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■上海外国語大学（中国）■
1949年創立。上海市内に２カ所のキャンパスを持ち、外国語に堪能な人材を養成する外向型、複合型の大学。本
学とは1984年に国際交流協定を結んでいる。

学園創立65周年に感謝の心を　創立者の志を継ぐ者たちに
「女性の指導力」向上を目標に新しい挑戦　コスタリカ共和国チンチージャ大統領に本学名誉博士号授与
文化の違いを肌で感じる「ナショナル・ウィーク祭典」レポート　11月～12月

温かくてやさしい響き　タイ語は癒やしの言葉
一宮孝子先生◇和田安代さん
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　昭和35年４月、京都外国語大学附属京都西
高等学校（当時の校名）に第４期生として入学
した。入学式で創立者・森田倭文子学監先生
から「本学はイギリス・イートン高校を模し
て紳士教育することを目的とし、背広スーツ
の制服を採用した」との言葉があった。当時
の15歳の高校生のファッションとして、背広
スーツ、革靴、ネクタイ、革製カバンは画期
的なものであった。そんな高校時代の思い出
の写真は２枚。その１枚（下の大きな写真）
は昭和37年秋、修学旅行で北大キャンパスのクラーク博士銅像前で、創立者・森田一郎総長
先生（写真中央）と撮った３年B組の記念写真。当時、１年では富士五湖、２年では四国の金
毘羅参りの１泊２日の研修旅行、３年では北海道と、毎年修学旅行があった。３年生の時の
修学旅行は、日本海回りの夜行特急で通路や網棚に寝て青森まで行き、青函連絡船に乗り換
え、蒸気機関車で札幌、川湯温泉、登別温泉など温泉めぐりと非常に恵まれた旅行でもあっ
た。今から思えば「修学旅行とは何ぞや！」と思いたくなるが、強いて言うならば、クラーク
博士の“Boys, be ambitious”（少年よ、大志を抱け）が唯一の教育内容だったような気がする。
　もう一つ（上の写真）は高校卒業後、平成10年春、実に38年ぶりの亀岡・湯の花温泉でのク
ラス会のひとコマである。元関西TVアナウンサーの桑原征平君（上写真中列右から４人目）
は同級生の中の一人、歯科医師や１級建築士になった者など、実にバラエティーに富んでい
る。それぞれ「不撓不屈の精神」をもって各界で活躍している。クラスメイトとは現在でも連
絡を取り合い、お互い元気を確かめ合い楽しい時間をつくり、古き良き友に恵まれたことに
感謝している。

Boys, be ambitious
昭和37年度　京都西高卒　川西　嘉彦
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「女性の指導力」向上を目標に新しい挑戦
コスタリカ共和国チンチージャ大統領に
本学名誉博士号授与

温かくてやさしい響き
タイ語は癒やしの言葉

学園創立65周年に感謝の心を
創立者の志を継ぐ者たちに

文化の違いを肌で感じる
「ナショナル・ウィーク祭典」レポート　11月～ 12月

薬師　洋行さん

国際シンポジウム
「ラテンアメリカ地域統合への挑戦」
稀覯書展示会
「知られざる世界への挑戦」

○アコースティックサウンドクラブアメ民　○西高サッカー部　

2012年（平成24年）度 学園の収支予算
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　日本におけるラテンアメリカへの理解と
友好を一層進めるため、６月29日に森田記
念講堂にて、「ラテンアメリカ地域統合へ
の挑戦」と題した国際シンポジウムを開催
する。この国際シンポには、ラテンアメリ
カ諸国大使会議（GRULAC）の協力で、駐
日ニカラグア大使ほか６カ国の駐日大使ら
が集結し、それぞれの立場で講演とディス
カッションをおこなう予定。シンポ終了後
には、同講堂にて「ラテンアメリカ音楽の
夕べ」を開催し、日本とラテンアメリカの
友情の絆を一層深める。６月28日～７月４
日、本学国際交流会館６階ユニバーシティ
ギャラリーにて「小野正昭（前駐メキシコ
日本大使）写真展」も開催する予定。

　本学国際交流会館６・７階にて、７月11
日～19日、稀覯書展示会「知られざる世界
への挑戦」を開催する。学園創立65周年と
いう記念の機会に、創立者と現理事長の熱
い思いである「アクションなきところにリ
アクションなし」といったチャレンジ精神
の想起を期待し、
本学付属図書館所
蔵の貴重書の中か
ら航海、探検、漂
流 を 記 し た 書 物
100点を選び、今
回 一 挙 に 展 示 す
る。今秋、東京で
も開催の予定。

６月29日国際シンポジウム
「ラテンアメリカ地域統合への挑戦」

７月11日～19日稀覯書展示会
「知られざる世界への挑戦」

学園創立65周年記念に“挑戦”をテーマに二つの行事
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　戦後日も浅い1947年５月、本学園は森田一郎、倭
文子により創設されました。そして今日、おかげさ
まで、大学外国語学部９学科、大学院、短期大学、
高等学校、専門学校を擁する総合学園にまで発展い
たしております。
　1947年の開学時、日本は戦争の傷跡をあちこちに
残し、混沌とした時代でありましたが、またその年
は六・三制の導入や新しい憲法の制定等、激動の中
にも新たな光を見るなど、幕末の維新とは別の意味
での日本の夜明け、「維新」だったのではないかと思
います。そのような時代に、創立者の高い志のもと
に集まり誕生した本学園は、教職員、卒業生ら多く
の皆さんの努力のおかげで、幾多の風雪をも乗り越

え、発展し、巨木ではないけれど社会にしっかりと
根を張り、今日学園の存在意義をますます高めて
おります。2007年の学園創立60周年時に私は、「お
かげさま、世界を見つめて60年」を合言葉に選び、
周年行事にあたりました。その合言葉に込めた感謝
の気持ちは、学園創立65周年においても、なんら変
わることはありません。そして忘れてはならないの
は、この65年間、日本が平和であり、戦争を味わう
ことなく過ごしてこられたことであります。「おか
げさま、世界を見つめて」には享受してきたそんな
平和への感謝を込めて、これからも平和のために世
界を見つめて行こうという意味が含まれているこ
とを十分に認識しておいてほしいと思います。

学園創立65周年に感謝の心を
創立者の志を継ぐ者たちに

理事長・総長　森田嘉一

特集１
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　学園創立65周年はまた、創立者の志や建学の精神
の持つ意味を多くの皆さんと共有する機会でもあり
ます。学園創設の頃、「力を合わせて、ひとつになっ
て」と、創立者も学生も教職員も共に汗を流したと
聞きます。多くのものは変化していきますが、世の
中には変化しないものもあります。その一つが「言
語を通して世界の平和を」の私たちの建学の精神の
普遍性であり、そしてその具現化のために創設時よ
り奔走した創立者の熱意と熱気は変わることなく、
私たちの胸に刻んでおかなければなりません。常に
行動が伴っていた創立者の生き様を忘れないように
していきたいものであります。
　現在の教育はともすれば出来上がったベルトコン
ベアの上のおざなりのものになっていないか、社会
の風潮に流されるままになっていないか。人は教育
によって成長していきます。私は偏差値の高い人ば
かりを入学させる必要はないと思っています。建学
の精神を具現化しようとすれば、冒険心、探求心旺
盛な青年が必要なのではないのか。若い人には、個々
の持つ良い素質を磨いて、国際的な感覚を養って
堂々と、常に冒険心を持って生きていってほしいと

