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■モンス大学（ベルギー）■
フランス国境近く、ベルギーのモンスにある公立大学。10カ国以上もの留学生が学ぶ付属の通訳翻訳学校を設置し、ヨーロッパでも
特に優れた教育機関として知られている。本学とは1982年に国際交流協定。（写真提供：フランス語学科4年次生　安田梨香さん）

生誕100年　キャンパスの中の岡本太郎「エネルギーが今も満ち満ちている」
学科の枠を超え「楽しみながら学ぶ」ナショナル・ウィーク開催

『船は港にいる時、最も安全であるが、それは船が造られた目的ではない』
モイゼス・カルヴァーリョ先生◇小谷　円さん
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　昭和45年３月に卒業後、経験を積み重ね多くの
人に出会ってきました。気がつけば60歳を超えて
いるではありませんか！　これからが集大成の時
ですので、更に勉強して自分を磨いていかなけれ
ばなりません。一生勉強です。年を重ねてきて思
うのですが人生は皆ご縁があってつながっている
と実感するようになりました。
　京都外大フランス語学科１期生として入学を許
されたのもご縁だったと思います。当時は女子学
生が少なくフランス語学科では20％しかいません
でした。入学と同時にヨット部から勧誘され「入
部したら単位のとり方をすべて教えてあげる」と
いう一言を信じ入ってしまいました。同時に入部した女性は二人だけでしたので心細いもの
でした。膳所に古いヨットハウスがあり、練習や試合の時には柳が崎のヨットハーバーまで
往復しなければなりませんでした。１回生にはすべてが厳しい体験でしたので女子部員は私
一人になってしまい、ついに夏休み前に辞めてしまいました。が、この間に学んだ先輩・後
輩・組織のあり方は卒業後の社会の中での人間関係（相手との距離感や自分の立場を客観視
することなど）を築く基礎となり大変感謝しています。先輩方には私の存在はゴマ粒くらい
の印象だったかもしれませんが、私にとりましては価値ある大切な時間でした。
　今、振り返りますと20代から人生のスロープを少しずつではありますが上っているようで
す。一日一日を悔いなく過ごすと昨年より良い年になっていきます。人様や物事とのご縁を
点とするならその連続が線になり、年々世界が広がり面になっていくのを実感しています。

楽天的な性格ですのでささやかな嬉しいことは感謝
し大きく膨らませ、その逆のことは縮ませて乗り越
えています。今後も好奇心のアンテナを張り、面（世
界）を増やしてまいります。

点から線に　そして面に
昭和44年度　フランス語学科卒　山田　良至子

ヨット部講習会で一般の人を誘いヨットの面白
さを体験してもらう（昭和41年、右端が筆者）

柳が崎のヨットハーバー
（昭和41年）

フランス語学科1期生、初めての新年会
（平成2年1月28日、後列左から2人目が筆者）
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「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。

学科の枠を超え「楽しみながら学ぶ」
ナショナル・ウィーク開催

『船は港にいる時、最も安全であるが、
それは船が造られた目的ではない』生誕100年

キャンパスの中の岡本太郎
「エネルギーが今も満ち満ちている」 堀田　正之さん

2010年ノーベル文学賞受賞作家
マリオ・バルガス＝リョサ氏に名誉博士号を授与
森田嘉一理事長・総長
京都市より「姉妹都市交流促進特別表彰」受ける

○東洋哲学研究会　○西高ダンス部　

2010年（平成22年）度 学園の収支決算
学園施設の整備促進のための
募金へのご協力のお願い

3CONTENTS

　６月24日に開催された「日本におけるス
ペイン語フォーラム」に出席のため来学し
講演したマリオ・バルガス＝リョサ氏（2010
年ノーベル文学賞）に森田嘉一理事長・総
長から京都外国語大学名誉博士号が授与さ
れた。優れた作品で読者を魅了してきたこ
と、スペイン王立アカデミー会員として国
際語としてのスペイン語普及に尽力したこ
となどのほかに、長年
にわたり日本とスペイ
ン語圏の友好親善並び
に学術・文化交流の発
展に貢献してきたこと
を称えて今回の授与と
なった。

　10月15日に京都会館で開催された京都市
自治記念式典において、森田嘉一理事長・
総長は、京都グアダラハラ姉妹都市提携30
周年記念にあたり、両市の友好関係に大い
に貢献し、国際文化観光都市・京都のさら
なる発展に寄与した功績により、京都市長
より「姉妹都市交流促進特別表彰」を受け
た。同時に、世界に誇る大学のまち、学生
のまちの推進に
尽力した功績に
対し、本学は「大
学のまち京都・
学生のまち京都
推進特別表彰」
を受けた。

2010年ノーベル文学賞受賞作家
マリオ・バルガス＝リョサ氏に
京都外国語大学名誉博士号を授与

森田嘉一理事長・総長
京都市より「姉妹都市交流促進特別
表彰」受ける
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　今年2011年（平成23年）は、「太陽の塔」の作者であ
り、「芸術は爆発だ」の画家・岡本太郎、生誕100年にあ
たる。100年を記念して全国で岡本太郎展が開催さ
れ、芸術家の枠に収まらない活動を含め、太郎のあ
ふれんばかりの情熱が現代人を生き返らせている。
　本学にも岡本太郎のそんな作品が二つある。一つ
は、国際交流会館９号館1階喫茶軽食「カフェタロー」
の正面壁面に異彩を放っている陶板壁画「眼と眼」
である。もう一つは、付属図書館７号館と４号館の
間の中庭「Garden of Silence（静かの庭）」中央部に、
母を彷彿させる温もりと厳しさをイメージした彫像
「誇」である。いずれも岡本太郎68才、1979年（昭和
54年）の作品である。そしていずれにも、本学の建
学の精神、創立者の強い思いが込められ、色濃く反
映されたものとなっている。
　岡本太郎と本学、その関わりは、1979年にさかの
ぼる。本学の国際交流会館建設にあたり、１階ロビー
を京都における海外との国際交流を象徴するような
イメージにするため、壁面にインパクトのある岡本
太郎画伯の絵を飾ることになり、美術出版社の仲立
ちで森田嘉一理事長・総長が東京・青山のアトリエ
を訪れたのが太郎と関わるきっかけとなった。
　当時の岡本太郎は、すでに一世を風靡する芸術家。
前衛的な絵画を発表する一方、原色を生かし、激し
い筆触を残した生命力あふれる造形にも定評があ

特集１

陶板画「眼と眼」の前で語る岡本太郎画伯（写真左から2人目）＝1980年（昭和55年）4月国際交流会館開館式

岡本太郎と信楽展
（平成23年11月1日～12月18日開催／滋賀陶芸の森にて）

「岡本太郎と信楽展」で紹介された
本学所蔵の「眼と眼」

陶板画「眼と眼」の前で語る岡本太郎画伯

「岡本太郎と信楽展」で紹介された「岡本太郎と信楽展」で紹介された
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り、壁画や野外モニュメントも手がけていた。表参
道に近い青山のアトリエを訪ねた森田理事長・総長
は、後に養女となる秘書の平野敏子さんにコーディ
ネートされ、太郎に会った。太郎は敏子さんにすべ
て任せているようで、終始控えめであった。外国語、
コミュニケーション、建学の精神を基に太郎がデザ
インしたものを数点見せてもらい、その中に大きな
目玉をデザインしたものがあり、そのコミュニケー
ションのコンセプトに森田理事長・総長は心奪わ
れ、躊躇なく、その原画を選んだ。そして敏子さん
の考えでもあった「永遠に残るもの」として絵画より
陶板画が選ばれ、「太陽の塔」を制作した時と同じよ
うに信楽（滋賀県）のアトリエで制作することになっ
たのである。岡本太郎と敏子さんは、その後、数回
本学を訪れ、壁画を飾る国際交流会館の建設に立ち
合った。二人は「この場所から動かさない」ことを何
度も約束させるほど、陶板画の位置にこだわった。
　翌1980年（昭和55年）４月、国際交流会館の開館式
を迎えた。ロペス・ポルティーヨメキシコ大統領夫
人をはじめ国内外から多くの来賓が臨席する中、太
郎の「眼と眼」の陶板画が披露され、盛大な式典に
いっそう色を添えた。
　本学キャンパスの中にあるもう一つの岡本太郎
の作品は、「Garden of Silence（静かの庭）」に置かれ
ている純白の美しい彫像「誇」である。太郎の母親、

歌人であり作家の岡本かの子がモチーフであるとい
われ、本学創立者の一人、森田倭文子（故人／森田
嘉一理事長・総長の母）が渇望した作品である。岡
本家の誇りとして太郎が母を描いたように、森田倭
文子は同じ心で森田家の誇り、学園の誇りとして後
世に残しておきたかったものと考えられる。まさに
創立者の心である。
　いずれにしても、岡本太郎の２作品が本学キャン
パスの中にあり、ともに建学の精神と創立者の心が
刻まれたものであることは間違いのない事実であ
る。
　岡本太郎は、漫画家・岡本一平、小説家で歌人だっ
た岡本かの子の長男として生まれた。慶應義塾幼稚
舎を経て、慶應義塾普通部から東京美術学校（現・
東京芸大）に進んだが半年で中退。1929年、父母の
渡欧に同行したのを機にパリに残り、パリ大学で人
類学や哲学などを学ぶ一方、美術に取り組む。1940
年に帰国し、兵役で中国戦線へ。46年に復員後、花
田清輝氏らと「夜の会」を結成し、日本独自の前衛芸
術を切り開いた。代表作にパリ時代の「傷ましき腕」
や戦後の「憂愁」などの絵画のほか、「日の壁」などの
壁画類、大阪万博のモニュメント「太陽の塔」など。
著書には「今日の芸術」や「日本再発見」など多数。

岡本太郎画伯、「眼と眼」の制作風景

彫像「誇」



国が違えば風土も文化も違う
　ナショナル・ウィーク開催
　学科の枠を超え「楽しみながら学ぶ」
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　初日、野外劇場で「カポエイラ
大会」。「カポエイラ」はブラジル

発祥の伝統武術。昼休みには、学生、
教職員も参加し、メンバーに教えて
もらいながら、歌や楽器に合わせて、

カポエイラを楽しんだ。終了後、「ブ
ラジルのお菓子試食」があり、甘
いクッキーやジュースなどを口に

しながら談笑する光景が見られた。
本学の田所清克教授の講演では、ア

マゾンで暮らす子供たちの現実や進む環境破壊を取り
上げ、現地が抱える問
題を伝えた。
　ファドの演奏は、ポ
ルトガルギター奏者・
湯淺隆氏とマンドリン
奏者・吉田剛士氏のア

６月７日

８日

９日

10日
11日
12日
13日

６月13日
14日
15日
16日
17日

カポエイラ大会
ブラジルのお菓子試食会
講演「アマゾン学事始―多様な自然。文化風土
に生きる住民たち（子どもたち）」
ブラジル映画「フランシスコの2人の息子」上映
ポルトガルのお菓子試食会
ファドの演奏「マリオネット」
ポルトガル映画「階段通りの人々」上映
サッカー試合
ブラジルの音楽　民衆の歌

講演「イタリア文化会館の活動と留学について」
映画「青春群像／Ⅰ Vitelloni」上映
映画「家の鍵／ le Chiavi Di Casa」上映
映画「星降る夜のリストランテ/La Cena」上映
講演「プロソムリエと共にじっくり旅するワイ
ンのイタリア！」

