K
Ky
yo
otto
oU
Un
niiv
ve
errssiitty
yo
off F
Fo
orre
eiiggn
nS
Sttu
ud
diie
ess
K
Ky
yo
otto
oJ
Ju
un
niio
orr C
Co
olllle
egge
eo
off F
Fo
orre
eiiggn
nL
La
an
nggu
ua
agge
ess

American Week 2012
December 10tthh to14tthh

Updated on December 2nd

京都外国語大学・京都外国語短期大学でアメリカン・ウィークを開催します。
2012 年 12 月 10 日（月）～14 日（金）
オープン講義（２と３）以外は学外の方々にも参加していただけます。ご来場をお待ちしております。
問い合わせ先： 京都外国語大学・京都外国語短期大学 学科共同事務室 E-mail: gakkajim@kufs.ac.jp

American Week 専用ブース設置
日時：12/10（月）～13（木） 9:00～20:00
12/14（金） 9:00～16:30
場所：８号館１階ロビー
内容： アメリカン・ウィークの総合インフォメーション
チケット販売（ハワイアン・カフェ、クラブ・パーティ）
American Week オリジナル「アメ入り缶」販売（2 種類あり） ¥250 各 210 個限定
12/10（月）～12/13（木）の昼休みには「ターキー（七面鳥）の重さあてクイズ」を行います。

AW オリジナル
「アメ入り缶」の

WHAT’S THE WEIGHT? Here comes the GIGANTIC TURKEY!!
パッケージ
ターキー（七面鳥）の重さあてクイズ
日時 12/10（月）～13（木）昼休み
場所：American Week 専用ブース（８号館１階ロビー）各イベント会場でも実施します。
内容：アメリカから取り寄せた巨大ターキーを昼休みに展示し、その重さを当てるクイズイベント。見事ターキ
ーの重さを当てた、もしくはニアピンだった 1 位から 10 位の方にはそれぞ
れ素敵な景品をお贈りします！１位はなんと、外大前にあるジャンクフード
カフェ・BOSSA の 3,000 円お食事券！その他も、
豪華賞品となっています。
どなたでも気軽に参加できるイベントです。普段めったに見られない本物の
巨大ターキーを間近で見て、あなたの予想を投票してみませんか？
巨大ターキーは、BOSSA で丸焼きにしてもらい、最終日 12/14（金）のパ
ーティー会場で味わいます。みんなでパーティー会場へ行って食べちゃいま
しょう！
備考：クイズ参加者先着 50 名様にアメリカン・ウィーク・オリジナル缶バッジをプレゼントします。

アメリカン・ウィーク・オリジナル缶バッジ

Barbie’s Room 展示
日時：12/10（月）～13（木）9:00～19:45
12/14（金）9:00～16:30
場所：1 号館 1 階四条通り側通路
内容：アメリカのファッションドール「バービー人形」の部屋を再現。また、日本の「リカちゃん人形」と「ジェニーちゃん人形」
も登場し、日米のファッションドールの比較や、人形たちのトリビアも紹介します。
備考：自由に参観してください。撮影も自由に行えます。

Trivia in the toilet トイレ de 豆知識
日時：12/10（月）～14（金） 終日
場所：１号館、２号館、４号館、８号館（２階除く）のトイレ
内容：トイレに行けば行くほどアメリカに関する知識が増え、勉強になりますよ。
備考：入場もちろん無料、ただし、長居は禁物。
↑何の旗？
KUFS Lunchtime Broadcasts
日時：12/10（月）～14（金） 12:30～13:10
場所：コンパーニョ、リブレ
内容：ランチタイムにコンパーニョとリブレでアメリカ音楽を中心とした放送を流します。曲目は
11 月中に受け付けたリクエストから選曲されます。リクエストされた方の中から抽選で５名にア
メリカン・ウィーク・オリジナルグッズが当たります。

オープン講義 シリーズ１
I'm Dreaming of a White Christmas: Exploring Christmas in America
日時：12/10 (Mon) 16:40～18:10（5 講時）
場所：1 号館 154 教室
講師：Aaron Campbell 先生
教授言語：英語
内容：Christmas is the most important holiday time of the year for many American
families. In this interactive lecture, we will examine the cultural practices,
products, and beliefs associated with Christmas, and learn about where they came from and what
they mean. At the end of the lecture, students will have a deeper understanding of Christmas. Be
ready to speak English!
備考：入場無料 予約不要 学外の方でもご参加いただけます。
オープン講義 シリーズ２（Literature and the Arts II-4）
「アメリカ南部の町、モンゴメリー：人種と性 」
“Montgomery, the American South: Race & Sexuality”
日時：12/11（火）15:00～16:30（4 講時）
場所：1 号館 142 教室
講師：元山千歳先生
教授言語：日本語
内容：ローザ・パークスと抵抗運動で知られるアラバマ州モンゴメリーの
地理および文化を、人種と性のからみから解読します。
備考：入場無料 予約不要 学内関係者のみの企画となります。

