、
最初のうちは自分から話しかける
ことができませんでした。そんな
時に励ましてくれたのは日本の家

すスピードがとても速く、理解で
きないことが多々ありますが、授
業の終わりに先生に質問して、理
解するようにしています。先生方
はとても親切で、いつも助けられ
ています。後悔しないように思
いっきり残りの留学生生活を過ご
していきたいと思っています。

族、友達、先輩でした。おかげで、
今では、現地の子、留学生の子と
も友達になれて楽しい日々を過ご
しています。それでも何を話せば
いいか分からなくなり、積極さが
まだまだ足りないなと思うときが
あります。焦らず、初心を忘れず
に成長するつもりです。授業は話

留学生やホストブラザーと一緒に（右端が寺田さん）

ロシア人留学生と一緒に（左が田島さん）

＊学年は留学出発時



エアメール 1919

　短期大学一年の夏休みに、初め
てアメリカへ短期留学をしました。
少しはできると思っていた自分の
英語が全く通じないカルチャー
ショックで、臆病になっていたう
えに、ホームシックが加わった辛
さを味わいました。こういった自
身の経験から、留学生アドバイ
ザーという仕事に興味を持ち、現
在アメリカ・ニューヨーク州にあ
る某私立大学で、海外約50カ国
から来る250人ほどの留学生に対
しビザ関係のアドバイスから、ア
メリカ生活になじむためのさまざ
まなお手伝いをしています。
　こちらに住んで一番びっくりし
たのは「歩かなくていい文化」です。
皆、どこに行くのも車で移動し、
歩かなくても用事が済んでしまい

ます。銀行やコーヒーショップ、薬
局までもドライブスルーがあり、
わざわざ車を降りることもなく、
ドライブスルーの長蛇の列の最後
尾に並んでいるのをみてびっくり
することもしばしばあります。
　私は、自由の女神のあるマン
ハッタンから、車で北西へおおよ
そ５時間ほどのウォータービルと
いう小さな町で、アメリカ人の主
人と子ども２人の４人家族で暮ら
しています。ニューヨーク州とい
えどもとても広いのです。夏は涼
しく過ごしやすいのですが、冬は
とても厳しく、
氷点下20度 ま
で下がることも
あります。
　日本食材があ
る程度買えると
ころまで車で１
時間かかります
し、好きなお刺

身やお魚などもたやすく手に入り
ません。買い物に行くのも、一番
近いスーパーまで車で10分くら
いかかります。不便ではありなが
らも、人々の心の温かさや美しい
自然に恵まれた土地で子育てが出
来ることは本当に有り難いことだ
と思います。今振り返ってみて、
世界を視野に入れるきっかけと
なった短期留学の機会を持てたこ
とにとても感謝しています。

1992年度短期大学英語科卒
井上フィラー真紀子

（アメリカ・ニューヨーク在住）

　卒業してから25年近く変わら
ず、旅行会社に勤めています。名
古屋から東京へ転勤、そして昨年
から、まさかの子連れ海外赴任、
サンパウロ駐在となりました。学
生時代にバックパッ
カーとして訪れた時は、
まさにハイパーインフ
レまっただ中。経済混
乱で治安が悪い印象が
強く残っていましたの
で、生活にとても不安
を感じておりましたが、
いざ赴任してみると、
昔ほどの身に迫る危険
は感じずにおります。

　南米ブラジル、と聞くと物価が
安そうに思えますが、決して安く
はありません。子供用ハンバー
ガーセットMclanche Feliz（ハッ
ピーセット）が、R$14.5（約650円）
もしますし、ほんの軽くランチを
食べるだけでR$25前後（1000円
強）します。安いものといえばフ
ルーツ。種類が豊富で、フェイラ

と呼ばれる青空市場
には、色とりどりの
フルーツが並び五感
を刺激してくれます。
　日本食材に事欠か
ないのは、日系移民
が多く住んでいるサ
ンパウロならではで
す。味はちょっぴり
違いますが、しょう
ゆをはじめとする調

味料から豆腐、練り製品も手に入
りますし、インスタントラーメン
は日本企業の品が人気です。まだ
まだ日本が恋しくならないのは、
日本食に困らないからでしょうか。
　いよいよ６月にはワールドカッ
プが開催され、世界各地から多く
のサポーターがやって来ます。既
に反対デモも始まっておりますの
で、治安の悪化が心配されますが、
歴史的な瞬間を迎えるブラジルを
目の当たりにできることにわくわ
くしています。２年後にはオリン
ピックも開催される旬のブラジル
へ、皆様もぜひお越しください。
校友会ブラジル支部の皆と大歓迎
致します。