ブラジルポルトガル・ウィーク　（ブラジルポルトガル語学科）

イタリア・ウィーク　（イタリア語学科）

　オープニングにルイージ・ロ
マーニ氏（イタリア文化会館大阪

館長）の講演「イタリア文化会館の
活動と留学について」があった。イベ

ント、語学講座・文化講座の企画、イタリア政府の奨
学金などについて語った。最終日は、イタリアソムリ
エ協会公認ソムリエ・
高岡洋文氏の講演「プ
ロソムリエと共にじっ
くり旅するワインのイ
タリア！」と「イタリア
のチーズ、軽食、お菓

子の試食パーティー」。参加した100人を超える学生ら
はイタリアのパン、チーズ、軽食、お菓子など地中海
の味に舌鼓を打った。また、学んだばかりのテイスティ
ングを試みるなど自ら数種類のワインを楽しんだ。ほ
んのり赤く染まった顔も見られ、イタリア・ウィーク
に花を添えた。

コースティックユニット、歌手・鹿糠ちはる氏を迎え
て、ポルトガル民族歌謡ファドを披露。人生の叙情・
哀愁を奏でる、独特のギターの音色と歌声に、会場は
聴き入っていた。「ブラジルの音楽　民衆の詩」では、
第１部「映像・トークショー」、第２部「ライブ・コンサー
ト」。バラエティーに富んだブラジル音楽を楽しんだ。

国が違えば風土も文化も違う
　ナショナル・ウィーク開催
　学科の枠を超え「楽しみながら学ぶ」

特集２

PORTUGAL

ITALY

BRAZIL
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　本学は、外国語学部に８言語を専攻する学科と国際教養学科を設け、短期大学キャリア英語科を加え
た外国語の総合大学である。各学科はそれぞれの言語圏の歴史、文化、芸術の「知の宝庫」として多くの
情報を蓄積し、長年にわたり有為の卒業生を世に送り出してきた。
　2011年度、本学は、「外大人間力」を育成するのにふさわしい知的空間創造の一環として「キャンパス
の国際化推進」を掲げていろいろな取り組みを進めてきた。そしてこの６月より学科行事として、異文
化理解と外国人とのコミュニケーション力、異文化間の共生能力をより深く養うために、初の試みであ
る「ナショナル・ウィーク祭典」を展開してきた。
　ナショナル・ウィークでは、各学科がそれぞれの国の国旗やポスターなどの装飾から衣食住に至るま
で、学内をその国の個性ある文化一色に染め、「楽しみながら外国語を学ぶキャンパス」を演出する。そ
んな各学科のナショナル・ウィークをリポートする。

６月20日
21日

23日

24日

26日

（Part1）
６月30日

（Part2）
11月５日

6日

巨大パエリア実演試食会
講演「スペイン語が私にくれたもの―三十路の
決断・TVディレクターからプロサッカーへ」
講演「スペイン語で差をつける」
スペイン語暗唱大会
スペイン料理と音楽
スペイン料理
記念講演「スペイン語圏のスペイン語統一のた
めの共同作業の歴史」
フラメンコショー
巨大パエリアの実演試食会

資料展示・日本語教材の写真コンテストの作品
展示（～７月２日）
模擬授業「日本語教育を体験してみよう！」（～７月１日）
世界のお菓子コンテスト

公演「無形文化財　六斎念仏」
日本文化講演「京都の民俗信仰と六斎念仏」
川柳コンテスト表彰式
日本語教育講演「アンテナは高く、高感度に」
日本語教育パネルディスカッション「インター
ネットで世界から日本へ、日本から世界へ」

スペイン・ウィーク　（スペイン語学科）

ジャパン・ウィーク　（日本語学科）

　スペインを代表する世界的人気
料理、パエリアの実演試食会で陽

気に幕を開けた。講演「三十路の
決断…」の中谷吉男氏は、30歳を過ぎ

てサッカー指導者を目指し、スペインに渡った。学生
に「現地を訪れ感性を磨いてほしい」と説いた。ノーベ
ル文学賞のマリオ・バルガス＝リョサ氏が来学し、シ
ンポジウムで記念講演。200人余の学生・教職員を前に、
世界で20カ国以上５億
人を結ぶスペイン語の
統一性を保つための作
家の義務や使命を熱く
語った。最終日、学生
が主体になって企画運

　期間中、国際交流会館６階ユニ
バーシティギャラリーで「資料展

示」と「日本語教材の写真コンテス
トの作品展示」をおこなった。資料展

示では、中国や韓国などで出版された日本語関連資料
をはじめ、中国や韓国の民族衣装や日本語学科の学生
の留学先（オランダ、中国・広東、韓国・仁川）での教
壇実習時の写真などを、また、日本語教育関連ビデオ・
DVDを上映し日本語教育の現状を報告した。さらに
同会場で12時より「世
界のお菓子コンテス
ト」と題し学生が選ん
だ世界のお菓子を紹介、
15時からは「日本語教
育 を 体 験 し て み よ

営したフラメンコショーと巨大パエリアの実演試食会。
一般の人も交えて700人余が参加。大学周辺の住民も
多く参加するなど、地域に開かれたウィークとなった。

う！」と題する模擬授業を留学生が実演、外国語とし
ての日本語に触れる貴重な体験を提供するなど、コ
ミュニケーションの難しさと面白さを味わった。言葉
の深さを考えさせられるウィークとなった。

SPAIN

JAPAN
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（夏季）
７月13日
14日

15日
16日

（秋季）
11月12日
14日
15日
25日

26日

10月17日

18日
19日
20日
21日
22日

ファッションショー
フランス文化に関する展示
野外パーティー
講演「スイスの言語事情」
弁論大会出場者学内選考会
源氏物語朗読劇「ゆくへ知られぬ宇治の恋」

第43回全日本学生フランス語弁論大会
講演会「アンジェの魅力」
TCFフランス語学力テスト説明会
ペタンク大会および打ち上げ（フランス料理試
食・試飲会）
紅葉狩り

「ミス＆ミスターBMW／Benzコンテスト
車展示会・写真撮影会」
ドイツ映画の夕べ
ドイツ・エコクイズ大会
クラシック音楽の夕べ
ドイツ風カフェ、ドイツ風バー＆クラブ
第12回全日本学生ドイツ語弁論大会学内予選会。オ
クトーバーフェスト・ドイツビール祭り＠京都外大

フランス・ウィーク　（フランス語学科）

ドイツ・ウィーク　（ドイツ語学科）

•チャイナ・ウィーク（中国語学科） ▼12月８日～10日
•ポーランド・ウィーク（国際教養学科） ▼12月12日～16日
• British Week（英米語学科・キャリア英語科） ▼12月17日～22日

　オープニングはファッション
ショー。学生のモデルがイヴ・サ

ンローラン、シャネル、ディオール、
ジル・サンダーの４ブランドを着こな

し、今昔を織り交ぜた多彩なファッションでフランス
を表現した。フランス革命記念日の14日にはフランス
気分を満喫できる野外パーティーを開催、フランス料
理による各地方の味覚を楽しんだ。「スイスの言語事
情」と題してLaurent GAJO氏が講演した。ドイツ語、
フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の４カ国語が
スイスの公用語。これ
らの言語がいかに共存
しているのか、スイス
の言語の実態を紹介し
た。また、朗読サーク
ル「木もれ日Genji」が

「ミス＆ミスター BMW ／ Benzコ
ンテスト　車展示会・写真撮影会」

でウィークは始まった。本物の
BMWやベンツに加え、レースクイー

ンまでお目見えするとあって、会場となった２号館・
４号館の間の「語らいの庭」には多くの学生が集まった。
１号館７階小ホールで開かれた「クラシック音楽の夕
べ」。本学弦楽アンサ
ンブルのメンバーの演
奏に、国際舞台で活躍
中の多川智子氏（ヴァ
イオリン）と前田祐里
氏（ピアノ）を加え、秋

源氏物語朗読劇を演じた。「宇治十帖」に基づいた日本
語の台本にフランス語の説明文を挿入する手法で、幽
玄の世界を醸し出していた。

の夕べを厳かに彩った。最終日には、ドイツのもう一
つの顔である「ビール祭り」がリブレで開催され、京都
を中心に活動する市民バンド「バイエルンブラス」の“乾
杯”のテーマソングなど軽やかなドイツのリズムに
乗って、フィナーレまで続く歓喜の歌に酔った。

　期間中、新旧上海のスチール写
真や地図などの資料を展示した。

近代から現代にかけての中国のド
ラスティックな変貌ぶりを体感した。

「中国茶の歴史と文化」と題して本学の福原啓郎教授が
講演した。お茶の歴史、
茶葉の特徴、飲み方な
どの話の後の品茶会で
は、龍井茶、凍頂烏龍
茶、普洱茶、祁門紅茶
などを試飲し、茶葉の

７月７日
８日
９日

資料展示「中国今昔」（～９日）
講演「中国茶の歴史と文化」と品茶会
日中文化交流座談会

チャイナ・ウィーク　（中国語学科）

色と発酵度で分類される中国茶の違いを楽しんだ。中
国の飲食文化を身近に感じる一日となった。最終日、

「日中文化交流座談会」が開催され、本学に来ている
中国からの招聘教員と留学生に、日本滞在中の経験談、
実体験を語ってもらい、相互理解を深めた。中国伝統
の食品を味わいながら、リラックスした雰囲気で交流
を深め合った。

今後の予定

FRANCE

GERMANY

CHINA
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子供たちをテーマに
ラテンアメリカ教養講座
　第10回ラテンアメリカ教養講座

（京都ラテンアメリカ研究所主催）
は、６月の毎週水曜日に「ラテンア
メリカの子どもたち」をテーマに講
演会を、６月１日から12日には国際
交流会館６階ユニバーシティギャラ
リーでワンダーアイズ写真展「ペ
ルーアマゾンの子どもたちが写した
世界」を開催した。講演会は国際
交流会館４階でおこなわれ、毎回
専門の講師を招いて、さまざまな視

点から熱帯の大
地に生きる異文
化圏の子供たち
の素顔に迫った。
演題は「子ども
の目からみたラ
テンアメリカの
元気」「アマゾン
学事始―多様
な自然・文化風
土と社会に生き
る住民」「メキシ
コの子どもと教育」「ブラジルの子ど
もたち―歴史の中の様々な姿」「大

地震を乗り越えて～ハイチ、そして
日本」のテーマでおこなわれた。

英語授業のあり方を考える
大学院の公開講座

　大学院公開講座が６月19日、１
号館７階小ホールで開かれ、本学
教授の齋藤榮二氏ら英語教育の専

門家による問題提起をふまえて、
大きな転換期を迎えようとしてい
る日本の英語授業について熱のこ
もった議論が繰り広げられた。小
学校では５、６年生の英語授業が
週当たり１時間必修に、中学校で

は来年度から週当
たり４時間英語授
業がおこなわれる
ことになり、さら
に高校でも従来の
科目構成が大きく
変わり、「コミュニ
ケーション英語」
を基本に据えたも
のになる。このよ

うな英語教育の変革期にあたって、
英語授業をどう進めることが望ま
しいのだろうか。教育現場の意見
も聞きながら日々の授業に焦点を
当てて、小・中・高・大と一貫し
た英語授業のあり方について参加
者と一緒になって考えた。第一部
では、齋藤教授がコーディネー
ターとなって、東京学芸大学教授
の金谷憲氏、本学教授の杉本義美
氏、同教授の鈴木寿一氏がそれぞ
れの考えを披露して問題提起。第
二部ではパネリストに小･中・高・
大の現場で教壇に立つ先生が加わ
り、参加者とのディスカッション
がおこなわれた。

