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国際交流協定
大学紹介

■北京第二外国語学院（中国）■
日本語教育に優れ、語学系以外にも観光経済や国際経済の分野の学科も設置。留学生も多く、イベントなどを通し
ての交流が盛ん。本学とは1981年に国際交流協定を結んでいる。（写真提供：中国語学科4年次生　橋本紗里さん）

森田嘉一理事長・総長
在京都ニカラグア共和国名誉総領事を拝命

「今あらためて留学のススメ」
松田　武（学長）・熊谷俊樹（国際交流部長）・安達敦史（卒業生）・真鍋理人（在学生）・的場　彩（在学生）
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　「言語を通して世界の平和を」の建学の精神にひかれ、“これからは外国語だ”との社会の雰
囲気の中で、京都外国語大学に入学したのが昭和37年の春、およそ半世紀前のことである。
入学式当日、スカウトクラブの新入生勧誘の机の前に立った私は、その場で入部の申し込み
をした。それが私とスカウトとの出会いである。私にはスカウト経験がなかったが、当時の
クラブはその年の新入生が入って初めて 4 回生から 1 回生までがそろうというまさに草創の
時期であり、未経験の私でも「まあ入れておくか」ということであった。
　その年には、私の他に市田、小島、林の三君と岡田、村上の二嬢の 6 人が入部したが、後
に柳本君が加わり同期は 7 人となって以後卒業まで部活を共にした。交流は今も続いている。
クラブでの思い出は数え切れない。小豆島での新歓キャンプや入隊入団式。1 回生の夏にあっ
た御殿場でのアジア・ジャンボリーには国際部の奉仕隊として参加し、スカウト運動の国際
性を身をもって実感した。学業の合間（？）には野営訓練や養護施設への慰問、募金活動など
をおこなった。また、当時ボーイ（ローバー隊）の隊長であったチャカラバーティー先生の部
室で開かれた英会話教室は欠席が許されないほど厳しかったため、大学の正門から部室への
直行組であった私などは辟

へき

易
えき

していたものだった。それでも先生の人柄は接していて楽しく、
私が多少なりとも仕事で英語が使えたのはあのレッスンのおかげであったと感謝している。
　振り返れば、私の周りにはいつも真のスカウトといえる仲間がいた。その人たちと共に活
動する日々の中で私も触発され、鍛えられて大学生活を全うできたのだと思っている。母校
の不撓不屈の精神の下、真のスカウトたちと部活に明け暮れたあの日々の中で、今に至る私
の生き方の指針が定まっていたのだと思う。

スカウトクラブでの日々
昭和40年度　英米語学科卒　山田　勝明

入学式での募金を兼ねた新入部員勧誘（スカウト制服姿　右から谷、林、柳本、市田、筆者）
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トピック
教え子の安否気遣ってNZへ
京都外国語専門学校講師　カール・ノーメンセンさん

学園日誌　編集後記

「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。

森田嘉一理事長・総長
在京都ニカラグア共和国
名誉総領事を拝命

「今あらためて留学のススメ」

ナカバヤシ株式会社社長

辻村　肇さん

東日本大震災へのお見舞い

○フラメンコ同好会　○西高ラグビー部　

2011年（平成23年）度 学園の収支予算

◆発展への希望の光見た
　ニカラグア大使館でインターンシップ

○松田　武（学長）
○熊谷俊樹（国際交流部長）
○安達敦史（卒業生・新日鉄エンジニアリング）
○真鍋理人（英米語学科3年次生）
○的場　彩（英米語学科3年次生）
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　このたびの東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）
で犠牲となられた皆様に深く哀悼の意を表するとと
もに、被災された方、そのご家族・関係者の皆様に、
衷心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・
復興と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

　地震、津波の発生から 3 カ月近く経過しましたが、
被災されました皆様におかれましては、激甚なる被
害状況に加え、いまだ余震絶えず、さらには原発事
故による深刻なる避難および風評被害など、四重五
重の苦しさの中で、再生・復興を期し、懸命に頑張っ
ておられます。とりわけ憂慮すべきは、原子力発電
所の状況が予断を許さぬものであることでありま
す。事態の更なる悪化が回避されることを切に願っ
ております。
　申すまでもなく、このたびの大震災を国難ととら
え、私たち国民一人ひとり、全力を挙げて現下の困
難と取り組んでいかなければならない非常事態であ
ります。皆様と一緒に、この国難の時を乗り越えて

いきたいと強く存じております。

　本学園におきましては、震度 6 強以上または津波
（大津波）警報発令があった県の出身学生は、大学・
大学院・短期大学合わせて90人が在籍しております。
青森県 8 人、岩手県 6 人、宮城県11人、福島県11人、
茨城県14人、栃木県14人、千葉県26人、計90人の学
生およびその家族全員の無事が確認されておりま
す。しかしながら、残念なことに卒業生 2 人（共に
宮城県在住）が被災され、お亡くなりになられてい
ます（ 4 月30日調べ）。謹んでお悔やみ申し上げます。
　なお、本学におきましては、独立行政法人日本学
生支援機構が災害救助法適用地域に指定された地域
を基準に、被災在学生に対する支援（見舞金の給付、
学費の減免）ならびに被災新入学生（平成23年 4 月入
学生）に対する支援をおこなっております。ご心痛
のことと拝察いたしますが、お気軽にお申しつけく
ださい（詳細およびお問い合わせは本学学生部ま
で）。

地震、津波、原発により被害を受けられた皆様
謹んでお見舞い申し上げます



　本学園の森田嘉一理事長・総長が中米ニカ
ラグア共和国の在京都名誉総領事を委嘱さ
れ、4 月 9 日に駐日ニカラグア共和国サウル 
アラナ・カステジョン特命全権大使から任命
状を授与された。森田理事長・総長は在京都
メキシコ合衆国名誉領事も務めており、2 カ
国から名誉ある地位を委嘱されるのは極めて
異例。森田理事長・総長の名誉総領事就任に
伴い、在京都ニカラグア共和国名誉総領事館
が本学国際交流会館内に開設された。
　京都ホテルオークラでおこなわれた任命状
授与式には、駐日ニカラグア大使と大使夫
人のアナ パトリシア エルビール総領事のほ
か、本学の理事、評議員、教授ら約60人
が出席。両国国歌が流れた後、同大使
が挨拶に立った。
　同大使はまず、日本を襲った東日
本大震災へのお見舞いを述べ、「日
本がまれに見る災難に遭われた今、
親愛なる森田理事長・総長に名誉
総領事をお願いすることができた。
遠く離れた二つの国と国民が団結し、
心を結び合い、一つの国民として助け
合うきっかけにしたい」と語った。ちょう
ど地震の起きた日に首都マグアナで同国のダニエ
ル・オルテガ・サアベドラ大統領と会ったことに触
れ、「大統領も地震に心を痛められ、日本にとって
大きな闘いの時に任務を受けていただき感謝してお
られた」と大統領の謝意を伝達。さらに、「中南米
地域との学術交流など、これまで京都外国語大学と
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森田理事長・総長は貴重な貢献をされて
きた。今後も名誉総領事として、両国の
相互理解と友好のためいっそう寄与され
ると信じてやみません」と語り、大統領
が署名した任命状およびニカラグア共和

国の国旗と国章を森田理事長・総長に手
渡した。

　これを受けて、本学の松田武学長が祝辞に
立ち、「中米で最大の国の名誉総領事館を日本で

初めて本学内に開設する機会を与えられ感謝してい
ます。ニカラグアの豊かな文化と歴史を学ぶととも
に、文化や人物の交流を通して日本の文化が彼の地
に広く伝わることも喜びとしたい。両国が助け合い
ながら発展し、温かい交流が続くことを祈念します」
と述べ、参加者一同が乾杯の杯を挙げた。

人のアナ パトリシア エルビール総領事のほ
か、本学の理事、評議員、教授ら約60人
が出席。両国国歌が流れた後、同大使

　同大使はまず、日本を襲った東日

親愛なる森田理事長・総長に名誉
総領事をお願いすることができた。
遠く離れた二つの国と国民が団結し、
心を結び合い、一つの国民として助け
合うきっかけにしたい」と語った。ちょう

森田理事長・総長は貴重な貢献をされて
きた。今後も名誉総領事として、両国の
相互理解と友好のためいっそう寄与され

が署名した任命状およびニカラグア共和
国の国旗と国章を森田理事長・総長に手

渡した。
　これを受けて、本学の松田武学長が祝辞に

立ち、「中米で最大の国の名誉総領事館を日本で

森田嘉一理事長・総長 在京都ニカラグア 共和国名誉総領事を拝命
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　このあと開かれた午餐会で、森田理事長・総長が
「オルテガ大統領から名誉総領事を拝命したのは光
栄であり、感謝しています。ニカラグア共和国の日
本に対する期待をひしひしと感じます」と挨拶。「ラ
テンアメリカに関心を
持ったのは1950年代か
らですが、学生時代
にラテンアメリカ各地
を旅行したのに始まり
ます。以来、交流を重
ね、ラテンアメリカは
私の大切な精神的糧に
なりました。小旅行を
通じてニカラグアは極
めて豊かな自然に恵ま
れていて、人々もたい
へん親しみやすいことを知りました。特に、大使ご
夫妻との出会いは同国への関心と知識をより深める
契機になったと思っています。長い内戦を経験され
た人々の平和への熱い思いは日本人よりはるかに強
く、将来への明るい希望を感じます。いまニカラグ
アは復興と発展の時期にありますが、きっと素晴ら
しい成果を挙げられるでしょう。本学にはスペイン
語学科と京都ラテンアメリカ研究所があり、両国の
親善に大いに役立つと確信しています。今後、ニカ
ラグアへの関心を増大させていくのが何よりも本学
と私の責務と信じて、これからもいっそう両国民の
友好を進めていきたいと思っています」と名誉総領
事就任の決意を披瀝した。