　今年度オリジナルカレンダーは、「チャールズ・ディケンズ
生誕200年」を記念し、『クリスマス・キャロル』をはじめ、本

学付属図書館所蔵の貴重書ならびにディケンズの大理石胸像を掲出し作成し
ました。ともに泣き、ともに笑って大衆の心を見事に描いたディケンズのカ
レンダーを先着50名様にプレゼントします。
　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。

心より願っています。
　創立者の志を継ぐ者とは、無論、学園のすべての
構成員であります。私たちの学園は、卒業生、在学生、
教職員並びに関係者各位のこれからの気概と実践に
かかっています。創立者である森田一郎と倭文子は、
二度と学生を戦争に駆り出すようなことをしてはな
らない、そのために世界と交わり、平和を追求して
いく、そんな当初からの夢を実現するため、ただひ
たすらに行動しておりました。そして今、私たちは、
創立者の汗と情熱、「おかげさま」の感謝の心と冒険
心を忘れずに、これからも世界を見つめて一歩一歩
前進してまいりたいと思っています。
　冒険家の植村直己はよくこんなことを言っていた
といいます。「不安なときは、小さなことでもいい、
今できる行動を起こすこと。あきらめないこと、ど
んなときでも決してあきらめないこと」。これから
も「アクションなきところにリアクションなし」を肝
に銘じ、学園創立65周年を明日への飛躍への契機に
いたしたいと存じます。終始変わらぬご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

学園創立65周年ロゴマークには･･･
　地球をイメージした全体の中に「65」をシンボリック
に配置。その地球には、専門にとらわれない広い視野
と、総合的な判断力を養ってもらおうとの願いをこめた。

「65」には、過去・現在・未来と世界を見つめていこう
という京都外国語大学の意思を表現した。作者は、書道
師範の資格を持つ英米語学科2年次生の橋本阿依さん。
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「女性の指導力」向上を目標に新しい挑戦
コスタリカ共和国チンチージャ大統領に 本学名誉博士号授与

　コスタリカ共和国のラウラ・チンチー
ジャ大統領が12月10日、ラテンアメ

リカ諸国と密接な交流を持つ本学
を訪れ、森田嘉一理事長・総長か
ら本学名誉博士号を授与された。
本学の名誉博士号はこれまでス
ペイン国王など８人に授与してい
る。今回９人目となるチンチージャ

大統領への授与理由について、「Pax 
Mundi per Linguasという本学の建学

の精神とコスタリカの国是が一致。平和
維持のための政策遂行とエコロジー関連事
業を推進する大統領の指導力をたたえた

い」と森田理事長・総長は説明した。
　名誉博士号の学位記を手に森田理事長・
総長と笑顔を見せて記念撮影におさまった
チンチージャ大統領は、そのあと、「女性の
指導力」をテーマに記念のスピーチをした。
　「コスタリカでは、国会議員の約40%、
最高裁判事の約30%、閣僚の約50%を女性
が占めるようになったが、まだまだ女性の
高い教育レベルが経済・社会的なポストに
反映されるまでには至っていない。多くの
女性が社会・文化・経済面において指導的
役割を担うようになれば、もっともっと民
主主義の発展につながる。憎しみと戦争に

特集２

チンチージャ
大統領
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「女性の指導力」向上を目標に新しい挑戦
コスタリカ共和国チンチージャ大統領に 本学名誉博士号授与

よって母親が子を失うことのない世界を目
指したい」など、女性の指導力の向上をは
かって、平和な社会実現への新しい挑戦を
試みたいと力強く語った。
　授与式がおこなわれた11号館２階会議室
の隣室、ラウンジに場所を移して開催され
た歓迎祝賀会では、スペイン語学科４年次
生の青木大延さんがコスタリカに留学した
経験を踏まえて歓迎の挨拶をした。「留学
を終えてからも毎年、コスタリカを訪問
している。コスタリカの平和主義に興味が
ある。何よりも底抜けに明るい国民性が魅
力だ。いま、日本と中南米諸国の友好関係

　コスタリカ共和国は、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸をつな
ぐ、ちょうどねじれた紐のような形をした中米地峡地帯に位置す
る。東西をカリブ海と太平洋で挟まれた熱帯にあり、人口わず
か400万人ほどの小国。日本では比較的よく知られた国である。
軍隊を保有せず平和主義を貫き、教育と社会福祉と自然保護を三
大政策として掲げ国民の生活を守っている姿が、日本人の関心を
引きつけている。1983年11月17日、コスタリカは、周囲の武
力闘争が激化する中、「積極的・永世・非武装中立」を宣言した。「非
武装中立」について、当時のコスタリカのモンヘ大統領は「われわ
れはイデオロギー的に中立というわけではない。われわれはデモ
クラシーを支援して、あらゆる独裁政治に反対する」と主張して
いる。厳しい国際環境の下で、「非武装平和主義、民主体制を保
持し続ける」というコスタリカ国民の意志は固い。

軍備を捨てた国、コスタリカ共和国

促進に貢献することを目指して、
外交官試験の勉強をしている。日
本とコスタリカの若い世代の相互交流
によって、世界平和の実現に近づくことが
できると信じている。これからも、“言語
を通して世界の平和を”の建学の精神を忘
れないで、実践の規範にしていきたい」と
力強いメッセージを大統領に贈った。コス
タリカ大統領一行の歓迎会に集まった本学
教職員は数多く、大統領と記念撮影するな
ど和やかに交流のひとときを持った。

森田嘉一
理事長・総長



文化の違いを肌で感じる
「ナショナル・ウィーク祭典」レポート

く、高感度に」と題し、清ルミ先生が講演。「常識は非
常識」と異文化間の意識差を語った。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」があり、居ながらにしてSNSや
Skypeを使い、日本語で韓国やハワイの大学生たちと
交流する実際の取り組みが紹介された。

シュ」「天山の春」など日中両国の人気ナンバーを披露。
合間に聴衆とのコラボもあり、中国音楽の魅力が随所
に見られた。
　「水餃子の販売&提供」や日中交流卓球大会も催され、
たいへんにぎわった。

授業を詳しく紹介するとともに、美しい街アンジェ周
辺の魅力も語った。
　ウィーク後半には「南フランスの文化を学ぼう！」
をテーマにした立食パーティーを開催。母の手料理を
イメージした南仏料理やお菓子、ワインを味わい、コ
ミュニケーションを楽しんだ。