1989年度ブラジルポルトガル語学科卒
小幡　知保（旧姓・狩野）
（ブラジル・サンパウロ在住）

New York

Sao Paulo

International studentｓと一緒に

心の温かさと美しい自然
世界を視野の留学に感謝

まさかの子連れ赴任
W杯瞬間にわくわく

リオデジャネイロのコルコバードの丘で（家族3人で）
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　当学園の平成26年度収支予算
が、平成26年３月25日開催の評
議員会に諮問され、同25日の理
事会において承認されました。

　帰属収入予算額合計は、80億
４千８百万円です。
　消費支出予算額合計は、79億
２千４百万円です。

その構成をグラフに示しますと次
のとおりとなります。

　平成26年度の帰属収入合計は
80億４千８百万円となっており、
前年度に比べて２億７千万円の増
収となっています。
　学生生徒等納付金は授業料、入
学金、維持費、実験実習費、教
育充実費、施設設備資金で、65
億６千４百万円を計上しています。
手数料は入学検定料が主なもので、
過去の実績や併願状況などを分析
のうえ、１億５千百万円を計上し
ています。寄附金は過去３年の決

算実績を参考にして計上していま
す。補助金は国庫補助金と地方公
共団体補助金を前年度の実績や国、
地方公共団体の私学予算の動向等
を踏まえて計上しています。また、
日本私立学校振興・共済事業団に
支払う借入金利息の文部科学省か
らの利子助成や大学改革推進特別
補助も含め学校法人全体で７億９
千４百万円を見込んでいます。資
産運用収入は定期預金や国債・社
債・財投機関債などの受取利息・
配当金と貸館料収入等の施設利用
料です。事業収入は生涯学習講座
等の受託事業等収入を計上してい
ます。雑収入は私立大学退職金財
団、私学退職金財団からの退職金
交付金が主なもので、３億５千９
百万円を計上しています。
　この帰属収入合計から基本金組
入額合計３億６千９百万円を差し
引いたものが、消費収入の部合計
で76億７千８百万円となってい
ます。

　平成26年度の消費支出の部合
計は79億２千４百万円となり、前
年度に比べ２億２千百万円の増加
となっています。
　人件費は教員人件費、職員人件
費、役員報酬及び退職給与引当金
繰入額です。人件費の決算状況等
を参考にし、49億８千６百万円を
計上しています。前年度と比べ２
億７千４百万円の増加となってい
ます。なお、資金収支予算書の人
件費支出との金額の差異が生じて
いますが、これは消費収支予算書
では退職給与引当金繰入額が計上
され、資金収支予算書では退職金
支出が計上されることによります。
教育研究経費は学生生徒、教員の
教育研究活動に要する費用で、教
育・研究環境の維持・充実、学生

生徒の課外活動の環境整備、教員
の研究費、学生生徒の奨学金関係
等に重点的に配分しています。ま
た、安全面の上で施設設備の保守
点検、改修工事の経費を計上して
います。その結果、教育研究経費
として20億６千６百万円を計上
しています。管理経費は法人業務
に要する経費、教職員の福利厚生
のための経費や学生生徒を募集す
るための活動経費で、８億百万円
を計上しています。なお、資金収
支予算書の教育研究経費支出と管
理経費支出との金額の差異が生じ
ていますが、これは消費収支予算
書では資金収支予算書には計上さ
れない減価償却額を計上している
ことによります。借入金等利息は、
新１号館建設、武道体育館建設と
留学生宿舎建設に伴う借入利息で、
１千９百万円計上しています。前
年度に比べて３百万円減少してい
ます。徴収不能引当金繰入額は学
生への貸付金のうち、回収不能額
見込として２百万円を計上してい
ます。予備費は全体の収支の均衡
状況を総合的に判断し、５千万円
を計上しています。