　ついで本学園の堀川徹志
副理事長が「駐日ニカラグア
大使館は本学の学生をインター
ンシップとして受け入れてくださるなど、大使は親
日派というより親京都外大派と感じています。今後
も本学を愛してください」と会場を和ませて乾杯の
音頭をとった。
　出席者らの和やかな歓談が続く会場で、同大使
は「京都には何度も来ていますが、伝統のある日本

のシンボルともいうべ
き、この都市がとても
気に入っています。名
誉総領事館を拠点に、
フォーマルな外交だけ
でなく、アットホーム
な幅広い交流をしてい
きたい。ニカラグアは
海や湖、山など豊かな
自然に恵まれており、
観光にもぜひ来てくだ
さい。ニカラグアの大学

に日本学の講座を設けることも考えています。人々
の往来を活発にして実のある交流をしていきたいで
すね」と明るい親しみのある笑顔で友好を誓った。

　ついで本学園の堀川徹志
副理事長が「駐日ニカラグア
大使館は本学の学生をインター

森田嘉一理事長・総長 在京都ニカラグア 共和国名誉総領事を拝命
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　中央アメリカ最大の共和国。面積は約13万平方キロメー
トル（ほぼ北海道と九州を合わせた広さ。ヨーロッパのギリ
シャと同程度）で、人口約574万人。住民の約70%はメス
ティーソ（スペイン系白人とインディオの混血）で、残りはヨー
ロッパ系17%、アフリカ系9%、先住民4%。長く内戦が続
いた影響もあって人口の65%が25歳未満という。首都はマ
ナグア。公用語はスペイン語。宗教はカトリック。
　1502年にコロンブスの“発見”によってスペイン領となる。
1821年に独立宣言、その後グアテマラなどと中米諸州連合
を結成したが、連合崩壊後の1936年に完全独立した。独立
後は政権を掌握したソモサ将軍一族による独裁が続き、こ
れに抵抗する民衆との間で40余年にわたって内戦が続く。
1979年に左翼勢力のサンディニスタ民族解放戦線（FSLN）
による革命が成就したが、左派政権
を忌避するアメリカが介入して反政
府勢力コントラを支持、再び内戦に
突入した。1987年の中米和平合意
によって暫定停戦、国連監視下の大
統領選で当選したチャモロ政権下で
コントラの武装解除と解体がなされ、
ようやく内戦が終結した。現在のダ

ニエル・オルテガ・サアベドラ大統領はFSLNの系譜を引く
政治家で、内戦時にも大統領を務め、2007年に17年ぶり
に政権に復帰した。
　主要産業は、コーヒー、サトウキビ、バナナ、牛肉などの
農牧業。とくに葉巻やラム酒はキューバ産と並ぶ高級品と
定評がある。名目GDPは61億4900万ドル、1人当たりの
GDPは1070ドルと中南米における最貧国の一つだが、オ
ルテガ政権下でインフレの克服が進み、「飢餓ゼロ計画」など
の社会プログラムも推進されている。
　同国出身の著名人には、スペイン語圏最大の詩人とされ
るルベン・ダリオ、ラテンアメリカナショナリズムの英雄
で「自由な人々の将軍」と敬愛される詩人アウグスト・サン
ディーノ、1980 ～ 90年代にメジャーリーグで245勝を挙

げた豪腕投手のデニス・マルティネ
ス、80年代に3階級で世界王者と
なったボクシングのアレクシス・ア
ルゲリョらがいる。
　日本とは1935年に外交関係を樹
立、一時中断したが、1952年に外
交関係を再開した。在留邦人は約
150人。

ニカラグア共和国

　スペイン語学科 4 年次に在籍している青木大延さん＝写真＝は、
昨年 8 月 5 日から 9 月 3 日までの約 1 カ月間、インターンシップを
利用して東京・港区西麻布の駐日ニカラグア共和国大使館での就
業体験にチャレンジした。青木さんにとって中南米には忘れられ
ない国がある。ニカラグアの隣国、コスタリカである。高校時代

（名古屋市立名東高校）にAFSで 1 年間留学し、すっかりラテンファ
ンになったのだという。そして今回のインターンシップでニカラ
グアも同じくらい好きになった。ニカラグア大使館での主な実習

業務は、毎朝10時にアラナ大使から渡される英字新聞を読んで、ニカラグアに関連する記事、
あるいは日本の政治状況などを分析してスペイン語にまとめ、夕方に大使の添削、ヒアリング
を受け、再度提出し、大使の許可後、A 4 一枚の報告書としてニカラグア政府に毎日送るのが
日課。相当の英語力、スペイン語力が求められるが、同時に日本の政治、経済に精通する知識
も必要という。「大使は教育にすごく力を入れていることもあって、若者の教育には特に熱心。
気さくに何でも教えてくれる。語学指導までしてもらった」と青木さんは今ではすっかりニカ
ラグアファンである。期間中、総領事でもある大使夫人が帰国中だったこともあり、午後は大
使と同行し、催しに参加したり、日本の政治家と会ったり、思いもよらぬ経験もした。小国な
るがゆえとはいえ、こんな経験ができるのもアラナ大使の教育重視の明るい積極的な人柄によ
るところが大きい。土日が休日であっても大使とのメールのやりとりなど、かなりハードワー
クだったが、「外交の一端を見聞きでき、本当にラッキーだった」と青木さんは感謝している。

特 集

ベネズエラ

コロンビア

パナマ
コスタリカ

ホンジュラス
ベリーズ

キューバ

バハマ

ジャマイカ
ハイチ ドミニカ共和国

エルサルバドル
グアテマラ

メキシコ

ニカラグアマナグア

　スペイン語学科 4 年次に在籍している青木大延さん＝写真＝

発展への希望の光見
た

ニカラグア大使館で
インターンシップ
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外務省国際貿易・経済担当大使来学
理事長・総長に表敬訪問
　森田嘉一理事長・総長は、昨年12月10日、2010年日本
APEC高級実務者会合（SOM）議長を務めた中村滋氏の
訪問を受けた。同氏は本学で開催される「外交講座」の講
師として来学したもの。今後ますます重要となってくる
APEC（アジア太平洋経済協力）の話題を中心に、第一線
で活躍中の外交官の現況など、外交の分野においても幅
広い人脈を持つ森田理事長・総長と、周辺の積もる話に
至るまで和やかに懇談した。

日独交流150周年
　1861年 1 月24日、江戸幕府はプロイセン（現
在のドイツ）と修好通商条約を締結した。外
交における日独関係の始まりはこの日からだ
が、日独間の学術的、文化的交流はそれ以前
から続いていた。ドイツの学術的、文化的知
識は、鎖国の中では蘭学の名を借りて学ばれ
ていたが、外交における日独関係の始まりを
きっかけにより密接になり、やがて時代が変
わり明治政府が近代国家形成の過程で法律、
医学、科学など多くの分野でドイツを範とし
てからは、日本はさらに多くの影響をドイツ
から受けることになっていったのである。
　以来150年にわたり、日独両国間では、さ
まざまな交流や協力関係の密接なネットワー
クが構築されてきたのである。
　昨年10月より、日本全国で「日独交流150周
年」関連行事が展開されている。

イタリア統一150周年
　1861年 3 月17日、ヴィットリオ・エマヌ
エーレ2世がイタリア王国の成立を宣言した。
中世以来、イタリアは都市国家が分裂状態に
あったが、19世紀になると民族意識が高まり、
統一運動（リソルジメント）が活発化し、ガリ
バルディの活躍などにより、サルデーニャ王
国が中心となってイタリアの大部分が統一さ
れたのである。ちょうど日本の明治維新とほ
ぼ時を同じくして起きたイタリア統一運動リ
ソルジメントは、激動の時代として、イタリ
ア統一の歴史の上で重要な意味を持つ。
　「イタリア統一150周年」関連行事は、今年
3 月をピークに、イタリア国内で華やかに展
開されている。日本においては、「日本にお
けるイタリア2011年秋」と題し、全国でさま
ざまな行事が予定されている。

※福島の原発事故の影響により、ドイツ、イタリア両国の在日大使館が避難しています。当初の予定行事
　に変更が生じていますので、小誌には行事掲載を控えさせていただきます。

菅伸子総理夫人来学
講演前に理事長・総長と懇談
　 1 月29日、内閣総理大臣夫人の菅伸子氏が講演のため
に本学を訪れたのを機に、森田嘉一理事長・総長と親し
く懇談した。同夫人は「茶の湯」など京都文化への造詣が
深く、気さくな人柄もあって、森田理事長・総長と京都
への思い入れなどについて和やかに話した。昨年 8 月に
は菅直人総理が若者の雇用状況を把握するため、本学を
訪れ、就活の学生と対話した経緯もあり、短い時間であっ
たが、いっそう友好的な懇談となった。

150周年を祝う
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―近年の留学希望者の減少は全国
的な傾向といえます。本学に入学
したからには、在学中に留学した
いという夢を持っている人も多い
と思いますが、実情は本学でも留
学希望者は年々減少しており、外

国語大学としての活力が減退する
のではないかとの危惧を感じてい
ます。夢や目標を持って外国語大
学に入ってきて、自分のやりたい
ことも見つけずに、ただ目の前の
就職というレールに乗っていくだ
けでは後悔が残りそうな気がしま
す。そんな生き方から一歩踏み出
すための一つの方法として、今回、