LOGOS  2012/588

（Part2）
11月５日

６日

12月５日
８日

９日
10日

(秋季)
11月12日
14日
15日
25日
26日

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」

写真コンテスト（～９日）
演奏会「中国琵琶の夕べ～父娘連弾～」
「水餃子の販売&提供」（～10日）
日中交流卓球大会
「非誠勿擾 中国夜（本気じゃなかったら来ない
で！China night ！）」

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
立食パーティーとロト大会
紅葉狩り

ジャパン・ウィーク（日本語学科）

チャイナ・ウィーク（中国語学科）

フランス・ウィーク（フランス語学科）

　日本語学科設立20周年の記念行事の一環として、６
月に続き、「Part2」が繰り広げられた。５日は「伝える
文化」をテーマに、千本六斎念仏保存会の公演があり、

「豆太鼓」「獅子太鼓」「蜘蛛の精」など六つの演目を楽
しんだ。公演の後は、「京都の民俗信仰と六斎念仏」と
題した講演があり、六斎念仏の歴史や背景が説明され、

日本の伝統文化の一端に
触れることができた。
　６日は「『日本語』で出
逢える、世界の人々」を
テーマにイベントが開催
された。「アンテナは高

　最大のイベントは「中国琵琶の夕べ～父娘連弾～」。
中国杭州市出身の中国琵琶奏者の葉衛陽さんと娘のさ
くらさんが演奏した。
　まずは二重奏。二人が「江南情」「蘇州夜曲」「草原情

歌」「花」を合奏した。続
いて独奏。さくらさんが

「イ族の踊り」を、葉衛陽
さんが「十面埋伏」をそれ
ぞれ演奏した。最後は「涙
そうそう」「チャルダッ

　夏季（７月）に続き、学科設立45周年記念行事の一環
として「秋季フランス・ウィーク」がおこなわれた。
　全日本学生フランス語弁論大会には全国11大学から
24人が参加し、本学科からも参加、練習を重ねてきた
スピーチで思いを伝えた２人が入賞の栄誉に輝いた。

14日の講演会「アンジェ
の魅力」では本学協定校
のアンジェ・カトリック
大学国際フランス語教育
センター（CIDEF）マルク・
ムラン教授が、CIDEFの

文化の違いを肌で感じる
「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート「ナショナル・ウィーク祭典」レポート

11月

～

12月
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　最終日はシンポジウム、ピアノ・リサイタル、講演
会と、多彩な行事で締めくくった。
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11月12日

12月16日

17日

19日

20日

21日
22日

12月12日

14日

16日

ITCL 第37回日本公演「David Copperfi eld デ
イヴィッド・コパフィールド」
オープン講義シリーズ１（イギリスの歴史と
文化）「2011年アカデミー賞 “The King’s 
Speech”について―文化社会的な観点から」
Royal Wedding展示（～18日、19～21日）
「Trivia in the Loos　トイレde 豆知識」（～22日）
第５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」
「“Let’s Play Cricket!” クリケット・ワークショップ」
バグパイプ演奏会
映画上映会「ミス・ポター」
アフタヌーン・ティ
映画上映会「Love Actually」
ダイアン吉日独演会―創作落語と講演会―
Royal Wedding“Fitting Room”撮影会
オープン講義シリーズ２「アイルランドの歴史
と文化：ブリテン島との関係の歴史」
オープン講義シリーズ３“British University 
Life: A Cultural and Social Study”
Grand Finale British Pub “Abbey Road” & 
The Beatrips Live Performance

講演会「世界歴史都市連盟―その活動とポーラ
ンドのクラクフ」
講演会「国連と国際法の役割―ポーランドの視
点を交えつつ」
「ポーランドの夕べ―映画・音楽・ファッショ
ン・グルメで楽しむポーランド」
シンポジウム「日本とポーランド―善意と友好
の歴史」
ショパン・ピアノリサイタル
駐日ポーランド共和国特命全権大使並びに前在
ポーランド日本国特命全権大使（現・関西大使）講演

ブリティッシュ・ウィーク（英米語学科・キャリア英語科）

ポーランド・ウィーク（国際教養学科）

　プレ・イベントとして11月にインターナショナル・
シアターカンパニー・ロンドン（ITCL）の日本公演を
スクリーンで楽しみ、19世紀を代表するイギリスの作
家ディケンズの世界に浸った。
　ウィークの初日と最終日に、オープン講義シリーズ
が３回組まれた。映画「英国王のスピーチ」の見どころ、
アイルランドの歴史や妖精の話、イギリス学生の学習
など、普段はあまりない体験しない講義を展開した。
　他にも、キャサリン妃が身にまとったのと同じウエ
ディングドレスの試着・撮影会、クリケット・ワーク

ショップ、バグパイプ演
奏、イギリス出身の落語
家ダイアン吉日さんの小
話で笑いを誘うなど、多
彩なイベントが展開され
た。

　オープニングの12日の講演会は柴田重徳世界歴史都
市連盟事務局長（京都市国際交流会館長）が、続く14日
の講演会は山田中正外務省参与がそれぞれ講師を務め、
世界の中のポーランドを語った。
　ポーランドの夕べでは、ポーランド映画「マンガで
みるポーランドの歴史」「ポーランドの経済に関する

小話」「ショパンのワル
シャワ」の上映のあと「食
い倒れ、着倒れポーラン
ド」と銘打ち、民族衣装を
着てポーランドフードを
味わうパーティーを開催。

　本学では、「キャンパスの国際化推進プロジェクト」の一環として、「ナショ
ナル・ウィーク祭典」を開催している。
　前号に引き続き、今回は2011年11月～ 12月におこなわれた５学科の祭
典をレポート。教員と学生らが一体となった国際色あふれる様子を紹介する。

ドイツ語学科卒業生の皆さん！！
創設45周年記念同窓会を開催します！！
●日時：2012年10月21日㈰ 11時～
●会場：本学11号館２階ラウンジ
●お問い合わせ：doitsu45@kufs.ac.jp

ドイツ語学科卒業生の皆さん！！



生の一人は、「地震発生後は、実
家とも連絡がとれず不安だった
が、外大のみんなが励ましてく
れて、とてもありがたかった」
と笑顔で話していた。

北東アジアの安全保障で講演
「言語と平和」セミナー
　「言語と平和」セミナーが11月
25日、１号館
６階で開かれ、
産経新聞外信
部編集委員の
久保田るり子
さんが「北東
アジアの安全
保障について～日本外交はこれ
で大丈夫なのか？」と題して講
演した。久保田さんは、産経新
聞入社後、韓国・延世大学留学、
ソウル支局特派員も経験してい
るベテラン記者で、日韓・日朝
関係や朝鮮半島情勢を専門分野
にしており、豊富な情報と独自
の視点で朝鮮半島の現状を分析、
聴衆の関心をひきつけた。

人権週間2011で多彩な行事
研究発表やコンサートなどで啓発
　国の「人権週間」に合わせて、本
学では昨年も12月４日から10日
まで「人権週間2011」と位置づけ
て学生、教職員が一体となって多
彩な啓発行事に取り組んだ。５日
には、東欧研究・発信サークル