学生時代に何をしておくべきか
英語教師歴40余年の
卒業生が講演

　英米語学科の2011年春期公開
講座が７月６日、１号館７階小
ホールで開かれ、英米語学科卒業
生で関西外国語大学教授の並松善
秋氏が「充実した人生にするため
に何をすべきか―英語教師40余
年の卒業生からのメッセージ」と
題して講演した。並松氏は、草創

期の本学英米語学科で学び、1970
年卒業。大阪府内の公立中・高校
教諭や府教委指導主事、高校教頭、
校長、大阪府高校英語教育研究会
会長などを歴任、英語教育に関す
る多くの論文を残している。現在
も関西外国語大学で英語科教員養
成に携わりながら、教育誌に「究
極の英語学習法物語」を連載中と
いう並松氏は、これまで歩んでき
た人生経験をたどりつつ、学生時
代に何をしておくべきかを考える

上で参考になる話の数々を後輩た
ちに語り伝えた。



とり、その国の状況を知り、そし
て得た情報を発信する。④紙芝居
を通して異文化交流をしよう　海
外で出版された優れた絵本を和訳
し、紙芝居を作って子供たちに読
み聞かせをして異文化に興味を
持ってもらうきっかけをつくる。
⑤ドレミProject　小学生に歌を
通じて英語に興味を持ってもらい、
国際文化や社会を知るきっかけに。
⑥京都外大TABLE FOR TWOプ
ロジェクト　先進国でヘルシーメニュー
を提供し、その売上金の一部を貧

「原子力エネルギーを知る」
功刀･京大教授が教養講座で講演
　第41回教養講座が６月14日、
森田記念講堂で開かれ、京都大学
大学院工学研究科教授の功刀資彰
氏が「原子力エネルギーを知る」
と題して講演した。東京電力福島
第一原発事故の影響で、原子力に
対する一般の関心も高く、本学教
職員や学生以外にも多くの市民が
傍聴した。原子核工学の権威であ
る功刀教授は、原子力について基
礎知識を理解し、正しい判断をし

てほしいと前置きし、原子核の構
造、核分裂反応の原理など、原子
力エネルギー全般について、かみ
砕いて話した。さらに話は関西の
電力事情や原発に依存している現
状に及び、原発事故の収束と事故
原因の調査は喫緊で必須の課題だ
と語った。そして当面は、原子力・
火力発電の活用と再生可能エネル
ギーの利用促進で、電力エネル
ギーのベストミックスを促進する
必要があるが、核融合を含む未来
エネルギー源の開発を促進し、限
りある資源を後世に引き継ぐこと
が大切だと締めくくった。

日本語学科20周年
　日本語学科設立20周年記念行事
が７月２日、７号館４階中ホールで
おこなわれ、式典のあと講演会とシン
ポジウムがあった。式典では久保哲

男副学長があいさつ、続いて本学名
誉教授の矢野貫一氏が「近代文学
史の空白」と題して講演した。矢野
名誉教授は平成４年４月、日本語
学科発足と同時に愛知県立大学か
ら本学に転任、日本語学科の基盤
作りに尽力、近代戦争文学を専門と
する講義は高く評価されており、この
日の講演にも多くの学生が熱心に聞
き入っていた。シンポジウムは卒業生
４人と現役学生１人が参加し、「卒
業生　日本語学科を語る」と題して、
思い出話や、これからの日本語学科
への期待などを語り合った。
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第3回ピカイチ☆プロジェクト決定
　学生の魅力ある自主活動を支援
する第３回ピカイチ☆プロジェク
トが決まり、６月４日に開催され
た「六月祭」で10団体に認定証が
授与された。認定された企画には
活動資金と活動場所が提供され、
それぞれの団体は１年かけて企画
を実施する。認定された企画と活
動内容は次の通り。①LEE（Let’s 
Eat English）　　日本人同士が英語
でコミュニケーションをとる習慣をつ
けるため、昼休みに集まって英語で
話したり、海外ドラマを見ながらラ
ンチをとる。②Picture books for 
Cambodian Children　カンボジア
の子供のために絵本を手作りし、
現地の孤児院や学校などを訪問し
て届ける。③Bringing the World 
Peace　スカイプを通して世界各
地の人々とコミュニケーションを

困に苦しむ国の子供たちの
給食費として寄付する。⑦
KUFS + UWO Intercultural 
Friendship Project　 本 学
とウエスタン・オンタリオ
大学の学生が交流会などを
通して相互の文化を理解し、
友 情 を 深 め る。 ⑧Peace 
Media Project（P.M.P）　 被

爆者へのインタビューを、動画サ
イトに投稿し、多言語で発信する。
⑨Let’s Plant a “PIKA☆1 garden” 
in TOHOKU　フリーマーケットなど
をおこなって収益で球根を購入、
東北の被災地の小学校や老人ホー
ムなどでプラント活動をおこない、
その様子をブログで発信する。⑩
Cerc（チェルク）　日本人になじみ
の薄い東欧文化の普及を目指し、
東欧文化や問題を発信するイベン
トを企画、実行する。
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学移連OB会西日本支部
本学で設立大会開く

　海外移住を志す全国の学生たち
によって組織されていた日本学生
海外移住連盟（学移連）のOB会西
日本支部の設立が決まり、10月
９日に本学11号館で設立大会が
開かれた。OB会本部は、今年５
月に設立されており、支部結成は
初 め て と い う。 学 移 連 は 昭 和
30~40年にかけて、海外移住を志
す学生や海外移住問題を研究する
学生たちによって構成されていた
が、60年ごろに解散。OBらは個

玲　▽努力賞　谷和香奈、野村浩
世（敬称略、いずれも２年次生）

英語学研究の英語教育への貢献
岡田・大阪大学大学院教授が講演
　2011年度の大学院講演会が６
月28日、１号館７階小ホールで
おこなわれ、大阪大学大学院教授
の岡田伸夫氏が「英語学研究の英
語教育への三つの貢献」と題して
話した。大学英語教育学会副会長、
日本英語学会理事も務める岡田教
授は、これからの英語学者に期待
されることについて①英語学研究
の中で発掘された事実を、生徒や
学生の理解度を配慮し、工夫を凝
らした上で提供する②英文法の正
しい教え方を示す③英文法研究の

成果を生かして、学生が言語や文
化に対する理解を深める―ことを
挙げた。最後に外国語教育の目的
は、自分と異なる物の見方や考え
方に良さを見つける心を育てるこ
とだとして、コミュニケーション
能力の育成を視野に入れない英語
教育はあってはならないが、英語
をコミュニケーションの道具とし
てのみとらえる英語教育もあって
はならないと語った。

短大スピーチコンテスト
語学力・表現力競う

　短期大学キャリア英語科主催の
第14回短大スピーチコンテスト
が７月７日、７号館４階中ホール
でおこなわれ、日ごろ英語学習で
培った語学力・表現力を競った。
今回の出場者は10人で、２年次
生の柴田慧亮さんが優勝した。成
績は次の通り。②大西里実③王暁
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故土岐教授お別れ会
多くの学生が献花

　９月23日秋分の日、６月
23日に逝去された日本語学
科長の土岐哲（とき・さと
し）教授のお別れ会（献花式）
が、１号館７階小ホールで

おこなわれた。土岐教授を偲ぶ多
くの人が集まり、全員で黙とうを
捧げた後、森田嘉一理事長・総長、
松田武学長らがお別れのことばを
述べ、代表献花に続いて参列者一
人ひとりが献花をおこない、故土
岐哲先生の質量とも秀でた研究業
績を偲び、ご冥福を祈った。

ニカラグアからの
留学生に奨学金授与

　９月17日、ニカラグアからの
留学生マルセル・ジャエンスケさ
んに、在京都ニカラグア共和国名

誉総領事館開設
記念として、在
京都同国名誉総
領事でもある本
学の森田嘉一理
事長・総長から
特別奨学金が授
与された。

（12頁へ続く）



「コーパスくん」こと投野教授来学
「日本人は英語が苦手」を
科学する講演に熱いまなざし
　10月14日１号館７階小ホール
で開催された英米語学科・キャリ
ア英語科主催の2011年度秋期公
開講座に、東京外国語大学教授の
投野由紀夫氏が登壇した。NHK
テレビ英会話講師として「コーパ
スくん」というキャラクターで言
語学の専門用語だったコーパスを

一般に広めたこともあって、会場
はあふれんばかりの学生で熱気に
満ち、演題となった「日本人は英
語が苦手」を絶妙なトークで科学
した投野氏の話に耳を傾けた。

じめ、哲学や文学の書物など46
点を展示。京都在住の書家山本郁
さんがシラー、リルケ、ゲーテの
詩をドイツ語のまま書で表現した
作品展も同時開催された。

日米の友情と文化の架け橋
国際教養学科シンポでつなぐ
　10月26日、国際教養学科主催
の日米関係シンポジウムが１号館
７階小ホールで開かれた。７月に
開催される予定だったが台風で延
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別に移住者の支
援をおこなって
いたが、より組
織的な支援活動
の継続を目指し
て支部結成を決
めた。設立大会

には本学をはじめ全国17大学の
OBら約50人が参加、本学卒業生
で大会委員長を務めた引地正之氏、
学移連OB会会長の伴内季雄氏の
あいさつの後、支部運営や規約、
役員などの議案について審議、本
学卒業生で立命館大学教授の桂太
郎氏らによる記念講演も行われた。
大会終了後、11号館ラウンジに
会場を移し懇親会が開かれ、来賓
の森田嘉一理事長・総長、松田武
学長らが祝辞を述べた。

日本人を魅了した独の書物
日独交流150年で展示会

　日本とドイツの交流が150年に
なるのを記念して10月18日から
24日まで、本学図書館が所蔵す
るドイツの書物の展示会が、国際
交流会館６階ユニバーシティギャ
ラリーで開催された。会場には、
活版印刷を発明したグーテンベル
クや宗教改革のルターの聖書をは

訃 報
　土岐　哲氏（本学日本語学科長）
　６月23日死去、65歳。早稲
田大学文学部日本文学科卒業。
東海大学講師、名古屋大学助教
授、大阪大学助教授、教授を経
て2009年４月本学教授に就任。
2010年から日本語学科長。専
攻分野は日本語音声学、音声コ

ミュニケーショ
ンで、本学では
大学院、日本語
学科、留学生別
科で日本語音声
学概論、日本語
音声表現法、日本語教育研究な
どの科目を担当していた。

謹んでご冥福をお祈りいたします

期されたもの。日英の同時通訳付
きの基調講演とパネルディスカッ
ションに、多くの学生が耳を傾け
た。基調講演には、米日財団理事
長のジョージ・R・パッカード氏
と本学の松田武学長が立ち、それ
ぞれの立場で日米関係を論じた。
続いておこなわれたパネルディス
カッション「グローバル社会にお
ける日米関係―私たちが果たすべ
き役割について考える」では、コー
ディネーターに本学教授の熊谷俊