「京都外大生の留学」を考えたいと
思います。

語学研修だけの
留学には疑問

―学長は大阪外国語大学を卒業な
さっています。どのような目標を
持って学生時代を過ごされたので
しょうか。
松田　高校時代に見た映画「太陽

「
今
あ
ら
た
め
て
留
学
の
ス
ス
メ
」

留学希望者減少
これからの京都外大生の留学とは
語学は基礎、もう一つ上を
さあ一歩踏み出そう

　出席者
◆松田　武・学長
◆熊谷俊樹・国際交流部長
◆安達敦史（英米語学科平成20年度卒業）
　ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）
留学。卒業後、神戸大学大学院国際協力研究科
修了。現在、新日鉄エンジニアリング㈱勤務

◆真鍋理人（英米語学科3年次生）
　ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）
に今秋、留学予定

◆的場　彩（英米語学科3年次生）
　ダブリンシティ大学に今秋、留学予定

留学希望者減少留学希望者減少
これからの京都外大生の留学とはこれからの京都外大生の留学とは
語学は基礎、もう一つ上を語学は基礎、もう一つ上を
さあ一歩踏み出そうさあ一歩踏み出そう

留学希望者減少
これからの京都外大生の留学とは
語学は基礎、もう一つ上を
さあ一歩踏み出そう

緊急
座談会
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にかける橋」が私の進路志望に大
きな影響を与えました。これは太
平洋戦争の最中、日本人外交官の
妻として日本に生きたアメリカ人
のグエン寺崎の原作で、映画に感
激した私は次に原書を読んで、あ
らためて「日米間の懸け橋になり
たい」と思ったものです。もう一
つは60年代の初めに赴任してきた
ライシャワー駐日大使の登場が私
に大きな影響を与えました。彼は、
ハーバード大学の日本史の教授で
あり外交官という二刀流の人間
だったわけです。そういう二刀流
の生き方がしたくて、私は専攻の
英語だけでなくて「アメリカ外交
史」を専門としました。
―相当な勉強家だったと聞いてお
りますが、どのような大学生活を

送られたのですか。
松田　この大学で一番になって、
東京には負けたくないという気持
ちでした。自分で英語の勉強法を
組み立て、4 年間でやることを 2
年でやろうと決意して実行しまし
た。ひとかどの人間になりたい、
そのために外の世界を自分の目で
見、自分の体で感じてみたい。入
学して 2 年目、サンケイ・スカラ
シップという留学制度に応募して、
ウィスコンシン大学に留学したわ
けです。語学研修のためだけの留
学には終わらせたくなかった。「英
語プラスα」の留学にしたい。そ
んな決意と実践の結果、残念なが
ら外交官にはなれませんでしたが、
現在、日米関係をはじめとするア
メリカ外交史の研究者として生き
ています。日米の橋渡しの役割の
一端を果たしてきたのではないか
と、多少の自負もあります。

議論に必要な知識を
身につける

安達　学長の「英語プラスα」のお
話は、全くその通りだと思います。
私は開発学が勉強したくてSOAS
に留学したのですが、最初の 2 カ
月はディスカッションの中に入っ
ていけず、案山子のような屈辱を
味わいました。日本人留学生は他
にもいたのですが、相談できず、

「どうして日本は高度成長を成し
遂げたのか、君はどう思うか」と
聞いてくるのです。私には経済の
知識がないから何も答えられない。
それが悔しくて猛勉強しました。
1 日の睡眠時間を 6 時間として、
残り18時間もある。できなかった
ら寝ないで勉強するつもりで日本
や海外の本を読み漁りました。大
学ではディスカッションする機会
が多くあり、成果を試す意味でも

議論に積極的に加わり、議論する
ことによって視野も広がるし、人
間としても成長することもできる。
語学だけの留学ではなく、何か
テーマを持って勉強して得た「プ
ラスα」は大きいと思います。
真鍋　私もSOASで開発学を勉強
するつもりで、今いろんな本を読
んでいます。貧困地域の生活実態
を知るにつれ、現在の日本の豊か
な生活が幻想に思えてきています。
それらの貧困国の実態こそ現実な
のではないかと･･･。聞きかじり
の薄っぺらな知識ではなく、自分
の意見ともいえるような知識を得
るためには、相当の本を読まなく
てはならないのですね。
―真鍋さんの勉強量、意欲をもっ
てすれば楽しみですよ。頑張って
ください。ところで、的場さんは
E.S.S.の部長ですよね。部活と勉
強、まさに二刀流（？）といったと
ころですが、それが学生の本分で
あり、当たり前とはいえ、なかな
かできないのが現実ですね（笑）
的場　私は奈良の田舎に住んでい
るので通学に 2 時間。通学時間は
睡眠にあて、授業の合間は図書館
にこもって勉強しています。コツ
コツやるタイプだと自分では思っ
ています。時間が限られています
ので、生活はタイトですが、勉強
する時間はつくろうと思えば、い
くらでもつくれると思っています。
―留学先にダブリンシティ大学を
選んだ理由について聞かせてくだ
さい。
的場　高校時代にアメリカ留学の
経験があり、そこで日本語教育に
関心を持ちました。ダブリンシ
ティ大学には日本語学科があるの
で、自分の目標に近づけるかなと
思い決めました。そして大学 1 年
の時に日本語教育のアシスタント



10 LOGOS  2011/5

でオーストラリアに 1 カ月行った
時に、向こうの学生と話をしてい
て、日本についてあまりにも知ら
ないことを痛感したわけです。恥
ずかしかったですね。日本の文化
など聞かれても答えられないし、
英語で不自由することはなかった
のですが、いろんな知識がないと
会話にならないし、議論もできな
い。英語だけでは、社会に出て通
用する人間にはなれないとつくづ
く思い知らされました。

必要な語学力は
在学中に

熊谷　「語学力だけでは不十分」だ
ということに早く気づいて、それ
ぞれ自分の目的を持って勉強して
ほしいですね。外国語大学の学生
は、語学一辺倒の勉強で満足して
しまいがちですが、それでは社会
で通用しません。語学は当然のこ

ととして、それ以外に何かが必要
です。「語学プラスα」を身につけ
た人材を養成するのが、本学の従
来からの目標かつ生きる道として
いますが、現実はそう簡単なもの
ではありません。そのためには、
学生に「やる気」を起こさせると同
時に、そういった若者を社会に送
り出すことこそが教師の使命だと、
もう一度強く再認識するなど、わ
れわれ教師の側もある種の「意識
改革」が必要ではないかと思って
います。
松田　私は日本においても米国に
おいても、良い先生に恵まれまし
た。そして、それらの先生の期待
を裏切らないように自らの努力を
惜しみませんでした。人間は何か
のきっかけで、人を驚かせるほど
変わる潜在能力を持っています。
動機付けさえすれば見違えるよう
に成長する学生を何人も見てきま
したから。いいきっかけを与える
ことが大切。そういう意味では、
先生の真価が問われているといっ
てもいいと思います。先生と学生、
そして職員との共同作業で活力あ
る大学をつくっていきたいと考え
ています。
―「語学プラスα」が話題になって
いますが、語学留学を全く否定し
ているわけではないですよね。
松田　もちろんです。ただ、日本
の学校では外国語が学べないから
外国に行くというのであれば、外
国語大学の学長として考えさせら
れます。少なくとも外国語大学で
は、留学しなくても在学中に語学
力が身につかないと存在理由を疑
われることになりかねませんから
ね。それは英語だけでなく、初習
言語にもある程度は言えると思い
ますよ。
真鍋　私は派遣留学が決まってか

ら、本学に来ている外国人留学生
と積極的に交流しています。話す
能力は、実際に外国人と話さない
と上達しませんから、自分から話
しかけています。いろんな国の留
学生と友達になることで、彼らの
考え方や、それぞれの国の文化に
ついても理解が深まります。留学
する前にキャンパスで擬似外国体
験ができる京都外大の環境をもっ
と自分で活かすようにしたら、意
識も「やる気」も変わってくると思
いますね。
安達　私はそもそも語学研修を目
的にした留学には反対です。留学
とは、外国で勉強するのに必要な
語学力を身につけた上での話だと
思っています。留学して何を学ぶ
か、語学研修以外の目的を持って
留学するのがこれからの京都外大
生の留学だと思っています。
熊谷　確かに英米語学科の場合は
そういうことも言えますが、英米
語以外の学科の場合は初習言語で
すので、語学研修のための留学も
あり得ると思います。いずれにし
ても、自分の目的に沿った留学と
いうのが本来の京都外大生の理想
の留学の姿です。大学側でも、そ
うした強い意志と意欲を持った学
生を送り出すようにすべきですし、
学生も、本学の派遣留学制度や奨
学金制度、国際交流協定大学など
の留学環境を積極的に活かして、
一歩踏み込んで勉強してほしい。
的場　私は 1 年次生の時の先生が
とても厳しい方で、1 時間半の授
業時間中、日本語を話してはいけ
ない、友達との話も英語でないと
駄目だと怒られました。1 年間そ
んな環境で授業を受けることがで
きたので、おかげで自然と英語の
力も上がってきました。とにかく
先生には感謝しています。