Cerc代表の英米語学科４年次生
の桐惇史さんが、研究調査のため
東ヨーロッパを訪問した体験を基
に「私の知らない世界―東ヨー
ロッパに生きる人たち―」と題し
て発表。日本人になじみの薄い東
ヨーロッパの人権問題の現状など
について話した。６日には中ホー
ルで、学生がさまざまな言語の歌

を通して「愛」と「世界
平和」を願うコンサー
トを開催。７日は、ア
ムネスティ・インター
ナショナル日本・大阪
難民チームの中村彰氏
が「日本における難民
と難民条約の行方」と

題して講演。８日は、学生による
平和啓発団体として2010年に発
足 し たPeace Media Projectが、
広島・長崎の原爆被害について発
表。10日には、「教職員ヒューマ
ン・ライツコンサート2011」が
森田記念講堂で催され、和太鼓演
奏や、福井直秀先生によるテノー
ルリサイタルがあった。

外務省北米局長が講演
　本学と外務省主催の「外交講座」
が１月11日、７号館４階で行わ
れ、伊原純一・外務省北米局長が

「日米関係」をテーマに講演した。
伊原局長は79年に京大法学部を
卒業後、外務省に入省、アメリカ
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１年ぶり笑顔の再会
会津大と友情の合奏

　交流協定を結んでいる会津大学
（福島県）と本学吹奏楽団の学生た
ちが今年３月、東日本大震災の発
生から１年ぶりに本学で再会した。
昨年３月11日、本学で合同練習
中に大地震が発生、福島に帰れな
い会津大の学生７人を本学の学生
が下宿に泊めるなど宿泊先を確保
したり、情報を集めるなどして励
ました。今年も会津大から昨年の
参加者４人を含む９人が訪れた。
初日は教室でそれぞれ自己紹介や
ゲームで交流し、友情を確かめ合
うなど、２泊３日の日程で合同練
習をした後、合奏して訪問を終え
た。昨年に続いて参加した会津大

足を運びたくなる本屋さん
「本の虫プロジェクト」講演会
　「本の虫プロジェクト」の第２回講演
会が12月７日、11号館で開かれ、ブッ
クディレクターという仕事で活躍する
幅允孝さんが「届かない本を届ける
方法」をテーマに、人と本をつなぐ
仕事の面白さを語った。同プロジェク
トは学生・教職員が一体となって、
読書を通して「人間力」を高めようと
2008年にスタート。今回、講師に招
いた幅さんは、阪急百貨店本店の
ブックカフェや、千里リハビリテーショ
ン病院の本棚などの選書やデザイン
を手掛けたことでも知られる。この日
の講演では、どのように本屋さんをプ
ロデュースして、足を運んでもらうかを、
自身の仕事を通して熱く話した。
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■第47回全国学生スペイン語弁
論大会（11月13日）▽第１部（スペ
イン語圏の国での滞在期間６カ月
未満、８大学11人参加）１位・天
地西倫▽第２部（スペイン語圏の
国での滞在期間６カ月以上、５大
学７人参加）２位・寺園剛士　３位・
山下風華■第29回全日本学生ポ
ルトガル語弁論大会（11月26日、
５大学11人参加）▽京都外国語大
学総長杯　藤井孔二▽駐神戸ポル
トガル名誉領事賞　馬場加寿子■
第25回全日本学生中国語弁論大
会（11月26日、10大学21人参加）
▽京都外国語大学総長賞　橘美恵
■第12回全日本学生ドイツ語弁
論大会（12月３日、14大学22人参

加）▽毎日新聞社賞　ドーブラ　
エーファ■第５回全日本学生イタ
リア語弁論大会（12月10日、６大
学15人参加）▽駐日イタリア大使
賞　小松一歩▽京都外国語大学総
長賞　須田亮介▽イタリア文化会
館賞　高橋正吏■第15回全国高
校生中国語スピーチコンテスト

（12月10日）▽初級部門（18高校23
人参加）▽中級部門（12高校15人
参加）■第５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17日、９
大学10組20人参加）▽３位（英文
毎日杯）　上山真里奈・井口健太郎
　※各弁論大会上位入賞者は本学
学生のみ記載

合衆国日本
国大使館公
使、ロサン
ゼルス日本
国総領事館
総領事など
を歴任した

アメリカ通。日米関係の重要さを
ふまえて、両国の実態や課題など
について話した。

外国語弁論大会の入賞者
　■第43回全日本学生フランス
語弁論大会（11月12日、11大学24
人参加）▽駐日フランス大使・エー
ルフランス賞　呂延君▽京都外国
語大学総長・APEF賞　朝倉真生

CAMPUS REPORT

「京フィル」迎え新春コンサート
　公開講座として広く市民にも親
しまれ第42回を迎えた本学の教
養講座が１月18日、森田記念講
堂で開かれた。今回も恒例の京都
フィルハーモニー室内合奏団によ
る新春コンサート。ソプラノ歌手
の黒田恵美さんをソリストに迎え、
新春にふさわしく歌と名曲の演奏
で聴衆を魅了した。

地域の小学生も仲良く
国際交流もちつき大会

　第２回京都外大国際交流餅つき
大会が１月29日、11号館ピロティ
で開かれた。当日は、本学学生と
共に多くの留学生、地域の小学生
ら約150人が参加、松田武学長や

藤田裕之・右京区長も交え、石臼
と杵を使って伝統の日本式餅つき
を楽しんだ。つきたての餅にあん
こを詰めたり、きなこをまぶした
りして大喜び。会場では書き初め
や干支の粘土細工などのコーナー
も設けられ、留学生と地域の人た
ちとの懇親を深めた。

西高フェアウェルパーティー
卒業生が男子チアを披露

　卒業を前にした京都
外大西高の生徒が、全
国でも珍しい男性によ
るチアリーディング・
グループを結成、２月
16日に森田記念講堂で
行われた同校のフェア
ウェルパーティーで演技

を披露した。メンバーは、全国レ
ベルの大会で活躍してきたスポー
ツクラスの18人。生徒会顧問の
先生から誘いを受けて、今年１月
から練習を重ねた。この日、赤の
上着で統一した生徒たちは、高い
リフトや横一列のラインダンスな
ど、即席で結成したグループとは
思えない見事な演技で全校生徒を
沸かせた。男子チアは、この日の
舞台をもって解散。最初で最後の
舞台となったが、「後輩に受け継
がれて、西高の名物行事にしてく
れたら」と話すメンバーもいた。
同校によると、男性チアは早稲田
大学にサークルがあるが一般には
まれで、関西の高校にはまだない
という。