　基本金組入について簡単に説明
します。基本金とは学校法人がそ
の諸活動の計画に基づき必要な資
産を継続的に保持するために維持
すべきものとして諸費支出に充当
させないで、帰属収入から組入れ
る額をいい、学校法人会計基準に
基づく会計処理です。第１号基本
金は本年度に取得を予定している
施設・設備などの固定資産等（図
書を含む）の額を計上しています。
第２号基本金は将来取得する固定
資産の取得に充てるための資金の
額であり「大学４号館校舎増築資
金」に資する目的の基本金を新設
いたしました。平成26年度から
５年間毎年１億円を組入れる計画
です。第３号基本金は奨学金とし
て保持し運用する資産の額で、第
４号基本金は支払資金として恒常
的に保持すべき資金です。これら

消費収支予算書における
帰属収入の概要

2014年（平成26年）度

法人本部財務部

基本金組入について
消費収支予算書における
消費支出の概要

寄付金，
0.3％
26百万円

その他，3.7％
305百万円補助金，9.9％

794百万円

学生生徒等納付金，81.6％
6,564百万円

人件費，62.9％
4,986百万円

教育研究経費，
26.1％

2,066百万円

管理経費，
10％

801百万円

その他，0.7％
52百万円

借入金等利息，
0.2％
19百万円

帰属収入
100％

8,048百万円

消費支出
100％

7,924百万円

〈消費収入の部〉

〈消費支出の部〉

雑収入，4.5％
359百万円
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が基本金組入額となり、合計３億
６千９百万円を計上しています。

　資金収支予算書について簡単に
説明します。学生生徒等納付金収
入から雑収入までは消費収支予算
書と、資金収支予算書では収入科
目の呼称の違いはありますが、金
額に変わりはありません。借入金
等収入は「大学５号館校舎」建設に
係る建設資金の一部として２億円
を計上しています。前受金収入は
平成27年度の学生生徒等納付金
について、前年度の平成26年度
中に収入として受け入れる額を過
去の実績等を勘案し計上していま
す。その他の収入と資産運用支出
に多額の金額を計上していますが、
これは主に定期預金等の資産運用
に伴う更新を両建経理（総額表示）
した結果です。資金収入調整勘定
と資金支出調整勘定は学校法人特
有の会計処理で、それぞれ、収入
の部、支出の部の控除項目として
処理しています。借入金等返済支
出は、新１号館建設費用、武道体
育館建設費用と留学生宿舎建設費
用の借入金の元金返済です。施設・
設備関係支出は、教育研究上必要
性の高いものや事故防止・危険回
避等の緊急度を考慮して優先して
整備する予定です。主なものに
は、大学５号館校舎の建設（RC造、
地上４階建、延床面積約2,000㎡）、
建物等の保守修繕改修工事、教育
研究充実強化を図る上で情報機器
の設置による教育環境整備などを
計上しています。施設関係支出は
前年度と比べ８千万円の増加とな
り、設備関係支出は２千万円の減
少となっています。資産運用支出
は、第２号基本金引当特定預金に
１億円、第３号基本金引当特定預
金に５千万円の組入を各々行って
います。

　平成26年度収支予算での特記
事項は概ね次のとおりです。

・大学の「新カリキュラム」初年度

　（次世代リーダー育成プログ
ラム、外国語自律学習支援室
の運用開始など）

・「大学５号館校舎」建設着工
・「大学４号館校舎」増改築に資

する第２号基本金組入れ計画
の新設

・退職金支出の増加
・消費税増税等への対応

　以上の特記事項に留意しつつ平
成26年度収支予算は、消費収支
予算書において帰属収支差額（イ）
－（ロ）はプラス１億２千４百万円
を計上し、資金収支予算書では、
当年度資金収支差額（ハ）－（ニ）は
６千２百万円の増加となっていま
す。
　平成26年度収支予算は、バラ

ンスのとれた消費収支予算と資金
収支予算として編成できましたの
で、予算の収支均衡を図るという
所期の目標は達成したものと考え
ています。
　しかしながら、学園の健全経営
のためには、より一層の財政基盤
の確立が何よりも重要であり将来
にわたって均衡の取れた財務体質
の構築を図る必要があります。
　学園の収入の大半が、学生生徒
等納付金、補助金等の収入に依存
していることに留意して、他財源
の増収確保、経費の節減に努めて
学園の財務体質の改善強化に努力
してまいります。
　学園関係各位のより一層のご理
解とご協力をお願い申し上げます。

資金収支予算の概要

ま と め

（平成25年度は補正後の予算）

資金収支予算書 （単位　千円）

学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
借 入 金 等 収 入
前 受 金 収 入
その 他 の 収 入
資金収入調整勘定