樹氏、パネリストに
パッカード氏と松田学
長が再登場、産経新聞
編集委員の高畑昭男氏、
国際文化会館理事の松
本洋氏を加え、計５人
でこれからの日米関係
を展望した。
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　わたしたち東洋哲学研究会は、現在10人で元気よく
活動をおこなっています。部員にはさまざまな学科の人
がいて、先輩たちに相談もしやすく、とても仲が良いアッ
トホームな部活です。
　主な活動としては、週1回お昼休みを中心にミーティ
ングをおこなっています。さらに、毎年六月祭や外大祭
で展示をしており、今年の六月祭では「対話」というテー
マで、人と人とのつながりについて展示させていただき
ました。
　現在の目標は、外大祭での展示を無事に成功させるこ

とです。ミー
ティングを中心
に部員全員、全
力で準備をして
います。
　わたしたち東
洋哲学研究会は、

　現在、全国の高校におけるダンス部は1100校を超え
る学校に設置されています。京都外大西高校ダンス部は
「できるだけ上を目指したい」ではなく、「この頂点に立ち
たい、全国優勝したい」ということを目標としています。
優勝を目指す練習は当然のことながら並の練習では結果
に結びつくことはないので、厳しいものとなり、また新
しいダンスへの発想も必要となってきます。
　いま高校生のダンスには多くのジャンルがあり、今年
度外大西ではバレエ、ヒップホップ、ロック、アニメー
ションのジャンルに挑戦してきました。そして全国大会
や関西、関東での大会では、優勝
を含めて各プロ審査員から高い評
価を受けてきました。しかしクラ
ブ活動で必要なのは練習量と作品
への発想だけではなく、指導者と
部員全員が一つになって目標に向
かうことです。私たちのクラブは、

世界の平和・文化・
教育について考え
るだけでなく、さ
らにいろんな考え
方や経験ができる
団体でもあります。
ミーティングでは
部員一人一人が自分たちの考えをお互いに話すのでディ
スカッション力がつき、さらに自分たちの考え以外のい
ろんな考え方を知り得ることができます。
　大学生活の中で、今しかできないことがたくさんあり
ます。わたしたちは何事にも全力で取り組むということ
をポリシーとして部員全員が部活以外の勉強やバイトに
対してもこのポリシーで取り組んでいます。やりたいこ
とを見つけるのは難しいですが、何事にも挑戦すること
が大事なので、このポリシーを持つ東洋哲学研究会をこ
れからもよろしくお願いします。

全員がレギュラーをモットーに歩んできました。それは
現実的に非常に難しいことなのですが、それを伝統的に
乗り切ってきたのが外大西ダンス部の強さです。部員と
指導者が心の中をさらけ出し、認め合い、何でも話せる
チームの中から、良い結果が出ると信じています。この
点が他のダンス部に誇れる、外大西ダンス部の良さです。
　これからも高いレベルのチーム作り、他にない新しい
作品作りを目標に、明るく元気に全国優勝を目指し日々
練習に励みますので、京都外大西高校ダンス部を応援し
てください。

東洋哲学研究会

西高ダンス部

何に対しても全力で取り組む

全国の頂点に立ちたい全国の頂点に立ちたい
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有意義な学校行事として高い評価
「高校模擬国連」

今年21回目を迎え、11校230人参加
　高校生が英語で国際問題を議論する「関西高校模
擬国連大会」は、京都外大西高等学校の教諭らでつ
くる実行委員会（委員長・北村聡京都外大西高等学
校校長）が毎年開催している学校行事の一つ。
　この関西高校模擬国連は、世界中で毎年開催され
る150余の模擬国連会議の一つであり、世界中では
６万人を超える中学生、高校生、大学生が参加して
いるといわれている。関西高校模擬国連の第１回が
おこなわれたのは1991年11月。会場は京都外国語大
学11号館２階、参加校は京都外大西高と大阪の国際
アカデミー高等専修学校の２校だけ、参加者も60人
だった。その後、参加校・参加者は次第に増え、会
場も模擬国連にふさわしい設備などが整った国立京
都国際会館でおこなわれるようになった。平成22年
には、第５回京都私学振興会賞を受賞している。
　模擬国連は、参加者が実際の国際会議のシミュ
レーション（模擬）をおこなうことにより、国連や国
際政治のシステムについて、また国際問題や国家の
対外政策決定力がいかに動くかを学習する目的で実
施する。模擬国連は、通常、国連の総会、各委員会、
安全保障理事会の諸活動をシミュレーションする。
参加する生徒は国連加盟国代表の役を演じ、国連の
議題から協議事項を選び、討論する。実際におこな
われる国連の議事進行手続きにのっとり、それぞれ

の代表が担当す
る国の利益を守
りながら世界の
諸問題解決の交
渉をおこなう。
模擬国連の準備
作業をおこないながら、参加者は国際問題や国際組
織の複雑さをよりよく理解できるだけでなく、国連
に関する知識も獲得できる。
　今年で21回目を迎えた「関西高校模擬国連大会」
は、６月21日から23日まで、国立京都国際会館で開
かれ、京都外大西高をはじめ、近畿や岡山、神奈川
などの高校、専門学校の計11校から約230人が参加
した。今回の議題は食糧安全保障を取り上げ、アフ
リカ・中東グループが地域会議でまとめた先進国の
政府開発援助（ODA）による井戸の整備や給食実施
などの解決策を提案。参加者は関係国との非公式討
議や他国とのメモのやりとりなど実際の国際会議さ
ながらの交渉をおこない、決議に向けて討論を展開
した。

ジェネラル・アセンブリー（総会）

インフォーマル・ディベート（非公式討議）

関西高校模擬国連大会事務局ホームページ
http://www.kufs.ac.jp/nishiko/MUN/

（英語版にもアクセスできます）



国際文化コース3年B組　広野友紀子
　議長の仕事は、やりがいがありと
ても楽しかった。この経験を通して、
いろいろなことを学んだ。一つは責
任の重大さ。自分のミスや努力不足

は周りに迷惑がかかるということ。そうならないように
するためには自分がしっかり努力しなければならないと
いうこと。模擬国連では多くの人が集まり、人それぞれ
の意見が出てくるのでそれをまとめることは難しいこと
だと感じた。母語を使わずに会議をするという経験も楽
しかった。世界の諸問題を考え世界全体をよく見渡して
みると、さまざまなことが見えてきた。模擬国連を通し
て、いろいろなことに気づくことができて、よかった。

15高校模擬国連 15

京都外大西高等学校に通信制課程
2012年４月開設（認可申請中）

　京都外大西高等学校は、「いつでも、どこでも学習環境を提供する」をコンセプトにした新しい
高等教育を目指しています。通信制課程はその一つ。多様な価値観や生活スタイル、学習経歴を
持つ人に個性的で夢のある学びを提供するために、新しく通信制課程を設けます。

　詳細は、京都外大西高等学校 通信制課程準備室
　　　　　TEL：075-326-1161　FAX：075-326-1162　Mail：kgn_cc@kufs.ac.jp

関西高校模擬国連に参加して

国際文化コース3年B組　福原知美
　今年の模擬国連で議長をやらせて
もらった。入学したての時に先輩方
の模擬国連をお手伝いした時から議
長に憧れていた。議長になりたての
頃は聞いていたほど大変でもなく、意外に楽なんだと
思っていた。ところが、本番に近づく6月になるにつ
れて入試、体育祭など行事が重なり精神的、体力的に
もつらく限界を感じるようになった。その時立ち直ら
せてくれたのは周りの人々。おかげで本番では成功を
収めることができた。模擬国連を通じて努力すること
や人の大切さが学べ、そして新たな目標を見つけるこ
とができた。今後はその新しい目標に向かってこの経
験から学んだことを生かしながら一生懸命ベストを尽
くしていきたい。

国際文化コース3年A組　堀井寛世
　本校に入学する前から、模擬国連
でぜひ議長を務めたいと思っていた
ので、実現できてよかった。今年の
議題は「食糧安全保障」について

だったが、事前準備の授業では食糧に限らず、世界の
あらゆる貧困問題や環境問題について理解を深めた。
今まで貧困についてある程度は知っているつもりだっ
たが、学習を進めるごとに知識の浅さに気づかされ
た。貧困を解決するにはもちろんお金も必要だが、同
等に勉強も大切だということを知った。毎日食事がで
き、帰る家があり、勉強ができること。当たり前のよ
うに捉えていたが、本当は得難くもっと感謝しなけれ
ばならないということをあらためて感じた。模擬国連
を通して多くの知識を身に付けられたと同時に、専門
的な英単語を学習したことで英語力も高めることがで
きた。本当に貴重な経験ができてよかった。

国際文化コース3年A組　赤坂美穂
　今年のテーマは、食糧安全につい
て。食糧安全の調査をおこないバン
グラデシュの代表をすると同時に全
体の本会議において議長の仕事もし
た。大会初日、会議が始まると他校の人たちの英語の
レベルの高さに驚き、緊張感が一層高まった。そのよ
うな状況の中、周囲の人たちが優しく声をかけてくれ
たおかげでようやく緊張感が解け、討議に集中するこ
とができた。最終日、会議終了後に参加者らが議長席
にいた私に対して拍手をしてくれた時は、言葉には表
せないほど嬉しく充実感でいっぱいになった。もちろ
ん、議長だけでなくバングラデシュ代表の仕事なども
大変やりがいがあり、私にとってとても有意義な学校
行事だった。

憧れていた議長の仕事

言葉に表せないほどの充実感

世界の問題を考え知識深まる

やりがいあった議長の仕事

コミッションB 議長

コミッションB 議長

コミッションA 議長 コミッションA 議長
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様 な々経験　人生にとっても大事
小谷　先生は教育学と教育心理学
が専門ですね。
カルヴァーリョ　ブラジルの大学
で教育学を学んだ後、日本に来て
広島大学大学院の博士後期課程で
心理学を勉強しました。ブラジル
では最初、法学部に入りました。
弁護士になろうと思っていたので
すが、途中で教育学に転向したの
です。実は、私の母も、もともと
は弁護士だったのですが、教育学
を勉強し直して学校を経営しなが
ら教師として働いていました。
小谷　お母さんと同じような道に
なったのですね。故郷はブラジル
のベレンという町でしたね。
カルヴァーリョ　ええ、ブラジル
の北部、パラ州の州都です。一年
中、京都の夏のように暑いところ。
京都は四季があるけど、ベレンは
一年中暑い。
小谷　私は、赤道に近い国のイン
ドネシアを旅して割と平気だった
から、大丈夫かもしれませんね。
機会があったら行ってみたいです。
カルヴァーリョ　ぜひ来てくださ
い。いろんな所へ行ってみること

は、さまざまな経験ができること。
それは人生にとっても大事なこと
です。外国一人旅もそうですが、
学校の勉強以外にも、円さんはい
ろんな体験をしていますね。
小谷　高校時代は学校の勉強に必
死で、他の勉強はあまりしていま
せんが、旅行記を読んだり、講演
会を聞きにいったり。テーマは人
権問題が多かったです。大学に入
って、学校生活になじめなかった
こともありますが、結果的に１年
間休学して、茨木市にある西日本
入国管理局で面談などのボランテ
ィア活動をしました。収容者の中
にはブラジルからの出稼ぎの人も
いましたが、多くの人は手続きが
わからなかったり、風邪をひいて
手続きが遅れてオーバーステイに
なり、不自由な空間で不安な日々
を送っている。その人たちの話を
聞いて、自分が日本にいながら世

界とつながっているような体験を
しました。本を読んだり学校では
経験できない、現実に対応した勉
強ができたと思います。
カルヴァーリョ　その体験はとっ
ても大事なことですよ。私も学生
時代は、その経験を今でも大切に
しています。地域の教会を通して
寄付活動とか、貧困な地域に入っ
て救援活動などをしました。