採用企業が20代の若者に求める
能力▽現地での生活▽仕事内容―
など、具体例を示しながら、海外
企業で働くための準備と心構えを
かみ砕いて話した。

ハワイ日本語教師会
「アメリカでの日本語教育を考える」
　2月18日、ハワイのカピオラニ
短期大学において、ハワイ日本語
教師会（HATJ、片岡由紀夫会長）
主催のワークショップが開催され
た。参加者約60人。日本からの
移民の歴史を持つハワイの日本語
教育は今も盛ん。ワークショップ
には、国際交流基金から同短期大
学とハワイパシフィック大学に派
遣されている６人の本学学生も参
加。カリフォルニア大学サンディ
エゴ校の當作康彦氏の「今後のア

思いをカメラに
東日本大震災の写真展

　１月17 ～ 20日と同月23 ～ 27
日の２回にわたって、９号館６階
ユニバーシティギャラリーで「気
仙沼大島写真教室報告写真展」が
開催された。開いたのは、本学フ
ランス語学科２年次生の北出聖佳
さんと立命館大学４年生の黒田淳
一さん。東日本大震災の被災地、
宮城県気仙沼市の大島に住む子供
たちのために二人は、言葉にでき
ない思いをカメラで表現してもら
おうと被災地に入り写真教室を開
いてきた。そんな思いのこもった
写真展には「厳しい環境でも笑顔
で希望を持つ子供の姿を伝えた

い」との彼ら
の 願 い が こ
もっていた。
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海外の企業で働くためには？
京都外国語専門学校　特別講演会
　京都外国語専門学校が外部の講
師を招いて、学生たちの今後の進
路の選択や生き方を考える一助に
なればと年１回開いている特別講
演会が12月１日、同校であった。
今回の講師は、インドネシアの人
材派遣・人材紹介の会社で仕事を
している森智和さんで、「海外で働
く」をテーマに講演した。東南ア
ジアのインドネシア、タイ、ベト
ナムなどで若い日本人の働き手が

不足している
現実をふまえ
て、アジアで
働くことを中
心に話を進め
た森さんは▽

メリカでの日本語教育」などの興
味深い話に加え、ハワイの日本語
教育には欠かせない人物で、オバ
マ大統領の母校プナホウスクール
で教鞭をとる本学卒業生・ひろみ
ピーターソン氏（1970年度英米
語学科卒、旧姓・中井ひろみ）ら
も参加し、会場は和やかな雰囲気
に包まれた。ワークショップには
本学卒業生でハワイ在住の原田陽
子氏（1995年度英米語学科卒）も
参加し、久しぶりに後輩たちとコ
ミュニケーションの場を持った。

　志田裕朗氏（本学教授）
　４月26日死去、62歳。山形
県出身。本学外国語学部ドイツ
語学科を卒業し、昭和49年本
学大学院外国語学研究科（ドイ
ツ語学専攻）修了。同年本学助
手、同55年講師、同61年助教
授を経て、平成５年本学教授、
同9年ドイツ語学科主任、同13

　正村佳紀氏（本学名誉教授）
　２月29日死去、70歳。滋賀
県出身。本学外国語学部英米語
学科を卒業し、昭和42年本学
外国語専攻科（英米語専攻）修了。
昭和44年本短期大学英語科助
手、同49年同講師、同59年同
助教授、平成元年同教授を経て、
平成４年本学外国語学部英米語
学科教授に就任。平成21年３月

年入試センター
長、同15年教務
部長を歴任する
など、本学発展
に尽力した。本
学での担当科目
は「ドイツ語文法」「ドイツ語作
文」「ドイツ文学概論」「ドイツ文
学ゼミ」他。

まで40年間の永
きにわたり、本
学 に お け る 教
育・研究の発展
に並々ならぬ情
熱を傾けた。平
成23年本学名誉教授。本学で
の担当科目は「時事英語」「英語
圏事情研究」「英米地域ゼミ」他。

謹んでご冥福をお祈りいたします訃 報

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆



13CLUBあれこれ

　私たちアコースティックサウンドクラブアメ民は、今
年で46年目を迎える歴史の古いクラブです。主な活動
内容としては、同じ学年で２、３人のバンドを組み、ア
コースティックギターとウッドベースを使って洋楽をカ
バーしています。月・水・金の週３回活動しており、六
月祭や学園祭などの行事やライブなどに向けて日々練習
をおこなっています。クラブ最大の行事として、毎年
11月に森田記念講堂にて定期演奏会を開催しています。
アメ民の活動はライブだけではなく、六月祭には模擬店
を出店し、外大祭では教室企画としてカフェを開くなど、

大学の各行事に
も積極的に参加
しています。
　部員の多くが
ギターやベース
を弾くのが初め

　私たちサッカー部は、京都で一番になるために日々ト
レーニングをしています。現在の部員は、３年生16人、
２年生７人、１年生10人、マネージャー６人の総勢39
人で活動しています。サッカーでは、２月、６月、10
月に新人戦、高校総体、高校選手権があり、年間に京都
一になれるチャンスが３回あります。この３回の公式戦
を軸に、一年間をかけトレーニングや練習試合をし、チー
ムを強化しています。
　２月に行われた新人戦では、予選リーグを突破し決勝
トーナメントまで勝ち進みました。トーナメント１回戦
で前年度高校総体優勝の福知山成美高校と対戦し、善戦
しましたが惜しくも０
対１で負けてしまいま
した。選手は手応えを
感じてくれたと思いま
す。３年生にとって最
後の勝負は、10月の
高校選手権です。新人

てで、最初のうちは
大変なことも多いで
すが、１年次生は７
月 に お こ な う デ
ビューライブに向け
て精進しています。
２年次生は後輩を
持って始めてとなるライブを六月祭でおこなうために練
習に励みます。３年次生は最後の六月祭なので後悔のな
いように日々精進しています。短い大学生活をより濃い
ものにするために、練習する時は練習し、楽しむ時は楽
しみ、勉強する時は勉強するというように、メリハリを
つけた生活を送ることを大切にしており、これは先輩方
から受け継いだ伝統でもあります。これからもこれらの
伝統を大切にして活動を続けていこうと考えております
ので、アメ民をよろしくお願いします。

戦で負けた悔しさを忘れず、今は個人の技術、体力、精
神力を強化しています。６月の高校総体ではチームの力
を上げ強豪校に勝ちベスト４を目指し、最後の選手権で
はチームが一つになり一致団結して優勝を目標にしてい
ます。前向きに一生懸命全力でチームのためにプレーす
るということを全員が守ることが大切です。大好きな
サッカーで３年間青春をかけて京都一になることを目指
し、優勝することが一番の喜びだと思います。本気になっ
て京都一を目指すことで、体力や強い精神力、前向きな
姿勢、人を思いやる気持ち、感謝の気持ち、つらいこと
や楽しいことを分かち合える仲間など、これから生きて