（ハ）当年度資金収入合計

前年度繰越支払資金

収 入 の部 合 計

科　　　　目 平成26年度　平成25年度　増　　減 科　　　　目 平成26年度　平成25年度　増　　減

6,563,529
151,398
25,884
793,751
114,621
39,433
359,023
200,000
2,068,476
1,249,274
2,311,783

9,253,606

4,916,924

14,170,530

6,412,445
147,105
26,083
790,233
110,918
32,048
259,636

0
2,064,066
1,635,852
2,269,841

9,208,545

4,744,618

13,953,163

151,084
4,293
199
3,518
3,703
7,385
99,387
200,000
4,410

386,578
41,942

45,061

172,306

217,367

4,996,697
1,641,265
720,886
18,616
189,580
446,055
118,398
927,755
660,380
50,000
577,701

9,191,931

4,978,599

14,170,530

4,765,446
1,681,389
736,703
21,462
189,580
365,759
138,746
1,156,626
505,681
80,000
605,153

9,036,239

4,916,924

13,953,163

231,251
40,124
15,817
2,846

0
80,296
20,348
228,871
154,699
30,000
27,452

155,692

61,675

217,367

人 件 費 支 出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その 他 の 支 出
予 備 費
資金支出調整勘定

（ニ）当年度資金支出合計

次年度繰越支払資金

支出の部合計

収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部

消費収支予算書 （単位　千円）

学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
補 助 金
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入

（イ）帰属収入合計

基本金組入額合計

消費収入の部合計

消 　 費 　 収 　 入 　の　 部 消 　 費 　 支 　出　の　 部
科　　　　目 平成26年度　平成25年度　増　　減 科　　　　目 平成26年度　平成25年度　増　　減

6,563,529
151,398
25,884
793,751
114,621
39,433
359,023

8,047,639

369,335

7,678,304

6,412,445
147,105
26,083
790,233
110,918
32,048
259,636

7,778,468

426,466

7,352,002

151,084
4,293
199
3,518
3,703
7,385
99,387

269,171

57,131

326,302

4,985,608
2,066,090
801,463
18,616
2,000
50,000

　

7,923,777

245,473

4,711,705
2,066,528
820,680
21,462
2,000
80,000

　

7,702,375

350,373

273,903
438

19,217
2,846

0
30,000

　

221,402

104,900

人 件 費
教 育 研 究 経 費
管 理 経 費
借 入 金 等 利 息
微収不能引当金操入額
予 備 費

（ロ）消費支出の部合計

当年度消費収入（支出　）超過額
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　欧州国際科学プロジェクト“Man and Universe”
（学生の部）で「学術貢献賞」を受賞した京都外国語専
門学校英米語学科２年生の４人、豊福祐美さん、藤
田大祐さん、和田愛子さん、杉田瑞木さん（写真左
から）。受賞に輝いた学術論文名は“A Cognitive Approach 
to the Acquisition of Communication Ability for Mutual 
Understanding ― Japanese Language vs. English 
Language ―”（「認知的アプローチによる相互理解の
ためのコミュニケーション能力の獲得 ― 日本語と
英語との対比から ―」）で、欧州において学術図書
として出版される。
　論文テーマは４人が相談して決めた。外国語を単
に学ぶだけでなく、国や地域によって大きく異なる
言語文化の捉え方も教育的視野に入れた点、特に日
本語と英語に関してその背景にあるものを突き止め
たいとの問題意識が高く評価された。きっかけは豊
福さんの想いからであった。「授業外でも何かをし
たい」と、教えを請う森山智浩先生にぶつけてみた。

「国際的な学術論文コンクールに応募してみないか」
と、先生は大きな飛躍のチャンスを示してくれた。

「１人ではなくメンバーを集めてもよい」とも。
　しばらくして実際に欧州国際科学プロジェクトへ
投稿する好機が訪れ、志を同じくする４人の研究グ
ループを結成。論文提出の締め切りまでに十分な時
間が残されていない中、外国語を学ぶうえで重要な
問題を提起し、ブレイン・ストーミングを重ねてテー
マを決定。４人で手分けしてまずは日本語で執筆し、
調整し、英訳を行った。放課後はもちろんのこと、
連日夜中まで根を詰めた作業が続いた。
　４人の論旨はこうだ。柔軟な言語コミュニケー
ション能力を獲得するためには、ただ単に表層上の
スキルを学ぶだけでなく、その背後に潜む文化・思
想様式にまでも理解を及ぼすことが求められている。
日本語独特の語用にも着目。例えば、京都の言語文
化を発信するために「ぶぶ漬け、どないどす」という
表現を取り上げ、言語の表層には現れない「『おもて
なし』の遠まわし的な気遣いを外国人に知ってもら
いたかった」（豊福さん）。さらに、「おつかれさま」に
も焦点をあて「一言で対応する英語訳がなく、日本
人の『ねぎらい・感謝』を基調とする温かい気持ちの
表現であることを伝えたかった」（藤田さん）など、