緊急座談会

松田学長

熊谷国際交流部長



11緊急座談会

安達　英語の力をつけるなら、た
とえば 1 カ月間昼夜問わず英語を
使い続けることです。誰でも必ず
上達します。要は英語に触れた総
時間なんです。留学している人よ
り長時間英語に触れていれば、日
本国内であっても留学以上の英語
力が身につけられると思います。
真鍋　私の周りにも私費で語学研
修のために留学をする人がいます
が、お金もかかり大変だと思いま
す。語学力を高めるだけなら、日
本でもやれることは多い。例えば、
外国人留学生に積極的に話しかけ
るのはもちろんのこと、派遣留学
をした先輩と知り合いになり、語
学力向上の方法を聞くとか、その
気になれば十分にパワーアップで
きます。私は安達先輩の話を聞い
て、留学をしようと思い、英語力
をアップさせてSOASに決めたわ
けですから、安達さんからの影響
を大いに受けたことになります。
安達　先生方の話はもちろん参考
にしてほしいと思いますが、年代
がより近い先輩の話には学生に
とってはかなり説得力があるとい
うことですかね。うれしいですね。
確かにSOASに行くためには高い
英語力が必要ですが、私は、一人
残 ら ず す べ て の 京 都 外 大 生 が
SOASに行けるポテンシャルを
持っていると思っているのです。

聞けば、真鍋さんは後輩に、「派
遣留学のための英語力アップ」と
いったレクチャーをしているそう
ですね。こういったことをどんど
んやって、学生のポテンシャルに
火をつける。結果、留学を希望す
る後輩が増えれば、大学の活力も
一段と出てくると思うんです。
真鍋　派遣留学といっても特別な
人だけが行くのではない。私は高
校時代、陸上部に所属し、近畿大
会で成績を残していたのですが、
学力が及ばず、受け入れてくれた
のは関東の大学 1 校だけ。入学し
て陸上部に入ったものの、私の力
では戦力外。結局、自信のあった

陸上でも落後して退学。その時の
英語の偏差値は38で、とても京都
外大に入れる学力ではありません
でした。一から勉強し直して、京
都外大に入学。最初の大学を退学
した時は人生の失敗と思いました
が、いま考えてみると派遣留学も
決まって、やり直して京都外大に
入学したことは、人生最善の決断
だったと思えます。誰でも、やろ
うと思えば、やれるということを
伝えたいですね。

留学先で
友達をつくる

松田　真鍋さんと的場さんは、こ
の秋からイギリスへ留学する予定

ですね。そこで老婆心ながらアド
バイスを一言。日本から外に出る
ということは、まず、自分自身を
客観的に見ることができるという
こと。自分がどういう人間である
かがはっきりわかります。そして、
自分を育ててくれた日本という国
と文化がはっきり見えてきます。
そんなメリットを最大限活かすた
めにも、できるだけたくさん現地
で友達をつくってほしい。その友
達を通して、その国の文化を教え
てもらうこともできます。何十年
も続く友達をつくる、それを望み
たいですね。
熊谷　学長がおっしゃるとおり、
留学で得るものは測り知れません。
しかしながら、留学希望者は全国
的に年々減少傾向にあります。
多々理由はあるでしょうが、外国
語大学の学生なら、一念発起、奮
起して留学のメリットを大いに活
かしてほしいと思っています。真
鍋さんも的場さんも、しっかりし
たテーマを持って、「英語プラスα」
を学ぶ自覚もあるので、意義ある
留学生活を送ってくれると信じて
います。帰ってきたら、安達さん
の影響を真鍋さんが受けたように、
今度はあなたがたの番、その留学
体験をぜひ在学生にしっかりと伝
えてもらいたいと思います。活力
あふれる大学にするためにも、期
待しています。真鍋さん

安達さん

的場さん



国際教養学科が
「軍縮セミナー」開催

　1月24日、国際教養学科が公開の
「軍縮セミナー」を開催した。会場と
なった11号館 2 階会議室には、北
朝鮮の核実験、イランの核計画な
ど核拡散危機への関心が集まる中、
本学学生のみならず他大学や一般
市民ら約120人が参加し、第一線で
活躍の専門家の話に耳を傾けた。
基調講演には京都大学名誉教授の
香西茂氏が「東アジアの安全保障
と軍縮」と題し、続いてパネルディ
スカッションでは大阪女学院大学教
授の黒澤満氏、広島市立大学教授
の水本和実氏、京都大学教授の浅
田正彦氏、産経新聞編集委員の久
保田るり子氏の4 人が登場し、それ
ぞれの立場で軍縮問題を解説した。

相互理解から始まる平和と発展
元文化庁長官の青木氏が講演
　1 月21日、大学院外国語学研究

科主催の講演会が 1 号館 7 階小
ホール（R171）で開催された。講
師は元文化庁長官の青木保氏（青
山学院大学大学院特任教授）。演
題は「グローバル化の中の異文化
理解と日本」。グローバル化と情
報化が激しく進む今日、「外国語
大学の使命は大きい。異文化・他
者との相互理解のために言語習得

を」と熱いメッセージ。自ら従事
したアジア、ヨーロッパそしてア
メリカ各国における人類学・文化
政策・文化交流のフィールドワー
クを紹介し、相互理解を深めてい
くため、文化や言語を異にする人
たちと出会って、共に仕事をし、
協力し合うことの大切さを強調し
た。

菅伸子総理夫人が来学
「茶の湯と私」と題し文化講演
　1 月29日、森田記念講堂におい

て「異文化間就業力の育成」シンポ
ジウムが開催され、菅首相夫人の
伸子さんが「茶の湯と私」と題し講
演した。昨年 8 月に菅直人総理が
若者の雇用状況を把握するために
来学した経緯や、市民に公開した
こともあって会場はほぼ満員。一
般市民、学生含め約800人の聴衆
で膨れ上がった。講演後、伸子夫
人も加わり、『伝統文化と異文化
の包摂』をテーマにパネルディス
カッションがおこなわれた。

赤染晶子著『乙女の密告』読む
大学院主催の読書会

　11月28日、大学院主催（本の
虫プロジェクト・国際言語平和研
究所共催）による「読書会」が11号
館 2 階会議室で公開講座として開
かれた。対象作品は、2010年芥
川賞受賞の赤染晶子著『乙女の密
告』。赤染さんは1997年ドイツ語
学科の卒業生。作品は、本学の言
語コミュニケーションの場を舞台
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映画「太平洋の奇跡」から学ぶ
竹野内豊さんら迎え
学長が特別授業

　1 月26日、1 号館 7 階小ホール
（R171）において、映画「太平洋の
奇跡」の公開を前に主演の竹野内
豊さんと平山秀幸監督、スペシャ
ルナビゲーターの辛坊治郎さんを
迎え、松田武学長自ら特別授業を
おこなった。映画を通して学生に
戦争と平和について考
えてもらうのが狙い。
壇上の世界地図を背に
松田学長（アメリカ外
交史）は、「歴史とは現
在と過去との対話であ
り、歴史認識によって
解釈はさまざま」など、
日本が太平洋戦争開戦
へ向かった情勢を概論

した。続いて、約200人の学生が
注目する中、竹野内さんと平山監
督が後方から登場。撮影や役作り
の苦労話など、戦争という重い
テーマと取り組んだ感想を未来へ
の希望を込めてそれぞれ語りかけ
た。授業の終わりには学生全員と
折り鶴を折り、未来への希望を託
した。竹野内さんと平山監督はサ
イパンに行き、折り鶴を慰霊碑に
捧げるという。
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仏検2級に合格！！
2年次で卒業時の到達目標クリア
　本学フランス語学科 2 年次生 5 人
が、昨年秋に実施された仏検（実
用フランス語技能検定試験）におい
て、学科が定める卒業時の到達目
標仏検 2 級合格を果たした。2 年次
生で5 人もの仏検 2 級合格者を出し
たのは近年にない好成績。その中の
一人、岩尾祐理さん（大阪国際大
和田高校出身）は、1 年次の時に
仏検の5 、4 、3 級にほぼ満点で合
格、さらに2 年次では春に準 2 級、
秋に2 級の実力を手にした。2 年次
春の準 2 級は全国の受験者の中で
も特に優れた成績で合格し、平成
22年度仏検成績優秀者に選ばれて
いる。

最優秀ベネンシアドールに
日本語学科の清木千里さん

　スペインバーでのアルバイトを
通じてシェリー酒の奥深さに魅せ
られた日本語学科の清木千里さん
が2010年 9 月におこなわれたベ
ネンシアドール公式称号資格認定
試験で「最優秀ベネンシアドール」
の称号に輝いた。ベネンシアドー
ルとは「ベネンシア」と呼ばれる細
長いひしゃくを使ってシェリー酒
を樽からくみ出し、グラスに注ぐ
優れた技術を持つ人。認定試験に
は全国から150人以上が受験し、
筆記・利き酒・実技の厳しい審査
の結果、最優秀の称号を与えられ
たのは清木さんの他にもう一人だ
けだった。

宣教師や外交官らの著述で探る
ポルトガルとの交流展ひらく

　日本・ポルトガル修好通商条約
150周年を記念して11月22日から
27日、本学国際交流会館で「鎖
国期をはさんだポルトガル人の日
本研究」展が開かれた。本学付属
図書館が所蔵するイエズス会の書
簡集や明治から昭和初期に外交官
や作家として活躍したモラエスの
著作など38点を公開した。

に『アンネの日記』との関わりで自
己の在り方を問うたもの。「読書
会」は三部構成で、第一部にはジェ
フ・バーグランド氏（英米語学科
教授）、西田朋子氏（読売新聞記者）、
松本愛咲氏（博士課程英米領域）の
各氏がそれぞれの視点で『乙女の
密告』を論じた。第二部では、長
濱拓磨氏（日本語学科准教授）、下
村喜八氏（ドイツ語学科教授）、竹
原庸喬氏（博士前期課程ヨーロッ
パ・ラテンアメリカ地域）、栗山
牧子氏（博士前期課程ヨーロッパ・
ラテンアメリカ地域）の各氏が、『ア
ンネの日記』との関わりを中心に
意見発表をおこなった。第三部で
は、コーディネーターの元山千歳