日本で学んだ柔軟な対応
小谷　私は言語を学ぶのが好きで、
外国語大学に入ったのですが、京
都外大にはいろんな外国語を学ぶ
学生がいる。外国の言語を学ぶと
いうことは、同時にその国の文化
を勉強することですよね。この大
学で友達をたくさんつくっていく
と、自然といろんな国の文化や考
え方を知ることができる。世界に
はいろんな異なる文化があり、考
え方をする人がいるんだなってこ
とを知って、すごくフレキシブル
になった。
カルヴァーリョ　物事を柔軟に考
えることは大事なことです。言語
を学ぶときだけでなく、人生にと
って大事なことだと思うよ。私は、
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そのことを日本に来てずいぶん学
んだと思います。日本に来た当初
は、自分の考えを通そうと、厳し
く相手に接していました。例えば、
英語で話しかけられると、「なぜ
英語なの？　外国人は誰もが英語
を話すわけではないよ」という気
持ちが強くて、「すみません、英語
は話せません」と答えていました。
小谷　日本語で、ですか？（笑）。
カルヴァーリョ　そう、日本語だ
けでなくてポルトガル語、英語以
外のスペイン語やフランス語で答
えていました。でも、日本に長く
住んでいると、考えが変わってき
て…。相手は親切心から英語で話
しかけてくれているのかもしれな
いとか、いろいろ柔軟に考えられ
るようになって、今はそんなに厳
しくしていません（笑）。英語で
聞かれたら、英語で答えています。
自分の考えに固執しないで、状況
によって、柔軟に相手に接したら
いいのだと、考えられるようにな
った。日本に来て学んだことの一
つです。
小谷　その柔軟性は先生の授業に
も現れていると思います。先生は
学生の自主性を育てようとして、
学生に自分の意見を発表するよう
促すのですが、日本人の学生は積
極的でないという
か、先生の思うよう
にはいかない。そこ
で、先生は自分の方
から学生に近づいて
意見、考え方を引き
出す。先生は、誰の
話でもみんな聞いて
くれて、的確なアド
バイスをしてくれる。
先生の授業は、学生
の間でとても人気が

あります。この前の授業で、ポル
トガル語を日本語に訳して、漢字
を書いて説明されたのには感動し
ました。

日本語ができないから日本留学
カルヴァーリョ　私は、ブラジル
の大学を出て留学するとき、アメ
リカか日本の二つの選択肢があっ
た。英語が話せたからアメリカの
方が楽だったかもしれないけれど、
あえて日本を選んだのは、同時に
未知の日本語という言語を学ぶチ
ャンスでもあると考えたのです。
もちろん、漢字にも興味があった。
今でも漢字の勉強はしているんで
すよ。
小谷　すごいですね。
カルヴァーリョ　外国語を学ぶと
き、もうこれでわかったという終
わりはない。わからないことは
次々に出てきます。そして、外国
語を学ぶことは、自国のことを勉
強することでもある。
小谷　私も外国人の友達に日本語
を教えたことがあります。日本語
はネイティブだから大丈夫と考え
ていたのですが、ところがどっこ
い、文法でもわからないことがた
くさん出てくる。日本の文化など
についても、いろいろ聞かれまし

たが、答えられないことがたくさ
んありました。
カルヴァーリョ　日本語が少し理
解できるようになったからといっ
て、日本での生活がスムーズにな
ったことと比例しません。日本で
生活するには、日本の文化や生活
習慣に適応することも大事。日本
人はよく、行間を読むとか、空気
を読むとか言うでしょう。そうい
う文化も、外国人は理解しないと
いけないと思う。逆に日本人が外
国人と付き合うときも、相手の文
化を十分に理解する努力が必要。
そうでないと誤解が起こります。

もっと積極的に行動を
小谷　最後に、京都外大の学生に
ついての印象や、注文があればお
聞かせください。
カルヴァーリョ　学生は明るく
て、好印象。注文は、もっと積極
的に行動を起こしてほしいことか
な。ボランティア活動や外国への
一人旅など、学生時代に経験した
ことは、きっと将来役立つと思う。
最後に、ブラジル人の小説家、パ
ウロ・コエーリョの言葉を贈りま
しょう。それは「船は港にいる時、
最も安全であるが、それは船が造
られた目的ではない」ということ

です。学生の皆さん
が自分の視野を広げ
たり、人生のさまざ
まなチャレンジに立
ち向かう勇気、つま
り安全な港から出て
行く勇気をサポート
していきたい。これ
が私の教師としての
務めだと思っていま
す。

モイゼス・カルヴァーリョ先生
本学ブラジルポルトガル語学科准教授。心理学博士。1972年ブラジル生まれ。
アマゾニア大学を卒業後、広島大学教育学研究科（心理学専攻）博士課程後
期終了。フィリピン・De La Salle大学准教授を3年間務めた後、2005年に再
来日し、京都大学教育学研究科にて日本学術振興会外国人特別研究員、
2008年から助教。2011年4月から現職。「CALLポルトガル語」など担当。

小
こ

谷
たに

　円
まどか

さん
本学ブラジルポルトガル語学科1年次生。1991年大阪府生まれ。大
阪府立北野高校卒業。本学入学後1年間休学し、茨木市にある西日
本入国管理局で面会などのボランティア活動を体験。趣味は一人旅。
この夏はインドネシアを放浪。今年3月にはカンボジア・スタディーツ
アーに参加。貧困や児童買春など人権問題について勉強。
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「普通人でも成功でけた　大阪から世界へ」
を著した元G・M エンタープライズ社長

　がんを宣告された。50歳の時、人間ドックの胃カ
メラ再検査でわかった。自覚症状はなかったが、５
段階のレベル３「通常は手術」の見立てだった。「ほん
まかいな」と思いながら、手術。胃の４分の３を切
除した。体力は落ち、体重も減少、人生で一番悲し
く、つらかった時だと、堀田さんは振り返る。
　「いま考えても、がんはほんまかいな、と疑って
いる。切除した部分を見た妻も『わからない』と言っ
ていた。今ならセカンドオピニオンがあるが…。切
らんでもよかったのでは」
　この手術を機に55歳で会社を畳んだ。独立・起業
して16年。「もう満足」との心境もあった。しかし、
退職してからもたくさんの人と交流したが、名刺が
ない。かねてから出版したいと思っていた本を出し、
名刺代わりにしよう、さらに読んだ人が「よし俺も
やってみよう」と行動するきっかけになったらと筆
を執った。

動くことが始まり

　若い頃、３年３カ月の海外諸国遊学中の冒険とも
いえる経験や「動くことが全ての始まり」という人生
哲学を貫き、成功を収め、さっとリタイアした人は、
どんな顔つきなんだろうと期待していた。
　そんな思いとは異なり、温和な「普通人」が出迎え

てくれた。真新しい新築の家は、千里北公園に隣接
する大阪・箕面市の静かな住宅地にあった。
　京都外国語短期大学を卒業後、兄の事業を手伝っ
たり、大阪万博のカナダ・オンタリオ州政府館でス
タッフを務めたり、英会話学校にも通った。すると、
幼い頃、聞きかじった大人たちの会話がよみがえっ
た。「輸出なんか机と電話とタイプ（ライター）さえあっ
たらできるで」。それが潜在意識の中で醸成された
のか「貿易・輸出」が頭の中を駆け巡った。1971年４
月、大阪の物産会社に入り、営業を担当した。輸出
の手続きは学べたが、相手が韓国だったので、英語
は使わなかった。しかし、貿易の共通語は英語。
　兄の「英語だけはやっておけよ」の言葉にも押され、
１年で退社。「貿易をするなら英語」という思いで、
▽生の外国人に接するのはプラス▽英語を身につけ
たい▽海外生活に憧れ――という理由から、出国を
決意した。

堀田　正之さん

春期リーグ戦　大谷G（昭和42年）
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MASAYUKI HOTTA

堀田　正之（ほった・まさゆき）　1947年8月、6人兄弟の末っ子として生まれる。京都外国語短期大学卒業後、大阪万博勤務、3年余
の海外遊学を通して「外国（人）」「英語」を強く意識。10年間のサラリーマン生活を経て、39歳で起業、G・M エンタープライズを設立。16
年近く輸出会社を経営。金もうけは55歳で卒業。今は第二の人生で、新たなチャレンジをしている。大阪府箕面市在住。

海外遊学で多くの収穫

　1972年７月、24歳の時だった。香港、シンガポー
ル経由の貨客船で、オーストラリア・シドニーへ。
安いホテルに泊まり、アルバイトをしながら多くの
人々と接し、「動くことが全ての始まり」を確信した。
シドニーのビスケット工場では、10カ月働いた。こ
の間、クリスマス・新年休暇にタスマニア島１周の
ヒッチハイク。次はニュージーランド。７カ所で働
く間、腎臓結石で入院もした。日本に帰るのに東南
アジア経由か、アメリカ回りか。迷わず英語のアメ
リカを選んだ。フィジー、トンガ、W・サモア、A・
サモア、タヒチを経てロサンゼルスへ、49日間かけ
た。アメリカでは土産物・宝石店で働いた。英語に
加え、速記も学んだ。妻になる女性にも出会ったの
だから、この時期に最高の収穫を得たことになる。

次は起業だ

　３年３カ月に及んだ遊学から帰国し、２社目のN
物産はゲーム機のソフト開発会社だった。課長に
なったが、仕事が暇になり、給料とのバランスがと
れていない、と感じ38歳で退社。「貿易、輸出、営業」
の目標は実現できたので、次は起業だ。
　東京で開催された「アミューズメント・マシン・
ショー」で何人かのバイヤーに再会したことから「こ
の仕事を自分でしよう」と決め「G・M エンタープラ

イズ」を立ち上げた。公団住宅の自宅の一室を事務
所にし、ゲーム機の中古のソフト基板の輸出を始め
た。大阪の業者に手当たり次第聞き、やり方を盗ん
だ。海外のバイヤーにはプライス・リストをファク
スし、注文が来ればすぐ航空便で送るようスピー
ディーにこなした。徐々に信用が広がり、年商５億
近い時期もあった。50歳での手術、その頃からテレ
ビゲームが下火になり、やめる決心をした。G・M
は15年８カ月だった。

静中有動

　家には、父親が近所の書家に頼んで書いてもらっ
たという額が掛かっている。「静中有動」とある。静
中に動あり、動中に静あり。動いてないときはいつ
でも動けるように心構えをし、動いているときは冷
静さを保つことが大切という意か。「父が好きだっ
た言葉は自分にも合っていると思っているので大切
にしている」と。今は第二の人生のターゲットに定
めたゴルフ、テニス、囲碁…に夢中である。まだ満
足のいく結果が得られない。仕事は卒業できたがこ
れらはまだまだ奥が深いと苦笑い。レッスン・スケ
ジュールでけっこう多忙な毎日だが、学生時代の野
球部の仲間５人とは、オーストラリア在住の１人を
含め、どんなことがあっても毎年１回は会うことに
している。今年は部活で合宿した思い出の場所、高
知県安芸市のタイガースタウンに行くことにした。
学生時代に好きな野球で共に汗を流した懐かしい思
い出は第二の人生でもチャレンジへの起爆剤となっ
ている。

1973年の大晦日はテントで過ごした
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（表１関連）
　帰属収支差額は、＋３億５千百
万円となりました。