日本語には独特のニュアンスがあることを書き込ん
だ。
　他方、言語文化の差を理解する重要性も論じた。
たとえば、“Good-bye”（＜Good be with you.＜God 
be with ye.＜godbwye.）と「さようなら」（＜左様な
ら（ば））、あるいは、“This isnʼt Sunday.”（「（日曜日
に行われるミサでのように）説教をするな」）等々、
いずれも背景としてのキリスト教社会への理解を必
要とするなど、相互に本当に理解するためには、双
方の価値観、それぞれの背景となる知識などを知っ
ておく必要があると論じた。
　論文はA５判６ページほどであるが、たったそれ
だけのページ数であっても、自分たちの主張を確た
る根拠でもって論じ、世界の人々に訴えるのは難し
い。森山先生に度重なる指導を受けたり、書庫に籠っ
たりもした。動詞が一つ違うだけで正確なニュアン
スが伝わらない場合もある。英語ネイティブの先生
にも助けてもらった。写真なども効果的に取り入れ、
世界の人々の「視覚」に訴えるインパクトも考慮した。
そして、３月上旬、運命の日がやって来た。受賞し
たという吉報が届いたのである。ARGEDAVA欧州
学術文化協会・Romania-Japan Association for Education 
and Science、ルーマニア文部省、UNESCOなど計
９団体からの受賞で、その輝きは濃い。
　４人とも大学への編入学を目指している。「大学
の交換留学制度を活用して見聞をさらに深めたい」

「語学力を生かし国家の発展のための情報関係の仕
事をしたい」「日本が誇るサブ・カルチャー、ポップ・
カルチャーの魅力を世界に発信していきたい」「もっ
ともっと視野を広げて深めていきたい」とそれぞれ
の未来像を描く。“縮み志向”の若者が多いというが、
チームで協力して一つのことを成し遂げた頼もしい
若者がここにいる。

　　　　　京都外国語専門学校生
「何かをしたい」の熱い思い
チームで学術貢献賞に輝く

　今年度オリジナルカレンダーは、「シェイクスピ
ア生誕450周年」を記念し、本学付属図書館所蔵の
貴重書、『戯曲全集』（第１版から第４版）を掲出し作
成しました。４世紀にわたって、世界の多くの人々

から崇敬の念を集めてきたシェイクス
ピアのカレンダーを先着50名様にオリ
ジナルカレンダーをプレゼントします。
　ご希望の方は法人部事業課（TEL：
075-322-6052 FAX：075-322-6240
E-mail：jigyo@kufs.ac.jp）まで。
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　今年もまたたくまに桜が散って、清楚で清らかなハナミズキの季節がやっ
てきました。世の中、想定外のことばかりですが、季節だけは多少の誤差はあっ
ても、いつものような移り変わりを見せてくれています。ハナミズキのイメー
ジとは少し違いますが、アメリカからオバマ大統領が来日。恒例とはいえ、
非公式な食事会から公式行事の宮中晩さん会まで、“おもてなし”と称する食
事会。たかが食事会ですが、これが大きな外交の意味を持っているというか
ら、コミュニケーションのための第１ステージは庶民と同じ。反省会とか編
集会議とか、理由を見つけての非公式な飲み会の常連の一人として、レベル
は違うが、つまるところ裸のつきあいからというところか･･･。　（内田 晃弘）

　２月に開催されたソチオリンピックに続き、６月にはサッカー W杯と今年
は世界スポーツ祭典の年。どんなに困難なことも強い心を持ってやり続ける
ということが偉大な力になることを知った。成し遂げた先には大きな感動が
待っていることも。諦めずに続けることの大切さを改めて感じさせられます。
W杯開催地のブラジルからも、たくさんの笑顔と感動が届くことを楽しみに
しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木村 雅美）