いく上でかけがえのない
財産を手に入れることが
できます。サッカーだけ
ではなく、多くのことを
学び、人間的にも成長で
きるのがサッカー部です。

アコースティックサウンドクラブアメ民

西高サッカー部

大学の行事に積極的に参加

高校選手権　京都一を目指す

大学の行事に積極的に参加

高校選手権　京都一を目指す
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和田　今日は、よろしくお願いし
ます。
一宮　こちらこそ。和田さんは本
校卒業後、大阪大学外国語学部に
編入合格して、さらに今は大学院
に進んでタイ語を勉強しています
ね。私も大阪大学外国語学部の前
身にあたる大阪外国語大学で同じ
ような道をたどってきたのですが、
和田さんがタイ語をやろうと思っ
たきっかけは？
和田　高校卒業後、国公立大学
を目指していたのですがかなわ
ず、２浪するか専門学校に行くか
迷った末に外国語専門学校を選択
したのです。外国語を勉強するな
ら、英語のように多くの人がやっ

てる言語はおもしろくない。専門
学校の案内パンフで初めてタイ文
字を知って、かわいい字だな、読
めたらうれしいなと思ったのが始
まり。たまたま立ち寄った本屋さ
んで一宮先生の著書を見て、京都
外国語専門学校に行けば、こんな
先生に教わるんだと親しみが湧い
たのも、タイ語を勉強することに
なったきっかけです。
一宮　それはよかった。それでタ
イ語はおもしろかった？
和田　タイ語を勉強するのはとて
も楽しかったです。一宮先生がや
さしく、明るく教えてくださるの
でスムーズにタイ語の世界に入れ
たと思います。先生がいかめしい

方だったら、
親しみが湧
かなかった
かもしれな
い。会話も
ほんわかと
して、やさ
し い 感 じ。
私自身、タ
イ語に癒や
されている
と感じてい

ます。
一宮　タイ語には、欧米語のよう
にイエスかノーかといった決めつ
けるような言い回しがない。日本
語と同じように、あいまいなとこ
ろがあって、日本人にとって親し
みやすい言葉かもしれない。
和田　先生はどういうきっかけで
タイ語を勉強するようになったの
ですか。
一宮　父がタイと関係する仕事
をしていたこともあって、高校
時代にタイへ行った。親日的な国
で、企業の進出など日本との関係
もこれからますます深まるように
感じました。タイ語を学んでいる
日本人は、今でもそうですがそん
なに多くはない。タイ語ができれ
ばこれから可能性も広がるのでは
ないか。それに私は寒いのが苦手
で、果物が好き。その点、タイは
暖かくて、果物が豊富。そういう
ところも気に入りました。和田さ
んは、まだタイへは行ったことが
なかったですよね。
和田　もっぱら本を読んで得た知
識でしか、タイのことは知りませ
ん。
一宮　タイ語を勉強する人は大抵、
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タイ留学中。学園祭で（左端が一宮先生）
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タイに旅行したのがきっかけだっ
たという人が多いけど、和田さん
のように行ったことがなくて、こ
れほどタイ語に親しみをもって勉
強する人は珍しい。タイ語に癒や
されるという感性も素敵（笑）。
和田　なぜタイに行かないのか、
ってよく聞かれます。私は本を読
むのが好きで、疑似体験している
のかな（笑）。今までは行動力が伴
わなかったけれど、タイへはぜひ
行ってみたいと思っています。先
生はどんな学生生活を送られまし
たか。
一宮　大学院時代のことですが、
冨田竹二郎先生（当時大阪外国語
大学名誉教授）が編集にあたって
おられた「タイ日大辞典」の入力・
校正などの手伝いをしたことが一
番の思い出です。この辞書は語彙、
用例など、今でも日本最大のもの
で、タイ語を学ぶ人にとってなく
てはならないものです。およそ１
年間、キーボードに向かって黙々
と打ち込む作業でしたが、本当に
いい勉強になりました。
和田　私もその辞書のお世話にな
っていますが、辞書作りはどのよ
うにされるのですか。
一宮　単語を一つずつカードに書
き出して、タイ語のアルファベッ
ト順に並べて、それを入力してい
きます。例えば、料理の言葉を集
めるのにレストランからメニュー
をこっそり持ち帰ったりしました。
おもしろかったのは、足を踏まれ
たときなど「痛っ！」とか言います

よね。タイ語ではどう言うのだろ
うと考えていると、先生は「人の
足を実際に踏んでみろ」と言われ
る（笑）。そのとき声を上げた言葉
をカードに書き取って、そうして
言葉を採集するのです。
和田　大学院を修了して、先生は
留学されていますね。
一宮　タイのチュラーロンコーン
大学に１年間留学しました。タイ
は外国との交流が多い国で、外来
語がどんどん入ってくる。辞書作
りのお手伝いをした経験から、そ
んな新しい言葉への興味があった
のね。学校でも、町でもタイ人に
はとても親切にしてもらいました。
学校の授業で、私がタイ語文字を
書くと拍手してくれたり…。タイ
語を勉強しているのだから当たり
前のことなのに（笑）。楽しい留学
だった。和田さんも、ぜひタイに
行くといいと思います。必ずいい
経験になるから。
和田　わかりました。ところで先
生が京外専に来られたきっかけ
は？
一宮　それは大学時代の先生が、
タイ語学科のある外国語専門学校
が京都にできるのだが、行ってみ
ないかと声を掛けてくれたから。
和田　京外専が創立された当初か
ら、教えてこられたのですね。
一宮　専門学校では社会人を含め
ていろんな経験
をした人が学ん
でいて、大学と
はまた違った雰
囲気がある。皆
さん熱心だし、
教える側も、少
しでもこの人た
ちの役に立ちた
いと思う気持ち

になります。
和田　私も普通の大学ではできな
かった経験をしたと、感謝してい
ます。授業だけでなく生徒同士の
交流でも、いい勉強になりました。
社会人や留学した人など、幅広い
経験を積んだ方たちと一緒に学ぶ
ことで得たものは大きいと思いま
す。
一宮　専門学校は、外国語を学ぶ
環境としては、場合によっては大
学よりいいかもしれない。時間数
も多いし、話す・聞くはネイティ
ブの講師が担当し、読む・書くは
日本人講師が担当する。生徒も目
的を持って入学してくるから、一
生懸命勉強する。和田さんはこの
春から大学院生だけど、ここで学
んだことに自信をもって今後の勉
強を続けてほしい。
和田　ありがとうございます。先
生は、タイ語の教師として、これ
から希望することとは？
一宮　いまタイ語学科のある大学
は東京外国語大学と、和田さんが
編入合格した大阪大学外国語学部
しかありません。その意味でも、
うちのようなタイ語が学べる専門
学校の意義は大きいと思っていま
す。タイ語をもっと多くの人に知
ってもらいたいし、タイ語に興味
を持つ人が増えたらいいなと思い
ます。

一
いち

宮
みや

孝
たか

子
こ

先生
京都外国語専門学校講師。京都外大外国語科目の第三外国語タイ語担当。
兵庫県生まれ。1994年、大阪外国語大学（現・大阪大学外国語学部）タイ・
ベトナム語学科卒業。同大学修士課程終了。タイ王国チュラーロンコーン大学
留学。2003年から日本タイクラブ理事。「日・タイ表現例文集」（共著）、「ゴーガ
イ・タイ文字の読み書き」（共著）など著書多数。