（表２関連）
　収入総額と支出総額の差額は、
＋３億１千７百万円となりました。

（表３関連）
　正味財産は、前年度末から３億
５千百万円増加し、206億５千百
万円となりました。
　以上の数値から、当学校法人の
財政は、健全性を保っているもの
と判断しています。

　2010年（平成22年）度の決算
はつぎのとおりです。

　学生生徒等納付金は、決算額64
億２千４百万円です。この項目は、
大学、短期大学、高等学校及び専
門学校の学納金の合計で、予算と
比べ１億２千万円増加しました。
手数料は、決算額１億６千７百万
円です。入学検定料が主なもので、
予算と比べ１千７百万円減少しま
した。
　寄付金は、決算額２千７百万円
です。資金収支計算書の寄付金収
入の数値と差異が生じていますが、
これは資金収支計算書では現物寄
付金は寄付金収入として計上でき

ないからです。
　補助金は、決算額８億４千百万
円です。この項目は、国と地方公
共団体からの補助金で、予算と比
べ１億４百万円増加しました。
　資産運用収入は、決算額１億１
千百万円です。この項目は、定期
預金、財投機関債、仕組債等の受
取利息と施設設備等の賃貸利用料
収入です。
　事業収入は、決算額３千５百万
円です。この項目は、受託費等の
収入で、予算と比べ７百万円増加
しました。
　雑収入は、決算額２億４千６百
万円です。この項目は、教職員退
職者に係る退職金財団からの交付
金が主なもので、予算と比べ１千
４百万円減少しました。
　2010年（平成22年）度の、帰
属収入［学生生徒等納付金から雑
収入までの収入合計（当学校法人
の負債とならないもの）］は、78
億５千百万円で、２億５百万円の
基本金組入れをした結果、消費収
入の部の決算額は76億４千６百
万円です。予算と比べ、２億８千
万円増加しました。

　学校法人がその事業計画に基づ
き必要な資産を継続的に保持する
ため必要な金額を消費支出に充当
させずに、帰属収入から組み入れ
る額を基本金といいます。
　第１号基本金は、本年度に取得
した施設や設備などの固定資産等
の他、借入金返済支出で、その組

入額は１億５千５百万円です。
　第２号基本金は、将来取得しよ
うとする固定資産等の経費ですが、
本年度は組入額はありません。
　第３号基本金は、奨学金として
保持し運用する経費で、その組入
額は５千万円です。
　第４号基本金は、支払い資金と
して保持すべき資金です。
　組入額合計は、２億５百万円と
なりました。

　人件費は、決算額47億４千百
万円です。なお、〔表２〕の人件
費支出には、退職金支出を決算(算
入)していますので金額に差異が
生じています。
　教育研究経費は、決算額19億
７百万円です。学生や教員の教育
研究活動に要した経費です。
　管理経費は、決算額８億１千百
万円です。財務等の法人業務や総
務、入試広報活動等に要した経費
です。学生募集のための経費など
も含まれています。
　なお、〔表２〕の教育研究経費
支出及び管理経費支出には、減価
償却額を決算（算入）していませ
んのでおのおのの項目で差異が生
じています。
　借入金等利息は、決算額２千９
百万円です。日本私立学校振興・
共済事業団への借入金利息支払金
です。
　資産処分差額は、決算額９百万
円です。建物、教育研究用機器備
品、その他の機器備品を処分した
減少分です。
　徴収不能引当金繰入額は、３百
万円でした。
　消費支出の部の決算額は、75

2010年（平成22年）度

法人本部財務部

基本金組入

資金収支について

消費収支について

貸借対照表について

消費収入の部

消費支出の部



21学園事業報告

億円となりました。
　帰属収入から消費支出を差し引
いた額である帰属収支差額は、学
校法人の財政の健全性を示すもの
で、2010年（平成22年）度のそ
の差額は、＋３億５千百万円で健
全性は保たれているものと考えて
います。

 
　消費収支計算書との差異分を説
明しています。
　前受金収入は、決算額21億５
百万円です。翌年度の学生生徒等
の授業料などで、予算と比べ２千
３百万円増加しました。
　その他の収入は、決算額24億
５千７百万円です。予算と比べ３
億９千２百万円増加しました。支
出の部の資産運用支出と関連して
おり、定期預金等の満期到来の払
い出し、預け入れを両建経理（総
額表示）したことによります。
　支出の部の借入金等返済支出は、
決算額１億１千８百万円です。
　施設関係支出は、決算額１億５
百万円です。CALL教室内装改修
工事や照明器具取替工事、教室空
調改修工事、喫煙ハウス設置工事
等に要した経費です。
　設備関係支出は、決算額１億４
千６百万円です。机・椅子入替、
トレーニング機器、コンピュータ
システムやソフトウェア、図書購
入等に要した経費です。
　資産運用支出は、決算額22億
５千４百万円です。定期預金等の
満期到来の払い出し、預け入れを
両建経理（総額表示）したことに
よります。

寄付金，
0.4％
27百万円

その他，7.1％
559百万円補助金，10.7％

841百万円

学生生徒等納付金，81.8％
6,424百万円

人件費，63.2％
4,741百万円

教育研究経費，
25.4％

1,907百万円

管理経費，
10.8％
811百万円

その他，0.2％
12百万円

借入金等利息，
0.4％
29百万円

帰属収入
100％

7,851百万円

消費支出
100％

7,500百万円

〈帰属収入の部〉 〈消費支出の部〉

資金収支予算書

［表2］資金収支計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位　千円）

科　　目
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
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
その他の補助金収入
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
前 受 金 収 入
そ の 他 の 収 入

資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計

6,424,642
166,687
25,077
840,719
524,898
315,221

600
110,971
35,375
246,535
2,105,137
2,457,059

2,355,271
4,348,912
14,405,843

119,527
17,350
7,196

104,048
69,730
34,318

0
41,691
7,422
14,078
22,945
391,676

40,814
0

622,263

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
4,502,923
13,783,580

4,699,143
1,522,327
728,707
28,875
117,830
104,522
146,298
2,254,492
716,073

578,224
4,665,800
14,405,843

科　　目
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
次年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計

6,305,115
184,037
17,881
736,671
455,168
280,903

600
69,280
27,953
260,613
2,082,192
2,065,383

2,314,457
4,348,912
13,783,580

44,587
77,546
52,351
633
0

23,084
42,057
486,862
85,399

80,000
28,867
162,877
622,263

収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部

（単位　千円）

科　　目
固 定 資 産
有形固定資産
土 地
建 物
その他の有形固定資産
その他の固定資産

流 動 資 産
現 金 預 金
その他の流動資産

資 産 の 部 合 計

平成21年度末
23,334,358
19,483,154
5,284,945
9,916,691
4,281,518
3,851,204

4,603,448
4,348,912
254,536

27,937,806

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部
［表3］貸借対照表（平成23年3月31日現在）

平成22年度末
4,589,291
1,715,490
2,873,801
2,998,814
139,580
2,859,234
7,588,105

平成22年度末
26,642,928
850,000
484,000

27,976,928

平成22年度末
7,325,567

〔　7,472,370〕
〔　　146,803〕
7,325,567
28,239,466

平成21年度末
4,612,640
1,855,070
2,757,570
3,025,776
117,830
2,907,946
7,638,416

平成21年度末
26,487,760
800,000
484,000

27,771,760

平成21年度末
7,472,370

〔　7,338,390〕
〔　　133,980〕
7,472,370
27,937,806

△

基 　 本 　 金 　 の 　 部

消 費 収 支 差 額 の 部

2010年（平成22年）度　予算決算対比表

予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異

予　算 決　算 差　異 予　算 決　算 差　異

（単位　千円）

科　　目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
補 助 金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
その他の補助金
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
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

6,305,115
184,037
17,881
736,671
455,168
280,903

600
69,280
27,953
260,613
7,601,550
235,679
7,365,871

6,424,642
166,687
26,669
840,719
524,898
315,221

600
110,971
35,375
246,535
7,851,598
205,168
7,646,430

119,527
17,350
8,788

104,048
69,730
34,318

0
41,691
7,422
14,078
250,048
30,511
280,559

4,739,637
1,967,384
729,036
28,242
8,993
10,000
71,007

7,554,299
188,428
7,472,370
7,660,798

4,740,750
1,906,609
810,902
28,875
8,992
3,499

7,499,627
146,803
7,472,370
7,325,567

科　　目
人 件 費
教 育 研 究 経 費
管 理 経 費
借 入 金 等 利 息
資 産 処 分 差 額
微収不能引当金繰入額
［ 予 備 費 ］

消費支出の部合計
当年度消費（収入　支出）超過額
前年度繰越消費（収入　支出）超過額
翌年度繰越消費（収入　支出）超過額

注）［表1］［表2］の予算は補正後の予算である。

（注）　右欄の消費収支差額の部の（当年度消費（収入△支出）超過額）〔146,803千円〕は、
消費収支計算書の当年度消費（収入△支出）超過額 146,803千円と一致する。

［表1］消費収支計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

1,113
60,775
81,866
633
1

6,501
71,007

54,672

平成22年度末
23,293,986
19,221,547
5,284,945
9,652,910
4,283,692
4,072,439

4,945,480
4,665,800
279,680

28,239,466

増　減　
23,349
139,580
116,231
26,962
21,750
48,712
50,311

増　減　
155,168
50,000

0
205,168

増　減　
146,803

〔　　133,980〕
〔　　280,783〕

146,803
301,660

増　減　
40,372
261,607

0
263,781
2,174

221,235

342,032
316,888
25,144

301,660

科　　目
固 定 負 債
長 期 借 入 金
その他の固定負債
流 動 負 債
短 期 借 入 金
その他の流動負債
負 債 の 部 合 計

　
 科　　目  

第 1 号 基 本 金
第 3 号 基 本 金
第 4 号 基 本 金
基本金の部合計

科　　目
翌年度繰越消費（収入　支出）超過額
（前年度繰越消費（収入　支出）超過額）
（当年度消費（収入　支出）超過額）
消費収支差額の部合計
負債の部、基本金の部及び
消費収支差額の部合計

△

△

△
 △
　　△
　　　　△
 △

 △
　　△
 　　
△

　　△
　△

　　△

　　△
　　△

　　　

　　△

　　△
△

△

　　　　△

　　△
　　　　　　△

　　　
△
△

　　△
△
△

　　△

　　　　　　△
　　△

　　　　△
　　　　△

　　　　△
　　　　　　△

　　△
　　△
　　△

△ △

△ △ △ △

　　　　　△

　　　　　　　　　△
　　　　　△

　　　　　　　△
　　　　　　　△

　　　　
　　　　　　　△

　　　　　　　　　△

　　　　　　　△
　　　　　△

　　　　　△

　　　　　　△
　　　　　　　　　　△

　　　　　　△
　　　　　　△
　　　　△

　　　　　　△
　　　　　　　　　

　
　　　　△
　　　　△

　△
　　△
　　△

　　△
　　△
△
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　本学園は、創立以来、皆様のご支援を賜りながら、順次、教育環境充実のためキャンパスの基
盤整備に努めてまいりました。今後も本学園は、「社会が必要とする学園」づくりのために、教育
内容の一層の充実はもちろんのこと、今日の社会情勢に鑑み、地震防災対策の強化、CO₂排出の
削減、バリアフリー化の推進など施設の整備に力を注いでいくこととしております。とりわけ、
本学園は引き続いて社会的使命を果たしていくために、創立65周年の2012年を基点に、創立80周
年にあたる2027年を視野に入れた向こう15年間を「学園施設の整備促進」のための重点期間として
位置づけ、４号館の耐震構造を伴う改修工事をはじめ高等学校、専門学校各校舎の改修などを順
次、計画しております。
　もとより、こうした課題に対処していくためには、多くの資金が必要であります。本学園とし
ては、常日頃から安定した財政運営とその基盤強化に努めているところでありますが、こうした
資金確保のために皆様方のご協力・ご支援をいただければなによりのことと存じます。
　こうしたことから、昨年末から、このような学園施設の整備に充当するための募金活動に、日
常的・継続的に取り組んでいるところであります。皆様には、学園創立60周年記念事業の武道体
育館の建設募金等に大変お世話になったところであり、時節柄、誠に恐れ多いことではあります
が、どうかこのたびの一般募金活動の趣旨をご理解いただき、引き続き温かいご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