グアテマラ、ラファエル・ランディバル大学副学
長、アカデミックディレクター、駐日グアテマラ大
使が来学（11.11）
校友会　「外国人留学生給費奨学金授与式」

（11.11）
大学　「森田基金および総長給費奨学生採用
証書授与式」（11.18）
専門学校　学外見学（11.20）
駐日スペイン大使が来学（11.23）
京都新聞大賞　スポーツ賞に京都外大西高出
身の荒賀龍太郎が選ばれる（11.26付京都新聞）
ニッケ全日本テニス選手権シングルスで京都外
大西高出身の今西美晴（島津製作所）が準優勝、
混合ダブルスで優勝（11.29付京都新聞）
上海市教育委員会副調研員・上海教育国際交
流協会理事、上海理工大学社会科学学院副
院長、上海理工大学外国語学院日本語学部長
が来学（11.30）
駐日ブラジル大使、駐日ポルトガル大使館参事
官、カモンイス院理事、マカオ大学ポルトガル
学科教授、アルテルナティーヴァ誌編集長、フ
ルミネンセ連邦大学学長が来学（11.30）
高校　2013年度上半期京都新聞ジュニア・ス
ポーツ賞に水泳部の松田健志、髙栁祐太、露
内若葉、熊本真季、岩本愛結、三木眞子、山
田麻矢、テニス部の平山浩大、髙村烈司、村
瀬早香、小山葵、木村夏奈子、渡辺真央、三
輪愛永、空手道部の前野晃摂、石濱直鴻、
大迫睦、細見瑠晟、上山雄大、加地毅至、谷
口玄、田中大貴が選ばれる（11.30付京都新聞）
専門学校　校内留学生弁論大会（12.3）
大学　「Gaidai Christmas Gala」（12.6）
ドイツ連邦共和国副総領事、ゲーテ・インスティ
テュート大阪館長・鴨川館長、ドイツ学術交流
会特任講師が来学（12.7）
在大阪イタリア総領事、イタリア文化会館東京
文化アタッシェ、フィアット・クライスラー・ジャパ
ン マーケティング・マネージャー、京都大学イタ
リア文学科教授、在日イタリア大使館 文化・学

術アタッシェが来学（12.14）
大学　第12回「アンスティチュ・フランセ関西
暗唱大会」でフランス語学科4年次生の山内望
さんが最優秀賞を受賞（12.14）
大学　オープンキャンパス（12.15）
高校　2013全日本びわ湖クロスカントリー大会1
部男子ジュニア5㌔で北井智大が4位入賞

（12.16付京都新聞）
大学　「2014年度春学期出発派遣留学生奨
学金授与式」（1.16）
ブラジル・サンパウロ大学学長が来学（1.17）

大学　「被爆者証言の世界化ネットワーク」設立
発表（1.18付京都新聞）
高校　「高校生環境サミット」に参加（1.26付京
都新聞）　　
専門学校　「英米語学科２年生　卒業プレゼン
テーション発表会」（1.29）
高校　冬季国体スケート競技ショートトラック少
年男子1000Mで相生裕太郎が4位入賞（1.29
付京都新聞）
大学　松田清教授・「山本読書室」跡で西南戦
争秘密文61通ほか重文級史料数万点を発見

（2.3 ～ 5付京都新聞）
専門学校　「英米語学科1年　スピーチコンテス
ト」（2.3）
大学　「2013年度学内企業セミナー」（2.10 ～
14）
高校　アメリカ・ボストンより「Roxbury Boys 
and Girls Club of Boston」14名が訪問（2.14）
授業参加などで交流
大学　京都市右京区役所と右京消防署が区内
8大学・短期大学と「防災及び災害時支援に関
する覚書」を3月8日に締結する（3.6付京都新聞）

島津全日本室内テニス選手権女子シングルスで
京都外大西高出身の今西美晴（島津製作所）
が準優勝（3.10付京都新聞）
大学　会津大学吹奏楽団と本学吹奏楽団との
交流会（3.12～14）
駐日メキシコ大使夫妻が来学（3.20）
高校　姉妹校ベルモント高校研修旅行グループ

（カナダ）22名が訪問（3.20）
大連外語学校校長が来学（3.25）
高校　第36回全国JOCジュニアオリンピックカッ
プ春季水泳競技大会で松田健志が男子400M
個人メドレー4位、200M自由形5位、露内若葉
が女子400M個人メドレー2位、200M個人メド
レー2位、400M自由形で２位入賞（3.27～30）
古家久世教授（イスパニア文学）、大橋成光教授