和
わ

田
だ

安
やす

代
よ

さん
京都外国語専門学校卒業生。1987年、京都市生まれ。紫野高校
卒業後、2007年、京都外国語専門学校タイ語学科入学。同校卒
業後、大阪大学外国語学部タイ語専修３年次編入合格。現在、大
阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻アジア・アフリカ言語
文化コースに在学中。

タイ東北の恐竜博物館にて
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スポーツを撮る写真家が祭りを撮る
息を止め、「一瞬」を捉える自信

ジャーナリスト賞を受賞
　英米語学科４年の時、卒業旅行用の「海外研
修積立」をキャンセルし、その積立金を欧州で開催
されたスキー W杯を取材するための費用に充てた。
これが本格的なスキーカメラマンとしてのデビュー
といってもよかった。この時の「訳のわからないう
ちに撮った」写真の何枚かが、自著に記録されてい
る。「レースピステの硬さや景色の素晴らしさも印
象的だった」との感想とともに。帰国後、追試を受
け卒業した。
　以来、札幌（1972年）からバンクーバー（2010年）
までの冬季五輪をはじめ、アルペン世界選手権、ノ
ルディック世界選手権、ミュンヘンや北京の夏季五
輪などでもカメラを構えてきた。こうした写真と文
でスキーを世界に広く紹介し、普及・発展に貢献し
たことが認められ、日本で初の栄誉ある「国際スキー
連盟ジャーナリスト賞」（FISジャーナリストアワー
ド）が贈られた。
　薬師さんとスキーの出会いは、出身が富山だった
から当然か。スキーは小学生から、カメラは中学時
代、兄のを触ってからだった。高校卒業後の進路を
考えていた時、４人兄弟のうち３人が京都で生活を
していたことや、知り合いの教授の勧めもあって京
都外大を選び、英米語学科に入学した。写真部に入
部したが２年で辞め、後は独学で写真を学んだ。１
回生の時、仲間と初めての“個展”ともいえる「三人
展」を開催、山とスキーの写真を世に問うた。

写真もスポーツ
　大学卒業後、東京写真専門学校（現・東京ビジュ
アルアーツ）で２年間、「カメラで生きるための準備
期間」を過ごした。折しも札幌冬季五輪が迫る中、
スキーは業界を含め大きなブームになりつつあった
こともあり、スキー関係や雑誌の仕事が来るように

なった。撮りためた写真の提供のほか、取材の依頼
もあった。そして、札幌五輪組織委員会公式カメラ
マンに選ばれ、アルペンを中心に担当した。
　冬季五輪で特に印象に残っているのは、1984年の
サラエボ（当時ユーゴスラビア）。３回現地に行き延
べ７週間滞在した。まだチトー大統領の威光が残り
治まっていたが、五輪の後に内戦が始まった。テレ
ビで「スピードスケート場が墓場になった。泊まっ
たホテルは炎上した」ことを見た。1997年春、全国
紙の記者がサラエボへ行くというので、親しかった
一家の消息を捜してもらったが、結局わからなかっ
た。以前その家庭で晩ご飯をご馳走になったことも
あった。ドイツ語で「gruess Gott！（こんにちは）」
と挨拶した時「この国に神はいない」と言われたのが
ショックだった。今思えば、世界の大祭典と地獄と
のギャップだったのだろう。
　競技で印象に残るのは、リレハンメル（1994年）
のラージヒル団体で、原田雅彦が失速して銀メダル
になってしまったこと。長野（1998年）での清水宏保
のスピードスケート500メートル金メダル、それに
トリノ（2006年）の荒川静香のフィギュア金などがあ
る。

写真家

薬師　洋行さん

修積立」をキャンセルし、その積立金を欧州で開催
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薬師　洋行（やくし・ひろゆき）　1946年３月、富山県生まれ。68年度京都外国語大学英米語学科卒。国際スポーツプレス協会会員、日本スポーツプレス協会監事。69年
にスキーワールドカップ初取材、以来毎シーズン、世界各地のスキーレースを取材。これまでに11回の冬季五輪、３回の夏季五輪、17回のアルペン世界選手権、２回のノル
ディック世界選手権などを取材、写真展も数多く開催。1988年に写真集『薬師洋行の世界20年の軌跡Ski Racing 1969-1988』、2009年に『京都・祇園祭を歩く』を出版。

　だが、薬師さんが一番好きなのはアルペン。それ
は「外でいい空気を吸いながら、いい景色を見なが
ら」写真が撮れるからだという。アルペンが盛んな
のはドイツ語圏だ。薬師さんは第二外国語でドイツ
語を学び、基礎はあったため、ドイツ語を話すのに
そんなに苦労はなかった。今は自在に操る。
　アルペンの取材は雪の中、長時間に及ぶ。通常、
カメラのボディー２台、レンズは500ミリを含めて
２～３本。イメージを描きベストポイントを撮る。
光と影、青い空の中に選手を追う。「写真もスポーツ」
という薬師さんがカメラを構える時は、「下っ腹に
力を入れ、選手と同じ息遣いで、シャッターを押す
時は息を止める」。選手と一体になれれば、気に入っ
た作品になるからだ。だが、そんな時ばかりではな
い。コースを外れたりすると「おい、どこへ行くん
だ。こっちへ来い」と胸の中で叫ぶこともある。カ
メラザックの中には、お気に入りの柿の種、せんべ
い、かりんとうなどが入っている。
　「写真の基本は息を止めること」。シャッターは
1000分の１、1600分の１、モータードライブでの連
写はあまり好まない。狙うのは、この一瞬と決めて。
外れたら失敗と割り切る。フィギュアは４分の演技
の中で（良いのが）１枚でもあればよいと思っている。

「一瞬」を捉える自信に裏打ちされた言葉だろう。

祇園祭の写真集も
　写真はスキーをメインに、サッカー・W杯、テニ
ス・ウィンブルドン、ゴルフ・全英オープン、自転
車・ツール・ド・フランス、F1などほとんどのスポー
ツを撮ってきたが、ここ５年ほどは祇園祭にも時間
を割いている。大学の同級生・川塚錦造さん、先輩
で写真家の井上博義さんと３人で2009年に写真集

『京都・祇園祭を歩く』を出版した。
　祇園祭の菊水鉾の保存会役員・囃

はや

子
し

方
かた

総代を務め
る川塚さんが、16年もかけて菊水鉾の「祇園囃子」
譜本をまとめたことを知った薬師さんが「祇園祭の
撮影をしてみようか」と持ち掛けた。曲折はあった
が、2007～08年の２年間をかけ、写真集を完成させ