氏（英米語学科教授）と司会の中西
久実子氏（日本語学科准教授）を加
え、参加者30人全員での討論を
おこなった。

外国語弁論大会の入賞者
　■第46回全国学生スペイン語
弁論大会（11月 7 日）▽第 1 部（ス
ペイン語圏の国での滞在期間 6 カ
月未満、7 大学10人参加）1 位・辻
亜弓、▽第 2 部（スペイン語圏の
国での滞在期間 6 カ月以上、6 大
学 9 人参加）1 位・田中雄大　2 位・
瀧川広美　3 位・金野摩耶■第42
回全日本学生フランス語弁論大会

（11月13日、9 大学21人参加）▽京
都外国語大学総長・APEF賞　濱
谷倫衣▽駐京都フランス総領事賞
　森洋輔▽関西日仏学館長賞　岡
本大樹■第28回全日本学生ポル
トガル語弁論大会（11月27日、9
大学16人参加）▽京都新聞社賞　
辻祐司■第24回全日本学生中国
語弁論大会（11月27日、12大学29

人参加）▽京都外国語大学総長賞
　橘美恵▽中華人民共和国駐大阪
総領事館教育室賞　庄真理子▽京
都商工会議所会頭賞　佐々木萌■
第11回全日本学生ドイツ語弁論
大会（12月 4 日、17大学26人参加）
▽ドイツ連邦共和国総領事賞　谷
村侑真▽京都外国語大学総長賞　
姜旻京▽三修社賞　天野志保■第
4回全日本学生イタリア語弁論大
会（12月11日、8 大 学19人 参 加 ）
▽在日イタリア大使賞　石井ここ
ろ▽イタリア文化会館賞　三好あ
かね■第14回全国高校生中国語
スピーチコンテスト（12月11日）
初級部門（18高校25人参加）、中
級部門（13高校16人参加）■第 4
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18日、7 大学 1 専門学校
10組参加）▽英文毎日杯 2 位　真
鍋理人・林広祥　※各弁論大会上
位入賞者の氏名は本学学生のみ記
載
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外務省の大使を招き外交講座
　12月10日、外交講座が171教室
でおこなわれ、外務省の国際貿易
･経済担当大使で、2010年日本
APEC高級実務者会合（SOM）議
長を務めた中村滋氏が「2010年
日本APECについて」と題して講
演した。中村氏は、2010年APEC
についての論点や成果などを解説、
さらに今後アジア太平洋地域のコ
ミュニティー形成に積極的に貢献
する日本の姿勢などについて話し
た。

言語と平和セミナーで
NHK解説委員が講演

　12月21日、言語と平和セミナー
「地政学から見た日米同盟～北東
アジアの緊迫と日本」が941教室
であり、NHK解説委員の秋元千
明氏が、地政学の観点から見た国

メキシコの歴史と現在を考える
ラテンアメリカ研究講座

　12月2・3
日、ラテン
アメリカ研
究講座が開
講され、メ

キシコ大学院大学の教授陣が参加
し、「メキシコの歴史と現在を考
える」と題したシンポジウムがお
こなわれた。ミゲル・ルイスカバー
ニャス駐日大使を招き、「メキシ
コ史の回顧と展望――400年の日
墨関係」と題したパネルディス
カッションもおこなわれた。

異文化間就業力の育成
元外務事務次官ら招きシンポ
　「異文化間就業力の育成」シンポ
ジウムが12月11日、森田記念講
堂で開かれ、約200人学生らが参

際情勢について話した。秋元氏は
「日本を中心にした地図ばかり見
ていると、世界観を読み誤る可能
性がある」と語り、世界の中の日
本の存在を客観的に見るために、
地図をいろいろな方法で見るよう
に呼びかけた。

京フィル招き、新春コンサート
　第40回教
養講座は 1
月18日、京
都 フ ィ ル
ハーモニー
室内合奏団
を招き、森
田記念講堂
で新春コン
サートとし

て開かれた。島崎政子さんの歌曲
独唱＝写真＝をはじめ、ポピュ
ラーや日本民謡を交え多彩なス

加した。松田学長のあいさつに
続いて、元外務事務次官の谷内
正太郎氏が「アジア太平洋時代
の日本外交」について基調講演
の後、池崎宏昭キャリアサポー
トセンター長のコーディネー
トにより「多国籍人材との協働」
をテーマにパネルディスカッ
ションがおこなわれた。

テージを展開。森田嘉一理事長・
総長夫妻も来場し、約800人の市
民、学生とともに楽しんだ。

国際交流餅つき大会開く
　本学と京都西ロータリークラブ
共催の「第 1 回京都外大国際交流
餅つき大会」が 1 月30日、11号
館ピロティで開かれ、留学生や地
域の小学生、父母など200余人が
参加。石臼と杵を使って餅つきを
楽しみ、つきたての餅を味わった。
当日は、門川大作京都市長、藤田
裕之右京区長も参加し、参加者と
交流した。

人権週間
音楽や劇で啓発活動

　人権週間の12月 4 日から10日、
本学でも人権啓発行事を展開。今
年は音楽や劇など多彩な活動が目
立った。6 日には学生、教職員が
音楽を通して「愛」
と「世界平和」を
願う「International 
Love and Peace 
Concert 2010」が

741教室で開かれ、11組27人が出
演、世界の歌や踊りを披露し音楽
の力で人権の大切さをアピールし
た。7 日には、劇団「Dream　ユ
ニット・アンサンブル」による公
演「私の国際協力」が741教室でお
こなわれ、本学の学生が熱演した。

公演終了後には、
パ ネ ル デ ィ ス
カッションをお
こない活発な意
見交換をした。
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　私たちフラメンコ同好会GIRASOLは、少人数ではあ
りますが、日々、一生懸命練習しています。
　週に3回の放課後の練習と、1回のミーティングが主
な活動です。六月祭や外大祭での発表に向けて、練習を
おこなっています。学外での活動も多く、昨年度もいろ
いろなイベントに出演させていただきました。地域のお
祭りや、京都学生祭典、他大学のフラメンコサークルな
どとも交流しています。学外でのイベントでは特に、毎
年夏に三重県スペイン村、パルケエスパーニャでおこな
われる「セビリャーナス」（踊りの一種）コンテストに力を
入れています。このコ
ンテストで賞を取ると
いうことも私たちの目
標の一つであり、それ
に向かってみんなで何
度も練習を重ねている
こともあり、とても大

　私たちラグビー部は現在、3年生10人、2年生8人、1
年生12人の総勢30人の部員で活動しています。新チー
ム初の公式試合が先日あり、目標としていたブロック決
勝進出が達成できず悔しい思いをしましたが、心機一転、
自分たちのプレーで何が足りなかったかを確認すること
から次の一歩を踏み出しました。まずは基礎体力やメン
タル面などを改めて各自が意識して練習をおこなうこと
と、これからの課題である体力づくりやチームでの組織
ディフェンスやアタック練習を努力すること。この二つの
トレーニングが勝利につながると確信しているからです。
　本校のラグビー部は京都府では10年以上シード（ベ
スト8以上）ですが、毎年強豪校に当たると惨敗して悔
しい思いをしています。この悔しさを決して忘れずに、
少しずつチーム力は積み上がっていると思います。少人
数の部員たちはまじめに練習し、部員同士の人間関係は
良好で、とても仲が良いです。新学期からは新入生部員
も加わり、今まで以上に目標を持って練習するよう心掛

きな達成感を得
ることができま
す。
　フラメンコを
よく知らないと
か、見たことの
ないという人も
多いと思います
が、私たちは少しでもフラメンコを身近に感じてもらえ
るようにしたいと思っています。そのためにも、たくさ
んの方々に踊りを見ていただきたいのです。フラメンコ
の衣装で歩いていると、いろいろな方から話しかけられ
たりしますが、それをきっかけにフラメンコに興味を
持っていただけたらいいなと思います。
　どこかで私たちを見かけたら、ぜひ声をかけてくださ
い。日々努力していきたいと思っていますので、これか
らもフラメンコ同好会をよろしくお願いいたします。

けて、「今はタックル練習を重点的に」とか、チームワー
クを重視して」など、全員が意識を持った練習をしたい
と思います。
　部員全員がラグビーを本当に大好きだからこそ、しん
どい練習も乗り切れるのだと思います。京都外大西高等
学校の建学の精神である「不撓不屈」の精神で、秋の全国
大会京都府予選では決勝進出を目標に全部員で努力し、
チームワークを高め成長したいと思います。

フラメンコ同好会

西高ラグビー部

情熱の踊りをもっと身近に

チームワークを高め成長チームワークを高め成長
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常に挑戦者の心忘れない
“フエルアルバム”も“フランクリン・プランナー”も

　長年製本と手帳製造を業としていた大阪の会社が
1968年、アルバム台紙を自由に増やせる“フエルア
ルバム”を発売した。価格が手頃なコンパクトカメ
ラのCMが流れ、カメラが広く普及し始めた時代だ。
フエルアルバムはそんな時代の嗜好に応えて大ヒッ
ト、商品の機能をストレートに伝える商品名として
も時代を画した。地味な中堅企業は一気に成長路線
に乗り、東証・大証一部上場の大企業に育った。朝
日放送の人気番組『新婚さんいらっしゃい！』のスポ
ンサーを40年以上続けていることでも知られる。
　辻村肇さんがナカバヤシ株式会社に入社したのは
1976年 4 月。「世界を飛び回りたいという夢もあっ
て…」と最初は輸出部を希望したが、デスクワーク