（欧州政治（独墺を中心として））、影山久人教授
（ドイツ経済史）、中川昌郎教授（現代中国論（台
湾））、モーリス・ジャケ教授（フランス語会話）、故・
上野義和教授（英語学（認知言語学））の6人が
本学名誉教授位を授与（4.1）
ベトナム・ハノイ大学学長一行が来学（4.7）
ニカラグア・カトリック大学副学長夫妻が来学

（4.8）
上海外国語大学副学長一行が来学（4.8）
大学　新入学の交換留学生・別科生が京都
市役所など訪問（4.9）

競泳日本選手権で京都外大西高出身の高橋美
帆が女子400M個人メドレー２位、200M個人メ
ドレー４位入賞（4.12・13付京都新聞）
大学　「春の留学フェア」（4.17）
大学　ドイツ語学科主催　ドイツバイエルン州

「ムジークカペレ・サンクトフィトス」来日記念交歓
演奏会（4.20）
専門学校　新入生歓迎会（4.25）



 

2014年（平成26年）度　ナショナル・ウイーク

　大学外国語学部各学科主催によるナショナ
ル・ウイークが今年度も企画されています。期
間中、講演会、シンポジウム、音楽会、展覧会、
弁論大会、そしてそれぞれの国の料理紹介など、
盛りだくさんの行事が予定されています。開催
期間は各学科調整の上、実施されます。日程・
企画内容など詳細は開催１カ月前の大学のホー
ムページをご覧ください。

　京都外国語大学中国語学科は、学科創設40
周年を記念して、来る10月26日（日）12時30分
より、学科同窓会を大学内12号館１階の学生
食堂リブレにおいて開催します。式典後の懇
親会では、懐かしい友と旧交を温めていただく
ために、卒業生による古箏演奏や龍舞など楽
しい企画を用意しております。同窓の皆様を
お誘い合わせて、ぜひご参加ください。詳細
は大学ホームページ（http://www.kufs.ac.jp）か
ら中国語学科ページを開けてご覧ください。

イタリア語学科 ▼ 5月20日～23日／ブラジルポ
ルトガル語学科 ▼ 6月２日～7日・14日／国際教
養学科・留学生別科 ▼ 6月16日～20日／日本語
学科 ▼ 6月23日～6月27日／スペイン語学科 ▼ 6
月23日～7月9日／フランス語学科 ▼ 6月30日～
7月5日／中国語学科 ▼10月20日～26日／ドイ
ツ語学科 ▼10月21日～25日／英米語学科・キャ
リア英語科 ▼12月15日～19日　〈4月20日現在〉

大　　学

高　　校

専門学校

校　友　会

●第13回ラテンアメリカ教養講座
（5月14日より毎水曜全5回）
●六月祭（6月7日）
●オープンキャンパス（6月22日、8月1日
～3日、9月7日、10月5日、12月14日）
●外大祭・語劇祭（11月1日～3日）

●学校説明会 公開・参加型授業
（6月8日、8月30日、11月9日）
●関西高校模擬国連大会
（6月11日～13日）
●文化祭（9月4日・5日）
●体育祭（9月26日）
●学校相談会（12月13日）

●スポーツ大会（5月28日）
●学校見学会（6月14日、7月19日・
26日、8月2日・23日、9月13日、
10月4日、11月1日・29日）
●学園祭（10月30日・31日）
●特別講演会（12月10日）

●第3回韓国支部総会（6月28日）
●第26回東京支部総会（7月12日）
●教志会講演会・総会（8月2日）
●第11回石川支部総会（8月2日）
●第2回福井支部総会（8月10日）
●第22回徳島支部総会・第20回外
大連（8月14日）

●平成26年度大阪支部総会（10月19日）
●第2回兵庫支部総会（11月9日）
●和歌山支部第21回スピーチコン
テスト（12月7日）

〈４月20日調べ〉

Information!!
［６月～12月まで］

中国語学科創設40周年
記念の同窓会10月26日開催

ベ
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一
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学

（
Ｈ
26・４・７
）

専門学校入学式（H26.4.10）

大学入学式（H26.4.1）高校卒業式（H26.2.20）

ニカラグア・カトリック
大学副学長夫妻来学

（H26.4.8）
上海外国語大学副学長一行来学

（H26.4.8）
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