学校法人　京都外国語大学
理事長・総長　森 田 嘉 一

記

▪募金名称　教育環境向上のための一般募金
▪募金目的　本学園の教育活動や修学環境の整備・向上、特に今日的課題である耐震対策や
　　　　　　CO₂削減対策等を一層推し進めるための資金充当
▪募金対象　個人、法人、団体
▪芳 名 録　寄附者全員の芳名録を作成します。
▪申し込み　個人　　５千円（できるだけ複数口でお願いいたします）
　　　　　　法人　　金額は特に定めておりません
　　　　　　団体　　金額は特に定めておりません
▪振込方法　本学指定の振込取扱書に必要事項をご記入のうえ、銀行または郵便局から「学
　　　　　　校法人京都外国語大学募金口」へお振り込み下さい

寄附金に対する優遇税制措置について
　本学校法人は、文部科学省から個人の寄附金について「特定公益増進法人であることの証明書

（所得控除制度）」と「税額控除に係る証明書（税額控除制度／申請中）」の交付を受けております。
また、法人からのご寄附については、日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄附金」制度

（寄附金金額の損金算入が認められている）が利用できます。いずれにしても、ご寄附いただいた
金額は税制上の優遇措置を受けることができます。詳細は本学校法人募金事務局までお問い合せ
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

▪お問合せ先　学校法人京都外国語大学　募金事務局
〒615-8558　京都市右京区西院笠目町6番地
TEL：075-322-6555　FAX：075-311-8989
HP：http://www.kufs.ac.jp　e-mail：hojin@kufs.ac.jp

学園施設の整備促進のための
募金へのご協力のお願い
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あだ名もついて溶け込む
国際文化コース1年A組

ニュージーランドの姉妹校ウエストレイク・ガールズ高校へ
（2011年1月～ 12月）

内方　百花

　ニュージーランドに来て半年以
上がたちました。この半年は本当
にあっという間で、「もうそんな
にたったのか」と思えるくらい充
実した日々でした。
　ここへ来た最初の頃は、授業の
内容も理解できず、自分の思った
ことを英語でなかなか伝えられな
くて、授業や友達との会話にも消
極的になっていました。しかし、
そんな自分を先生も私のホストも
放っておかず、声を掛けてくれま
した。今はそのおかげで、毎日楽
しく友達と授業を受けています。
　休み時間も、もっと長ければい
いのにと思ってしまうほど、友達
としゃべったりするのが楽しいで

りませんでした。一人でどんなに
文法の勉強をしても、友達や家族
と交わしたコミュニケーションで
得た英語力や大切な思い出に勝る
ものはないということです。
　このような貴重な体験をさせて
いただいた京都外大西の先生や親、
私を支えてくれる方々への感謝の
気持ちを忘れずに、帰国までのあ
と少しの期間を、後悔しないよう
に一日一日を大切に、楽しんで過
ごしたいと思います。

す。最近では、友達とコミュニケー
ションをとっていくうちに、自分
にあだ名ができたりして、なんだ
かなじめてきたのかなぁと思うと、
とてもうれしく感じます。放課後
や休みの日に学校の友達と遊びに
行くこともあって、自分がここへ
来る前に想像していた以上に楽し
い学校生活を送っています。
　休みの日や、ホリデーになると
家族で祖父母の家へ遊びにいった
り、ホストシスターたちと一緒に
お菓子を焼いたり、
学校とはまた違った
楽しみがたくさんあ
ります。
　留学する前は英語
の力を伸ばそうとい
うことだけ思ってい
ま し た が、 ニ ュ ー
ジーランドでの留学
生活を通して得たも
のはそれだけではあ

東日本大震災の募金活動も
国際文化コース1年A組

ニュージーランドの姉妹校オレワ・カレッジへ
（2011年1月～ 12月）

松村　この実

　ニュージーランドに来てもう半
年がたちました。この半年の間で
いろいろと成長できたと思います。
ゆっくりとした生活の中で今まで
の自分を振り返ったり、気持ちに
余裕が持てるようになりました。
　留学が始まった学校生活の最初
の頃、私は焦っていました。自分
の周りには英語を話すチャンスが
たくさんあるのに、声を掛けて挨
拶程度はできるものの、後の会話
が続きませんでした。念願の留学
生活はそんなに甘いものじゃない
と実感しました。
　そこでもう一度ゆっくり考えて

をしてくれました。この体験を通
して私は自分の母国を誇りに思い
ました。最近では新しく増えた留
学生に自分から積極的に話しかけ
たり、わからないことがあれば助
けてあげたりして、また友達がで
きました。
　１年留学の挑戦に背中を押して
くれた友達、しっかりと送り出し
てくれた家族に感謝の気持ちで
いっぱいです。

みました。「何を自分はそんなに
焦ってるんだろう。焦ってもしん
どいだけ、自分のペースでがんば
ろう」と思いました。それからの
私は気持ちに余裕が持てるように
なりました。私はニュージーラン
ドに来て高い英語力よりももっと
大切なものを得ることができたと
思います。
　４月末のインターナショナル・
フェスティバルで東日本大震災や
津波の被災地のために募金活
動をしました。インターナ
ショナル・フェスティバルで
は、留学生を中心に国ごとに
グループを組み、模擬店を出
したり、パフォーマンスをし
たりします。
　フェスティバル当日、生徒
から先生までたくさんの方々
が日本の被災地のために募金 ドイツの留学生と一緒に

ホストシスターと一緒に食事



　卒業して20年近くになります
が、近況報告を。1997年に渡米、
カリフォルニアの大学院で社会学
を研究する予定がニューヨークの
日系企業に就職、2003年の退職
まで、がむしゃらに働き続けまし
た。競争が半端でないニューヨー
クでは日系企業の将来に不安を感
じ、米国の主流で生きようと決意、
安定した雇用という観点から医療
の分野を調べると、看護師の待遇
がずば抜けていいので心を決めま
した。

　免許を獲得するまでの道のりは
楽ではありませんでしたが、生ま
れつきのうぬぼれが「できる」とい
う自信を後押ししていたのは事実
です。マンハッタンの郊外で３年
間、病院勤務した後、転職してプ
ラッツバーグに移りました。プ
ラッツバーグはニューヨーク州の
最北部、カナダのケベック州と隣
り合わせの人口数万人の小都市。
冬はおそろしく寒い半面、夏は過
ごしやすい気候です。生活は質素、
市民はまじめで協力的という印象
です。フランス系であるケベック
の影響も強く、フランス語を見た
り聞いたりすることもあります。
　先日、同僚からカエルをいただ

きました。揚げて食
べろとの指示に従っ
たところ、まあまあ
いける味。小骨が多
いので次回はカリカ
リになるまで揚げて
日本酒のあてにしよ
うかと検討していま
す。ここに移ってま
だ１年たっていませ
んが、好きになれそ
うな気がします。
　ただし、和食が欲

しいときは国境越えになるのが面
倒。というのも、米国内の大都市
よりもモントリオールの方が近い
からです。国境の通過はあっけな
いほど簡単ですが、食料の検査は
逃れられない。国境越えといえば、
同僚の一人はカナダ人女性でカナ
ダから通勤しています。毎日、パ
スポートを携帯して通勤するとい
うのは、日本人にはなじめない感
覚ではないでしょうか。彼女には
外国に来ているという感覚はない
し、自身がカナダに行くときも別
に何も感じないようです。大阪出
身の自分が京都に通学し始めたこ
ろのカルチャーショックの方が大
きかったような気がします。年齢
による感性のにぶりなのか、と
思ったりもしています。

1993年度英米語学科卒
白川　光智

（アメリカ・プラッツバーグ在住）
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　ダブリンに住んで８年、もうほ
とんどのことに慣れましたが、曇
りの日が多いことと夏らしい夏が
ないことには慣れそうにないです。
夏でも最高気温20度を超える日
はほとんどなく、その代わりと
いってはなんですが、夏はとても
日が長く、夜11時近くまで暗く
なりません。日本の暑い夏にうん

ざりした人にはうれしいかもしれ
ませんが、四季がないのは寂しい
です。
　私が来た８年前はアイルランド
は好景気でしたが、今は国の財政
が破綻。国を挙げて景気回復に取
り組んでいますが、残念なことに
失業率は上昇中で豪州、北米など
に移住する人がどんどん増えてい
ます。今のところ水道代は無料で
すが、２～３年後からは水道税導
入、そして固定資産税も導入され
る予定です。その他にも、最近い

ろいろな税の税率が上がっていま
す。
　キリスト教の関係で日曜日は大
体の店が閉まっています。大型商
業施設などは開いていますが、営
業時間が平日に比べて短いです。
私の会社の地方出身の同僚は、ほ
ぼ毎週末、実家に帰って家族と過
ごすようです。そして日曜日には
家族で教会に行くそうです。ダブ
リンでも若い人を含め、日曜は教
会に行く人がたくさんいます。な
んとなく、教会に行くのは年配の

和食欲しいとき
米・加　国境越え

国の財政破綻も
おおらか親切な国民性

オフィスにて

微
妙
な
位
置
の
星
条
旗
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人だけかと思っていたのでちょっ
と意外でした。
　アイルランドは比較的治安は良
い方だと思います。賛否両論ある
ものの、最初に驚いたのは、アイ
ルランドの警官は拳銃を携帯して

いません。もちろん治安の悪い地
区もありますが、そういうところ
に立ち寄らなければ普通はあまり
問題ありません。一般的にアイル
ランド人はおおらかで親切だと思
います。道端で地図を片手に立ち

止まっていたら、必ずといってい
いほど声を掛けてくれます。

1998年度英米語学科卒
　灘　淑子

（アイルランド・ダブリン在住）

　チリでは、食卓でおなじみのサ
ケやウニなどを扱う水産関係の仕
事に携わっています。
　海岸線の長い国なので地方への
移動には時間が掛かりますが、緑
は果てしなく広がっており、見飽
きることがありません。

　地震や鉱山の落盤事故の話題な
ど、チリのニュースを日本でもよ
く見かけるようになりましたが、
それ以上にチリと日本は以前から
貿易や投資などの関係があり、ま
た互いの国の地震が津波となって
伝わるなど、実際の関係は一般的
なイメージほど遠くはないようで
す。日本に関するニュースはよく
流れますし、日本の自動車やゲー
ム、アニメーション、料理は人気