が中心で、「あこがれの東京を駆け回りたいという
思いもあり、営業職に転じた」という。以来、一貫
して営業部門で活躍してきた。社長に就任した今も
営業統括本部長を兼務している。東京と大阪の 2 本
社制をとっているため、毎週 1 泊 2 日の来阪で、残
りは東京暮らし。まさに東奔西走の日々だ。
　社の原点である図書や資料の修理・修復と製本事
業は今も大切にしており、有名国公私立大学をはじ
めとする全国の大学図書館と取引をいただいている
とのこと。日本を代表する大手企業が、顧客などに
贈る法人手帳のシェアでは日本一。アルバム関連で
は、インターネット時代に対応したフエルフォト
ブックが主力製品だ。そのほかシュレッダーなど環
境事務機器、チャイルドシートや歩行補助車など福
祉用具の開発・販売、物流、人材派遣など業種は多
様に広がっている。
　いま辻村さんが最も力を入れているのが、第四世
代のシステム手帳「フランクリン・プランナー」の普
及である。全世界で2000万部を超えたというス
ティーブン・R・コヴィー博士の著書『 7 つの習慣』
のコンセプトを手帳に盛り込み、時間管理と自己啓
発に資する手帳の販売である。「昨年、米社から事
業譲渡を受けフランクリン・プランナー・ジャパン
を創設しました。『７つの習慣』はビジネス書として
超一級であるだけでなく、自己啓発について有益な
示唆に富んでいます。ぜひ一読され、うちの手帳も
多くの人に使ってほしいと思っています」と力を込

ナカバヤシ株式会社社長

辻村　肇さん

来日パーティーでコヴィー博士（左）と
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辻村　肇（つじむら・はじめ）1953年11月4日生まれ。大阪府岸和田市出身。大阪府立和泉高校を経て京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科（現・スペイン語
学科）へ。卒業後ナカバヤシ株式会社に入社。2004年執行役員DFカンパニー長に就任以後、取締役、常務、専務を歴任し、2009年に代表取締役社長兼営業統括本
部長。日本通信紙（株）社長、仲林（寧波）商業有限公司董事長、フランクリン・プランナー・ジャパン（株）社長を兼務する。長女は結婚し、さいたま市の自宅には妻と二女。

める。
　京都外国語大
学時代の辻村さ
んは、学業もそ
こそこに遊びと
アルバイトに明
け暮れ、岸和田
の実家から通っ
ていたので部活
の時間もなかっ
た、という。「ま
あ、ミナミやキ
タに立ち寄る時
間はあったけれ

ど」と、苦笑交じりに振り返る。いま中国・寧波に
ある現地法人の董事長（社長）も務めており「中国語
もやっといたらと…。後悔先に立たず、ですね。た
だ、どういうわけか英会話の成績だけは優でした。
なかでもフリガレ先生には『パブロ』と呼ばれ、かわ
いがってもらった。レスポンスの早さが評価された
のかな」。そんな学生時代の中でも今も鮮明に覚え
ている一コマがある。夏休み、ルイジアナ州立大学
へ留学した友を訪ねてアメリカに行った際、シール
ビーチ（カリフォルニア）で知り合った子供と楽しく
過ごした。十分に理解できなくても、とりあえずレ
スポンスする。一歩踏み出してしゃ
べる。打ち解ける。心を開く。引い
ていてはダメ、というのが辻村さん
の一貫した生き方でもあるようだ。
　そんな機敏で積極的な姿勢は東日
本大震災でも発揮された。新潟回り
でトイレットペーパーなど救援物資
をトラックでいち早く仙台営業所に
送り、被災した顧客へ早いタイミン
グで届けた。社員の通勤の足にと愛
用の自転車も届けた。辻村さんは 4
台の自転車を所有する自転車マニア
で、深夜に東京本社からさいたま市

の自宅まで 2 時間近くかけて帰ったこともあるとい
う。
　趣味は自転車の他にスポーツ観戦。特にサッカー
好きで、自宅に近い大宮アルディージャのゲームに
はよく足を運び、オレンジのレプリカユニフォーム
を着て大声で応援するそうだ。「20歳になる二女も
熱くて、一緒に行って応援しています」とのこと。
また、同社の生産子会社がある島根県を本拠とする
ｂｊリーグの島根スサノオマジックとはスポンサー
契約を結んでおり、「先日も西京極で、スサノオと
ハンナリーズの試合を見てきました。忙中閑、楽し
い時間でしたよ」――。
　「私の思い入れで、今年春には 3 人の中国人留学
生を採用しました。彼らは違ったカルチャーを持っ
ていて、真面目で、自己主張が強い。そんな人材が
加わることで、社内に新しい風が吹き込むことを期
待しているんです」と辻村さんは言う。「彼らにくら
べ日本の学生はおとなしい。少し物足りないと思う
こともある」そうだ。「ノープレー、ノーエラーでは
何も生み出すことはできない。常に挑戦者の心を
持ったオンリーワンに」というのが辻村さんが期待
する若者像であり、同社が求める人材でもある。イ
ンターナショナルな企業を目指し、今年の入社式で
辻村さんは英語でスピーチした。「評判？　良かっ
たということにしておいてください」と笑った。

学生時代にアメリカで（中央が本人）

大阪本社1階のショールームで
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　当学園の平成23年度収支予算
が、平成23年 3 月23日開催の評
議員会に諮問され、同23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、76億 2
千 5 百万円です。
　消費支出予算額合計は、75億 8
千 2 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23年度の帰属収入合計は
76億 2 千 5 百万円余となっており、
前年度に比べて 2 千 3 百万円余の
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、63億
4 千 5 百万円余を計上しています。
手数料は入学検定料が主なもので、
過去の実績や他学科他大学との
併願状況などを分析のうえ、1 億
6 千 7 百万円余を計上しています。

寄付金は過去 3 年の決算実績を参
考にして計上しています。補助金
は前年度の国と地方公共団体等の
補助金実績や、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
支払う借入金利息について文部科
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 百万円余を見込ん
でいます。資産運用収入は定期預
金、社債・仕組債・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
入は生涯学習講座の収入を計上し
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、1 億 8
千 6 百万円余を計上しています。
　この帰属収入合計から基本金組
入額合計 2 億 9 千 5 百万円余を差
し引いたものが、消費収入の部合
計で73億 3 千万円余となっていま
す。

　平成23年度の消費支出の部合
計は75億 8 千 2 百万円余となり、
前年度に比べ 2 千 7 百万円余の増
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、48億 4 百万円余を計
上しています。前年度と比べ 6 千
5 百万円余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 4
百万円余を計上しており、前年度
に比べ 3 千 7 百万円余増加してい
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、6 億 9 千 4 百万円
余を計上しています。前年度に比
べて 3 千 5 百万円余の減少となっ
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
出で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、
武道体育館建設とカレッジレジデ
ンスB棟建設に伴う借入金の利息
です。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、第 3 号基本金は奨学金として

消費収支予算書における
帰属収入の概要

2011年（平成23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，
0.2％
14百万円

その他，6.2％
472百万円補助金，10.4％

794百万円

学生生徒等納付金，83.2％
6,345百万円

人件費，63.4％
4,804百万円

教育研究経費，
26.4％

2,004百万円

管理経費，
9.2％

694百万円

その他，0.6％
53百万円

借入金等利息，
0.4％
27百万円

帰属収入
100％

7,625百万円

消費支出
100％

7,582百万円

〈消費収入の部〉

〈消費支出の部〉
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保持し運用する資産の額、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、すなわち運転資
金です。これらが基本金組入額と
なり、合計 2 億 9 千 5 百万円余を
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。前受金
収入は平成24年度の学生生徒等
納付金について、平成23年度中
に収入として受け入れる額を過去
の実績等を参考に計上しています。
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 号館建設費用と武道体
育館建設費用の借入金の元金返済
分で、前年度に比べ 2 千 2 百万円
余増額しています。施設関係支出
と設備関係支出は事故防止・危険
回避等の緊急度や教育研究上必要
性の高いものを優先して整備する
予定です。主なものには、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、
教室等の照明器具・エアコン取替
による教育環境整備費などを計上
しています。施設関係支出は前年
度と比べ 1 千 4 百万円余の増加と
なり、設備関係支出は 4 千 6 百万
円余の増加となっています。資産
運用支出は、第 3 号基本金引当特
定預金に 5 千万円の組入を行って
います。

　平成23年度収支予算は消費収
支予算書において帰属収支差額
はプラス 4 千 4 百万円余を計上し、
資金収支予算書では、（ハ）の当年
度資金収入合計90億 3 千万円余、

（ニ）の当年度資金支出合計88億 9
千 1 百万円余で、当年度資金収支
差額 1 億 3 千 9 百万円余の増収と
なっています。
　平成23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。
　こうした厳しい環境下にあって、
われわれ教職員は、学園の収入の
大半が、学生生徒等納付金、補助
金等の公共性の高い収入に依存し
ていることに留意して、財源の確
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。

資金収支予算書

（平成22年度は補正後の予算額）

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23年度　平成22年度　増　　減 科　　　　目 平成23年度　平成22年度　増　　減

6,345,357
167,412
14,149
793,504
89,290
29,342
186,299

0
2,069,705
1,649,659
2,314,443

9,030,274

4,502,923

13,533,197

6,305,115
184,037
17,881
736,671
69,280
27,953
260,613

0
2,082,192
2,065,383
2,314,457

9,434,668

4,348,912

13,783,580

40,242
16,625
3,732
56,833
20,010
1,389
74,314

0
12,487
415,724

14

404,394

154,011

250,383

4,749,678
1,636,951
633,320
26,840
139,580
95,103
149,952
1,369,470
603,197
50,000
562,804