ハワイアン・カフェ ～Hale'aina OHANA～
日時：12/11（火）12:30～17:00
場所：11 号館２階ラウンジ
内容：アメリカのコーヒー文化とハワイの食文化を体験。ドリンクはハワ
イアン・コーヒーとトロピカル・ジュース。コーヒーはコナコーヒー、バニ
ラマカダミアコーヒー、トーステッドココナッツコーヒー、ジュースは、グ
ァバ、マンゴー、パッションフルーツを揃えています。また、ハワイのマ
ラサダドーナツ（アップルパイ味、トロピ
カルオレンジ味）もご賞味あれ。
200 円（コーヒーまたはジュース２杯とマ
ラサダドーナツのセット）
要チケット（American Week 専用ブー
スにてチケット販売）、先着 150 名様。
備考：アメリカン・ウィークのオリジナル缶バッジももらえるよ。

ハワイアン・フラダンス ～ Winter Hula ～
日時：12/11（火） 開場：16:30 開演：17:00（19:00 終了予定）
場所：京都外国語大学 森田記念講堂
内容：ハワイの民族舞踊フラダンス。実際にご覧になったことはありますか？今回はアフロディーテジャパンプロダク
ションズさんによるパフォーマンスに加え、フラを実際に体験できるという一石二鳥のイベントをご用意いたしました。
ぜひご来場下さい。
ALOHA!
備考：入場無料 予約不要 公演中の撮影可
先着 300 名様にハワイアン・フラの記念品を贈呈します。
また、参加者にはアメリカン・ウィークのオリジナル缶バッジを贈呈します。

ソウル・ミュージック・コンサート
日時：12/13（木） 開場：17:30 開演：18:00（19:30 終了予定）
場所：京都外国語大学 森田記念講堂
内容：アメリカ音楽の代表の一つでもある soul music はアフリカ系アメリカ人のゴスペルとブルースから発展してきたもの。
コンサートでは Jackson 5 など 70 年代、80 年代の soul music を、関西屈
指のソウルシンガー松田一志をはじめ、双子デュエットの Tomo &
Yuki*、
関西で活躍をしている Myah が American Week だけの Special
なアレンジで熱く、ソウルフルにお届けします。12 月ということでお
なじみのクリスマスソングも楽しめます。Soul music が大好きな方も、
初めて聞く方も楽しめるこの Special Concert をぜひお見逃しなく！
（*Yuki は英米語学科の学生です。）
備考：入場料無料 予約不要 来場者にはアメリカン・ウィークのオリジナル缶バッ
ジを贈呈します。

オープン講義 シリーズ３（「英語 IV-1」）
『アメリカ映画と男性ジェンダー』American Film and Masculinity
日時：12/14（金）15:00～16:30
場所：8 号館 842 室
講師：國友万裕先生
教授言語：日本語
概要：アメリカはマッチョの国だと言われます。男は男らしくという意
識はとても強いのです。この授業では、映画のどの部分にマッチ
ョへのこだわりが見えてくるのか考えてみたいと思います。
備考：入場無料 予約不要 学内関係者のみの企画となります。

American Week Grand Finale
Party: Club DEUCE
日時： 12/14（金） 18:00～21:00
場所：リブレ（12 号館 1 階）
内容：かの有名な京都のクラブ “World”、“Butterfly”は勿論、他の地域でも活躍中の “DJ
HIFUMI” さんに登場していただきます。また、現役京都外大生 “DJ ALEX” と “DJ いも
けんぴ” も呼んで、American Week のグランド・フィナーレを盛り上げていただきます。いつ
もの学生食堂とは違うリブレを、その姿を感じさせないような内装をまとわせ、クラブへと変身さ
せます。早い時間に来てくれた人にはスペシャルなイベントが待っているかも！？
備考：American Week 専用ブースにてチケット販売、定員 150 名
チケットは２種類でいずれも 500 円（A タイプチケット購入時には年齢確認致します）
A タイプチケット：アルコール１杯＋スナック・コンボ
B タイプチケット：ソフトドリンク２杯＋スナック・コンボ
フードとドリンクはカウンターにて追加注文できます（有料）。
来場者にはアメリカン・ウィークのオリジナル缶バッジをプレゼントします。

＜ポスト・イベント＞
第 6 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」（自由参観）
日時：12/15（土） 13:00～17:30
場所：1 号館小ホール（1 号館 171 教室）
内容：英米語学科が誇る他に類を見ないコンテスト
2 人 1 組で英語を巧みに操り、日本文化を紹介するプレゼンテーションは必見
予備審査で選ばれた 10 組が出場
優勝者にはトロフィーと副賞にロンドンまたはニューヨーク往復航空チケット
備考：入場無料 予約不要 録画、撮影などはご遠慮下さい。
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