が高く、日本に関心を持っている
人は数多くいます。
　私のチリ在住はこれで２回目な
の で す が、 １ 回 目 に 赴 任 し た
1994 ～ 97年頃と比べると、今は
経済が発展し、別の国のように大
きく変わりました。首都サンティ
アゴでは旧市街から新市街へ町の
中心が広がり、近代的なビルやマ
ンションが数多く立ち並んでいま
す。その分、都会生活にあるスト
レスや混雑というものも以前より
増えたようですが、仕事をする一
方で、休暇はしっかり取って家族
と過ごす時間を大切にするという
ライフスタイルは健在で、やはり
チリの皆さんはリラックスするこ
とが上手です。これからも当地の
人たちとのコミュニケーションを
大切にしながら、両国間の貿易に
関わっていきたいと思っていま
す。

1989年度イスパニア語学科卒
山口　大介

（チリ・サンティアゴ在住）

Santiago

Plattsburgh
Dublin

日本に大きな関心
案外身近な国チリ

モハーの断崖付近にて

典型的なアイリッシュパブ

El Coloradoで娘と一緒に
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　合格率２％しかない超難関のハングル能力検定１
級に、わずか２年半で合格、京都外国語専門学校の
クラスの中では合格は初めてという。続いて「通訳
案内士」の資格も取得、今は「芽嵯（メイサ）　韓国語
通訳事務所　代表」（茨木市）の名刺を持ち、日韓国
際交流行事の場などで種々の通訳の仕事や観光ガイ
ドなどで活躍している。
　ここに至るまでは、曲折があった。高校は三重県
にある全寮制の農業高校。祖父母の農業を手伝う中
で、専門的に学びたい、という気持ちだったが、実
際の高校生活は朝早くから体を動かす実習ばかりで、
思いとのギャップが大きく中途退学。３年ほどフ
リーターをしながら大検資格を取得する一方、好き
な語学（英語、中国語など）は独学で続けていた。
　ふとした偶然からハングルに出合う。「文の構造
が日本語と似ており、発音が類似する語彙もある。
習得できそう」と、この参考書に沿って学習してい
くうちに、少しずつ読めるようになり、専門的に学
ぼうと心が動いた。参考書の著者が京都外国語専門
学校の先生だったことから、学ぶ学校は自ずから決
まった。
　2008年４月入学。新入生は６月にハングル５級を
受けることになっていたが、１日３時間の授業に加
え、通学時も家事をしているときも…生活のあらゆ
る場面で聞いたり、書いたり、必死のハングル漬け
を２カ月続け、５級でなく３級と準２級を受けた。
両方受かった。その試験会場で２級のリスニング試
験が聞こえてきた時、「意味はわからなかったが、
次は２級をとる」と誓った。夏休みは朝から晩まで
一人でしゃべる練習、参考書の音読、シャドーイン
グ（韓国語の音声教材を聞きながら、それと同じ文
を後追いで音読すること）を１日８時間実行した。

　08年11月、２
級と、だめもと
で１級を受験し
た。２級合格、１
級は及ばなかっ
た。以後、１級
を目指してさらなる猛勉強が始まった。「留学せずに
１級をとる」の決意で、１日平均10時間、多い時は
16時間も勉強に費やした。勉強法も、小説、古典、
詩などからできる限り表現や語彙を拾い頭に入れた。
それでも09年６月の試験は２点の不足に泣いた。
　３度目の正直。10年６月、筆記、リスニングに続
き東京で面接があった。小説文を音読、要約を述べ、
感想を聞かれ、韓国語に対する思いも問われた。「専
門家と韓国語で話せてうれしく、満足感もあった」
という。見事１級に合格。さらに今年に入り、国家
資格の「通訳案内士（韓国語）」にも合格した。面接で
は歌舞伎について、その発祥・歴史、見どころ、有
名役者などを聞かれた。「これからは専門性の高い、
幅広い知識が必要と思う。語学の領域を超えた体系
的な、深い教養を身につけたい」。向上心に終わり
はない。
　そんな小原さんは、嵐山で３カ月間、人力車の引
き手をしたことがある。従業員への韓国語講座を担
当するのと、実際の通訳を体験したかったからだと
いう。人気の人力車、観光案内に写真撮影もしなが
ら車を上手に扱わなければならないのだから、簡単
ではない。今までやったことのない接客サービスな
ど、「通訳業としてやっていく決意や根性は人力車
で育ててもらった」と、パワフルな一面も見せてく
れた。

超難関　ハングル能力検定試験
1級にわずか2年半で合格した
小原　まり子さん　
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27学園日誌

　写真のみの紹介で文章記事にはできませんでしたが、滋賀・信楽の陶
芸の森で開催された生誕100年記念の岡本太郎展を取材してきました。本
学キャンパスには太郎の作品が２点あり、その一つが信楽のアトリエで制
作されたと聞きます。作品展そのものは小規模でしたが、アットホームで
温もりのある、とても印象的なものでした。豊かな自然に囲まれた信楽で
の創作活動。その時代の作品と影響を受けた作家たち。館内は太郎の情
熱とやさしさであふれていました。個性の強さ、奇抜さだけが注目されが
ちですが、太郎の人間的な魅力にも多くの人が共鳴した事実を知り、た
ぬきの群れの中で、太郎の存在を改めて認識した一日でした。（内田晃弘）
　今年の６月から始まった「ナショナル・ウィーク」を取材しました。歴史
と風土に育まれたそれぞれの国の特色ある文化を紹介するイベントが開
催され、取材を通じて異なる文化からの刺激を受けることができました。
これから開催されるイベントも多数あり、異文化を身近に感じることがで
きればと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　（木村雅美）

大学「森田基金給費奨学生採用証書授与式」
「総長給費奨学生採用証書授与式」（5.16）

専門学校「交通安全・防犯教室」を留学生
対象に実施（5.17）

付属図書館「生き方探求・チャレンジ体験」（5.23
～ 27）

大学「京都文化論」で卒業生・川塚錦造さん
が特別講義（5.24）

本学中国人留学生らが、日本語での失敗談を
まとめた本を中国・大連で出版（5.24付京都
新聞夕刊）

大学　めざせ100冊「本の虫プロジェクト」（5.30
付読売新聞夕刊）

京都ラテンアメリカ研究所「第10回ラテンアメリ
カ教養講座」（6.1･8･15･22･29）

大学「六月祭」（6.4）

「DANCE REVOLUTION Vol.2」で高校ダ
ンス部が優勝（6.5）

校友会「外国人留学生給費奨学金授与式」（6.6）

高校「第6回京都私学振興会賞に空手道部
の荒賀慎太郎、水泳部の嶋岡奈央、本間匠
の3選手が選ばれる」（6.6付京都新聞）

高校　ランチパフォーマンス「昼休み・大縄跳び
大会」（6.6 ～ 8）

専門学校「スポーツ大会」（6.7）

高校「競泳京都選手権女子100Mで上田ひか
りが京都新V」（6.11）

大学「総長貸費奨学生採用証書授与式」（6.16）

高校「体育祭」（6.16）

大学「第30回全日本ジュニアパワーリフティング
選手権大会で菅生桃子（女子57㎏級）が4位」

（6.18･19）

大学「オープンキャンパス」（6.19、8.5 ～7、9.11、
10.2、12.18）

大学「国際ボランティアを考える―村落開発を支
援する4人の実践者との交流会―」（6.22）インド
で教育・医療、芸術活動などを通じて村落開発を
支援している4人の実践者を招き、国際ボランティア
を考える特別講演と交流会がおこなわれた。

辻淺夫本学教授が京都府サッカー協会の会
長に就任（6.23付京都新聞）

専門学校「学外見学」実施（7.1､ 10.18）

後援会「外国人留学生給費奨学金授与式」（7.2）

大学「派遣留学生奨学金授与式」（7.6）

三陸の集落復興支援「Team SAKE」活動
報告会（7.8）

大学「Gaidai Summer Gala」（7.8）

高校「上海市甘泉外国語中学校より校長が
表敬訪問」（7.8）

大学「中国語学科公開講座」（7.14、10.6）

大学　現代社会研究ゼミが東日本大震災の記
録「震災新聞」を作成（7.20付京都新聞夕刊）

大学「イタリア語学科講演会」（7.21）イタリア
語学科主催の講演会「イタリア語の仕事」が、
イタリア在住25年のソプラノ歌手・柳橋里美さ
んを招いて開かれた。

大学「2011年度交換留学生・短期日本語研
修生修了証書授与式」（7.23）

大学「子ども異文化体験教室」（8.1･2）

本学長谷邦彦教授（メディア論）が京都外大
HPで、楽しんで実行する節電アイデアを募集

（8.2付京都新聞）

高校総体空手男子組手個人で、荒賀慎太郎
が優勝（8.4付京都新聞）

大学「夏季英語セミナー」（8.4･5）

大学「第38回全日本学生パワーリフティング選
手権大会で菅生桃子（女子63㎏級〔JPA57
㎏級〕）が3位」（8.7）

原発事故の影響について、本学学生が京都の
外国人観光客調査を実施（8.11付京都新聞）

高校総体競泳男子200M自由形で八木隼平
が8位、女子50M自由形で金澤佑紀が8位、
女子200M個人メドレーで露内若葉が7位、女
子400Mリレーで京都外大西高が4位（京都高
校新記録）入賞（8.17 ～ 20）

大学「夏休み子どもスポーツ体験ウィーク」（8.17 ～ 20）

高校「全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季
水泳競技大会男子400M自由形で八木隼平が
6位、女子800M自由形で初村紗季が5位、女
子100M自由形で上田ひかりが5位、女子400M
リレーで京都外大西高が6位入賞」（8.25 ～ 30）

高校「山口国体競泳少年女子B200M個人メド
レーで露内若葉が5位、競泳少年男子B200M
個人メドレーで藤本凌が7位入賞」（9.11）

専任教員研修会（夏期FD）（9.15･16）

高校「文化祭」（9.15･16）

大学「体育祭」（10.4）

大学「秋の留学個別相談会」（10.6）

高校「山口国体空手少年男子組手個人で荒
賀慎太郎が優勝」（10.9）

大学「人権講演会2011」（10.27）東日本大震災
被災地支援－学生ボランティア活動の実体と課題－

専門学校「学園祭」（10.28）

大学「外大祭」（10.29 ～ 10.31）

大学「フランス語学科設立45周年記念式典」（11.6）

大学「大学院公開講座」（11.6）



大　　学

高　　校

専門学校

校　友　会

●オープンキャンパス（12月18日）
●教養講座（1月18日）
●新入生歓迎球技大会（5月13日）
●創立記念日（5月18日）

●通信制課程学校説明会（11月27日）
●全日制課程学校相談会（12月17日）
●フェアウェルパーティー（2月16日）

●特別講演会（12月1日）
●学校見学会（12月3日、1月7日、2月18日、3月3日・17日）
●新入生歓迎会（4月27日）
●スポーツ大会（5月30日）

●支部連絡会議・新年会（1月28日）
●大阪支部　互礼会（1月29日）
●第6回福岡支部総会（2月18日）
●第8回高知支部総会（5月26日）

Information!!

大
学
・
体
育
祭（
H
23・10・4
）

大
学
・
第
53
回
外
大
祭（
H
23・10・29-

31
）

大学・第53回語劇
祭（H23.10.29-31）

大学・9月学位記授
与式（H23.9.17）

高校・第54回体育祭（H23.6.16）

専門学校・学外見学
・大文字山火床

（H23.10.18）

専門学校・学園祭模擬店（H23.10.28）
大学・第53回外大

祭（H23.10.29-31）

大学・第53回外大祭（H23.10.29-31）
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