8,891,287

4,641,910

13,533,197

4,743,730
1,599,873
676,356
28,242
117,830
81,438
104,241
1,767,630
630,674
80,000
549,357

9,280,657

4,502,923

13,783,580

5,948
37,078
43,036
1,402
21,750
13,665
45,711
398,160
27,477
30,000
13,447

389,370

138,987

250,383

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23年度　平成22年度　増　　減 科　　　　目 平成23年度　平成22年度　増　　減

6,345,357
167,412
14,149
793,504
89,290
29,342
186,299

7,625,353

295,055

7,330,298

6,305,115
184,037
17,881
736,671
69,280
27,953
260,613

7,601,550

235,679

7,365,871

40,242
16,625
3,732
56,833
20,010
1,389
74,314

23,803

59,376

35,573

4,804,246
2,004,048
694,452
26,840
2,000
50,000

　

7,581,586

251,288

4,739,637
1,967,384
729,036
28,242
10,000
80,000

　

7,554,299

118,428

64,609
36,664
34,584
1,402
8,000
30,000

　

27,287

62,860

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

ま と め
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　母校・京都外大の派遣留学制度
を利用して留学していたアメリカ
で、フィンランド人の主人と知り
合ったことがこちらに住むきっか
けになりました。大学卒業後、1
年間高校で英語教師として働いた
後、結婚しフィンランドへ。移住
して 4 年目になる現在は、地元の

大学センターで日本語教師として、
また教壇に立っています。
　こちらで日本語を教えていて感
じるのは、フィンランド人の日本
に対する関心の高さです。漫画、
アニメ、J-ROCKをはじめとした
日本のサブカルチャーは若い人た
ちを中心に人気がありますし、お
寿司などの日本食レシピ、日本画
の展覧会など、テレビや新聞、雑
誌でも、日本に関する話題を頻繁
に見かけます。
　日本でも最近、マリメッコや
イーッタラなど、北欧・フィンラ
ンドデザインが人気だと聞きます。
遠く離れている国同士なのに、お
互いの文化にひかれ合っているの
は、不思議で素敵なことだと思い
ます。その二つの国をつなぐお手
伝いを、日本語教師という仕事を
通じてできるということは、大き
な喜びです。
　3・11の震災後、フィンランド
赤十字社が日本・リビアのための
共同募金をおこなっていたので私
も参加してきました。私には小さ
な子供がいるのでほんの数時間ほ
どしか募金活動はできませんでし

たが、その短い間にもひっきりな
しに多くの人たちが募金をしてく
れ、同時に「がんばってね」「困っ
たときはお互いさま」と励ましの
メッセージも残してくれました。
日本から遠く離れた小さな町でも、
日本のことを心配し、応援してく
れている人たちがいます。彼らの
気持ちが、日本で頑張っている
方々を少しでも励ますことができ
ればと思い、手記の最後に記しま
す。

2005年度英米語学科卒
西村サヒ　教

（フィンランド・ポリ在住）

　 3 月26日、校友会上海支部の 3 月例会を開きました。例
会に先立ち、このたびの東日本大震災に触れ、被災された
日本の方々にお見舞いを申し上げました。併せて、参加者
に地震による被害などを聞きましたが、大きな影響を受け
た方はおられなかったようです。いずれにしても、一刻も
早い復興を祈りたいものです。
　ちょうど人事異動の季節。一部の会員は上海を離れます
が、その代わりに新しい会員が加わり、顔ぶれは違います
が、年代、職業を超えて同窓生はいいものです。
　 3 月例会の参加者は22人。それに今回は上海の大学に留
学中の学生が加わってくれ、いっそうにぎやかな例会にな
りました。平均年齢がグッと下がり、以前は「おやじの飲
み会」的だったので、今までにない華やかな雰囲気の中、

時間を共有できたと思います。
　今回、留学生が参加してく
れたのは、昨年から年 4 回ほ
ど、私の事務所に来ていただ
き、簡単な中国事情の勉強会
を開いているのがきっかけです。将来、中国と何らかの関
係を持って仕事をしてくれる彼らに、わずかばかり手助け
をしたいと思って始めた勉強会。今回は「今の中国って？

（経済、貿易の面から）」をテーマに話しました。役に立て
ればいいのですが…。
　上海支部では、これからも卒業生に現役の留学生を加え、
交流を深めていきたいと思っています。

（校友会上海支部長・池田　稔）

校友会上海支部、留学生も参加して3月例会開く

日本語教師として
国つなぐ手伝いを
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友達もホストファミリーも日本好き
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
（2011年1月～12月）

明和　知佳

　ニュージーランドに来て 1 カ月
がたち、学校にも生活にも慣れて
きました。私は小さいころ海外に
住んでいたことがありましたが、
全く記憶がないので、ここが自分
にとって初めての海外でした。
　来る前は、少し緊張や不安もあ
りましたが、今では楽しい学校生
活を送っています。授業はとても
楽しくて、日本人以外の友達もた
くさんできました。最初は周りが
すべて英語で、自分の英語が通じ
なかったり、間違った英語を使っ
て誤解されたりもしました。友達
が話していることがわからなくて

かったです。
　まだニュージーランドに来て 1
カ月しかたっていないので、わか
らないことも多いですが、ここで
しかできないことを自分から進ん
で経験して、悔いが残らないよう、
充実した 1 年間にできたらいいな
と思います。

嫌になったこともありましたが、
わかりやすく言い換えてくれたり、
ジェスチャーで教えてくれたりし
ていくうちに、だんだんわかるよ
うになり、英語で会話するのが楽
しくなってきました。
　授業はもちろんすべて英語です
が、先生がわかりやすく教えてく
れるので、少しずつついていける
ようになりました。友達
のほとんどが日本に興味
を持ってくれているので、
これからお互いの国の文
化などを教え合えたらい
いなあと思います。
　ホストファミリーも日
本の文化が好きで、よく
休みの日に日本食を作っ
てあげたりします。この
前の誕生日は盛大に祝っ
てもらい、すごくうれし

得たものは英語だけじゃない！
国際文化コース2年A組

カナダの交流校エドワード・ミルン高校へ
（2010年9月～ 2011年8月）

中原　麻理奈

　カナダに来て半年。こちらに来
た当初は「まだ 1 カ月しかたって
ない！」と、とても長く感じた時
間も、今では早く感じ、1 年間と
いう期間が一瞬のように思えます。
以前は「帰りたい」
と言っていた自分
が、今は「帰りた
くない！」と思え
るくらいに毎日を
楽しく過ごすこと
ができるようにな
り、カナダに来て
本当に良かったと
思います。
　 い ま 私 が い る

「エドワード・ミ

の子は笑顔で喋り返してくれまし
た。その時、「日本人のように待っ
ていても向こうから喋りかけてく
れるわけじゃない。自分から積極
的に行動しなければいけない」と
実感しました。今では留学生だけ
でなく、たくさんのカナダ人の生
徒とも友達になることができ、最
初はつらいと思っていた学校も、
毎日が充実しています。
　このカナダ留学で得たことは英
語だけでなく、人とのコミュニ
ケーションの取り方や文化の違い
など、ここに来たからこそ学べた
ものはたくさんあります。私は今、
本当に良い経験をしていると思い
ます。カナダ留学は中学のころか
らの目標で、その目標がかなった
今、支えてくれている周りのみん
なに感謝し、残りの留学生活を精
いっぱいに楽しんで、大切な思い
出にしたいと思っています。

ルン高校」という学校は、日本人
が 3 人と少なく、クラスもESL以
外はすべて現地の生徒か他国の留
学生だけという環境で、最初は速
すぎる英語のスピードに授業どこ
ろか、友達が話している言葉さえ
も全く理解できず、どうしても日
本人だけでかたまりがちでした。
これでは留学の意味がないと思い、
まずは同じクラスの子に思い切っ
て声をかけてみました。するとそ

ESLクラスの留学生と一緒に（左端が中原さん）

誕生日にホストメイトと（左が明和さん）
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　京都外国語専門学校常勤講師のカール・ノーメン
センさん（43）は 2 月22日学校からの連絡でニュー
ジーランドの地震発生を知った。その夜、ネット
ニュースで被害が大きかったクライストチャーチの
語学学校キングス・エデュケーションも被災したこ
とを知った。留学生の安否が気がかりで眠れず、翌
朝学校へ駆けつけた。留学生の持田知穂さん（19）
と三宅絵理沙さん（19）の無事は確認されていたが、
以前在籍していた教え子の濱崎有希さん（24）の安否
が不明だった。濱崎さんの家族から学校に「現地に
行きたいのでサポートを」という要望が入り、オー
ストラリア出身で、セミナーの引率などでクライス
トチャーチも何度か訪れているカールさんに白羽の
矢が立った。
　「土地勘もあるし、通訳もできる。私が行くべき
だ」。カールさんは来日まもなく阪神大震災に遭遇
して教え子や同僚を失っている。被災者の家族に寄
り添い、サポートする存在の必要性を、その経験か
ら学んでいた。学校の要請を受けたカールさんは、
すぐに決断。ただちに濱崎さんの家族 6 人と合流し
て、25日に現地入りした。
　現地はまだ混乱のさなか。語学学校のあった
CTVビルは倒壊して市内中心部には立ち入れない。
確かな情報も乏しい。カールさんは家族と一緒に
NZ警察や日本の外務省の関係者と連絡を取り合い
ながら、行方不明者届けを提出。被災していた在校
生を安全な場所に移動させた後、濱崎さんのクラス
メートと会って当日の状況を確認。宿泊先も決めず
に渡航したため、NZ外務省と交渉して家族が泊ま
れるホテルの確保など奔走した。翌日からは連日、
警察や大使館の説明会に出席して通訳を務めた。し
かし「いつも一緒にいると家族の感情に深入りする
ことになる、それは避ける方がいい」と判断、自身
は別のところにホームステイしたという。傷心の家
族への深い心配りだ。
　そのうち大使館の手配でボランティア通訳も付き、

カールさんは濱崎さんの安否に心を残しながらも、
1 週間後に、持田さんと三宅さんを伴って帰国した。
濱崎さんが遺体で発見されたのは 3 月26日。「悔し
いですね。大学を卒業してから本校に入学しただけ
に、大人の雰囲気がある学生だった。笑顔が印象的
で、すごい勉強家でした」と故国へ戻れなかった濱
崎さんを悼む。彼女は留学先で中国人とニュージー
ランド人の学生と部屋をシェアし、中国語やタイ語
の勉強も始めていたとか。「昨年 9 月にクライスト
チャーチで会った時も実に生き生きしていて幸せそ
うだったのに…」と声を落とした。悲しいことだが、
教え子の災難にNZへ駆けつけられて良かったと、
カールさんは学校の判断に感謝する。
　滞日20年、日本人の夫人と 2 児と暮らすカールさ
んは「日本が大好き。日本人に英語を教えるのも楽
しい。四季の移ろい、桜や紅葉も素晴らしい。ずっ
と日本にいたいと思っています」と話す。NZに出
発した日は 2 人目の子供が誕生した直後で「ワイフ
には少し迷惑をかけました」――。

教え子の安否気遣ってNZへ
京都外国語専門学校講師　
　　カール・ノーメンセンさん

本学の今年度オリジナルカレンダーは、
「日独交流150周年」を記念し、オイレン

ブルク伯爵『東アジア遠征記』をはじめ、本学付属図書館
所蔵の貴重書を掲出し作成しました。伯爵の夢から始
まった日独交流150年の歴史。この機会に、その思いを
感じてみようではありませんか。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）まで。
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23学園日誌

　ともかくも、被災地から遠く離れた場所に住む私たちは、天災・人災（原
発事故）の被災者の存在を胸に置きつつ、萎縮せずに、背筋を伸ばして
日常を営んでいくことが大切だと思います。誠実さや活力はきっと被災者
に伝わり得るのですから･･･。思いがけないこと、もう一つ。小誌41号「こ
の人」で紹介した卒業生の蓮本英信さん（小松精練社長、64歳）が 3 月末
にお亡くなりになられたとのこと。明るく元気に満面の笑顔で学生時代を
語っていただいたあの冬の日は忘れられません。蓮本さんの誠実さと活力
は十分に私たちはいただきました。ありがとうございました。ご冥福をお
祈り致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内田晃弘）
　「トピック」のカール先生に「この人」の辻村肇さん、そして「エアメール」
の西村サヒ教さん、一様に震災に心痛め、まずは自分でできることをと思
い立って、すぐさま行動されました。その行動力、その勇気、その素朴さ、
そのストレートさ。大切なことを忘れていたことに気づきました。被災地
に一日も早く穏やかな日々が訪れますようお祈りしています。（木村雅美）

ベルモント高校（カナダ姉妹校）アラン・
ラスボーン教諭（国際交流担当）が高校を
訪問（11.5）交換留学プログラムについて
会談した

校友会　「外国人留学生給費奨学金授与
式」（11.8）

大学・短大　「森田基金及び総長給費奨
学生採用証書授与式」並びに「総長貸費
奨学生採用証書授与式」（11.10）

ドイツ語学科と同学科ピアサポーター「ノ
ヴェンバーフェスト」を開催（11.15）

日仏会館「2010年度フランス語コンクー
ル」でフランス語学科3年次生 谷瑞紀さ
んが奨励賞（日本ロレアル賞・4位）に入賞

（11.20）

和歌山大学教育学部附属小学校の5年
生37人と教員および教育実習生が来学

（11.25）本学学生と教員が小学生に異文
化を紹介した

専門学校　「特別講演会」（11.26）専門学
校卒業生の小原まり子さんが講演

2010年度上半期京都新聞ジュニア・ス
ポーツ賞に高校水泳部の中嶋亮互、本
間匠、高橋美帆、嶋岡奈央とテニス部
の今西美晴、小山楓が選ばれた（11.30
付京都新聞）

大学「社会人基礎力育成グランプリ
2011近畿地区予選大会」現代社会研究
ゼミが準優秀賞（12.2）

大学　「オープンキャンパス」（12.5）

在日イタリア大使館駐日イタリア大使、在

大阪イタリア総領事館総領事、イタリア
文化会館・大阪館長、在日イタリア大使
館文化・学術アタッシェ、京都工芸繊維
大学教授が来学（12.11）

中華人民共和国駐大阪総領事館教育室
領事が来学（12.11）

「第9回大阪日仏センター＝アリアンス・
フランセーズ暗誦大会」でフランス語学科
2年次生の瀨尾真由子さんと大瀧千輝さ
んのペアが優勝（12.11）

大学「ハイチとケベックの話を聞こう」
（12.14）マリー＝セリー・アニャンさんが講演

専門学校　「留学生日本語弁論大会」を
開催（12.15）

大学　「Gaidai Christmas Gala 2010」
を開催（12.17）

大学　「2011年度 春学期出発 派遣留学
生奨学金授与式」（1.18）

大学「国際理解学習」を山ノ内小学校
で実施（1.21）

レクチャーシリーズ「先輩に聞く派遣留学」
で英米語学科2年次生の真鍋理人さんが

「TOEFL iBTスコアを上げるには―32か
ら94への技を伝授―」と題してスピーチ

（1.24 ～28）

大学　「第2回ピカ☆イチProject報告会」
（1.29）

専門学校　「Speech Contest」を開催
（1.31）

専門学校　「日本事情」で学外見学（2.2）

専門学校　「プレゼン・コンテスト」を開催
（2.2）

大学　「2011年度　合同企業セミナー」開
催（2.12・14～18）

アメリカ・ボストンより「Roxbury Boys 
and Girls Club of Boston」13人が高校
を訪問（2.15）授業参加などで交流した

高校　「フェアウェルパーティー」を開催
（2.17）

大学　「会津大学・本学吹奏楽団交流会」
を開催（3.11）

平成22年京都府スポーツ賞 優秀賞個人
で大学の菅生桃子（パワーリフティング）、
高校の今西美晴（テニス）、高橋美帆（競
泳）が受賞（3.16）

大学　「2010年（平成22年）度学生表彰」
（3.20）

2010年度下半期　京都新聞ジュニア・ス
ポーツ賞に高校空手道部の荒賀慎太郎
が選ばれた（3.30付京都新聞）

ハルラ・ウインド・アンサンブル（韓国）
団員30人が高校吹奏楽部とのジョイント
コンサート開催のため高校を訪問（4.23）

大学　「新入生歓迎球技大会」（4.24）

国際教養学科講演会（4.28）松本紀生氏
が講演

専門学校　「新入生歓迎会」（4.28）



2011年（平成23年）度から始まるナショナルウィーク

　大学外国語学部各学科主催によるナショナル
ウィークが企画されています。
　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
すので、現段階（5月10日現在）の日程は予定と
なります。詳細は開催 1 カ月前の本学のホーム
ページをご覧ください。

英米語学科・短大キャリア英語科

スペイン語学科

フランス語学科

ドイツ語学科

ブラジルポルトガル語学科

中国語学科

日本語学科

イタリア語学科

国際教養学科

大　　学

高　　校

専門学校

校　友　会

●六月祭（6月4日）
●教養講座（6月14日）
●オープンキャンパス（6月19日、　
　8月5日～7日、9月11日、10月2日、
　12月18日）
●ラテンアメリカ教養講座（6月毎水曜日）
●ワンダーアイズ写真展
　（6月1日～12日）
●大学院公開講座（6月19日）
●教養講座（9月）
●図書館稀覯書展示会
　（10月18日～24日）
●外大祭・語劇祭
　（10月29日～31日）
●学校説明会・公開授業
　（6月5日、9月3日、11月6日）
●体育祭（6月17日）
●関西高校模擬国連大会
　（6月21日～23日）
●文化祭（9月15・16日）
●学校相談会（12月17日）
●専門学校スポーツ大会（6月7日）
●学校見学会（6月18日、7月23日、
　8月6日、27日、9月10日、10月
　8日、11月5日、12月3日）
●専門学校学園祭
　（10月28日・29日）
●特別講演会（12月1日）
●和歌山支部設立総会（6月19日）
●日本語学科同窓会（7月2日）
●第23回東京支部総会（7月9日）
●第19回徳島支部総会・第17回外
　大連（8月14日）
●第9回富山支部総会（8月20日）
●フランス語学科創設45周年記念
　式典（11月6日）

〈4月30日調べ〉

▼12月17日～22日

▼6月21日～26日
　（6月24日、2010年ノーベル文学賞受賞
　作家マリオ・バルガス＝リョサ氏講演会）

▼7月14日～16日

▼11月12日～14日

▼10月17日～22日

▼6月7日～13日

▼7月7日～9日

▼12月8日～10日

▼6月30日～7月2日

▼8月5日～7日

▼6月13日～17日

▼12月12日～16日

Information!!

高校・入学式（H23.4.9）

専門学校・「日本事
情」学外見学

（H23.2.2）
大学・語劇祭（H22.10.31-11.2）

高校・フェアウェルパーティー
（H23.2.17）

大学・学位記授与式
（H23.3.20）

専門学校・入学式（H23.4.10）
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