た。７月１日の吉符入から、31日の疫神社夏越祭ま
で祇園祭のすべての行事をカメラに収めた。巡行の
日、川塚さんは菊水鉾の屋根の上に乗り、そこから
の眺め、囃子方の様子などを魚眼レンズで撮った。
　「屋根に上って…」少し問題になったが「記録とし
て残してもいいのでは」と言うと、反論はなかった。
誰も撮ったことのない屋根からの魚眼写真４枚が写
真集に載った。撮影に２年もかけたのは“撮り足し”。
撮り足しとは、より深く撮る、角度を変えて撮る―
などの意味だ。
　スポーツを撮る写真家が祭りを撮る。「全く抵抗
感はない。スポーツも祭りも人間のすること。人の
息遣い、人の動きをいかに切り撮るかは同じこと。
巡行は遅いかもしれないが、動きの遅いスポーツ
だってある」。こうして、スキー（スポーツ）カメラ
マンの初の祭り写真集が世に出た。
　35年ほど前に１週間にわたって祇園祭を撮ったこ
とがあったが「頭の中にある祭りと、今とは違った」。
やはり人間が主役だから、違うのは当然か。
　写真集出版後もその時季には、不思議にも京都へ
来ている。だが、今年の夏はロンドン五輪（７月27
日～８月12日）がある。「五輪はIDを取るのが難しく
て…」。暑い京都の祇園祭か、ロンドンの競技場か、
薬師さんがカメラを持つ姿はどちらで見られるのだ
ろうか。
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　当学園の平成24年度収支予算
が、平成24年３月７日開催の評
議員会に諮問され、同７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
４千２百万円です。
　消費支出予算額合計は、74億
３千百万円です。

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24年度の帰属収入合計は
76億４千２百万円余となってお
り、前年度に比べて２百万円余の
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
８千８百万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、
過去の実績や他大学との併願状況
などを分析のうえ、１億６千４

百万円余を計上しています。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８億２千７百万円
余を見込んでいます。資産運用収
入は定期預金や社債・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等の収入
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、
１億９百万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３億３百万円余を差し引
いたものが、消費収入の部合計で
73億３千９百万円余となってい
ます。

　平成24年度の消費支出の部合
計は74億３千百万円余となり、前
年度に比べ２億６百万円余の減少
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、45億２千３百万
円余を計上しています。前年度と
比べ２億８千８百万円余の減少と
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20億１千３百
万円余を計上しており、前年度に
比べ１千百万円余減少しています。
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、７億８千８百万円余を計上
しています。前年度に比べて５千
７百万円余の増加となっています。
平成24年度は、学園創立65周年
の年であり、創立65周年記念事業
の一環として稀覯書展示会、シン
ポジューム開催、式典などの経費
と４月から開校の高等学校の通信
制課程の経費により前年度より増
加となっています。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金利息
で、２千４百万円計上しています。
前年度に比べて３百万円余減少し
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、８千
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

消費収支予算書における
帰属収入の概要

2012年（平成24年）度

法人本部財務部

消費収支予算書における
消費支出の概要

寄付金，
0.2％
16百万円

その他，4.0％
302百万円補助金，10.8％

827百万円

学生生徒等納付金，83.6％
6,388百万円

人件費，60.9％
4,523百万円

教育研究経費，
27.1％

2,013百万円

管理経費，
10.6％
788百万円

その他，1.1％
83百万円

借入金等利息，
0.3％
24百万円

帰属収入
100％

7,642百万円

消費支出
100％

7,431百万円

〈消費収入の部〉

〈消費支出の部〉

雑収入，1.4％
109百万円

基本金組入について
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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、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、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３億３百万円余を
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25年度の学生生徒等納
付金について、前年度の平成24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、前
年度に比べ５千万円増額していま
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４千９百
万円余の減少となり、設備関係支
出は１千百万円余の減少となって
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24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２億１千百
万円余を計上し、資金収支予算書
では、当年度資金収支差額（ハ）
－（ニ）６千６百万円余の増加と
なっています。
　平成24年度収支予算は予算の
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。
　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。

（平成23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
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24年度　平成23年度　増　　減 科　　　　目 平成24年度　平成23年度　増　　減

6,388,053
164,245
16,254
826,755
103,090
34,094
109,142
2,072,381
1,531,484

2,295,032

8,950,466

4,757,675

13,708,141

6,345,357
167,412
14,149
793,504
89,290
35,342
194,787
2,069,705
1,690,821

2,337,388

9,062,979

4,665,800

13,728,779

42,696
3,167
2,105
33,251
13,800
1,248
85,645
2,676

159,337

42,356

112,513

91,875

20,638

4,640,185
1,641,382
706,529
24,308
189,580
45,811
164,663
1,303,748
646,635
80,000
558,227

8,884,614

4,823,527

13,708,141

4,756,741
1,657,743
670,360
26,840
139,580
95,103
175,829
1,369,470
632,064
40,000
592,626

8,971,104

4,757,675

13,728,779

116,556
16,361
36,169
2,532
50,000
49,292
11,166
65,722
14,571
40,000
34,399

86,490

65,852

20,638

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24年度　平成23年度　増　　減 科　　　　目 平成24年度　平成23年度　増　　減

6,388,053
164,245
16,254
826,755
103,090
34,094
109,142

7,641,633

302,722

7,338,911

6,345,357
167,412
14,149
793,504
89,290
35,342
194,787

7,639,841

298,932

7,340,909

42,696
3,167
2,105
33,251
13,800
1,248
85,645

1,792

3,790

1,998

4,522,877
2,013,380
788,090
24,308
2,000
80,000

　

7,430,655

91,744

4,811,309
2,024,840
731,492
26,840
2,000
40,000

　

7,636,481

295,572

288,432
11,460
56,598
2,532

0
40,000

　

205,826

203,828

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

資金収支予算書

ま と め
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友達と英語で冗談を言い合う
国際文化コース１年B組

ニュージーランドの姉妹校ウエストレイク・ガールズ高校ヘ
（2012年１月～ 12月）

田野　絢香

　ニュージーランドに来て１カ月
がたちました。この１カ月はあっ
という間で、私にとってとても短
く感じました。
　ここへ来た初めの頃はホーム
シックがひどく、一人になるとす
ぐネガティブになってしまい、泣
いた時もありました。私のホスト
ファミリーはいつも私の小さな変
化に気づき、話を聞いてくれたり、
いろいろな方法で私を元気づけて
くれました。今ではホームシック
もなくなり、自分から積極的にホ
ストファミリーに話しかけること
ができるようになり、最初の頃に

ます。そしてこれから、より一層
有意義な留学にしたいと思ってい
ます。
　念願だった留学の切符を、そし
て夢へ近づくチャンスをくれた両
親や祖父母、家族に感謝しつつ、
残りの時間を一日一日大切にがん
ばろうと思います。長いようで、
短い時間を精いっぱい楽しみ、い
ろいろなことをたくさん経験し、
悔いの残らない留学にしたいです。

比べて会話も弾むようになりまし
た。
　学校ではたくさんの外国人の友
達ができ、毎日英語でコミュニ
ケーションをとっています。一番
うれしかったことは英語で冗談を
言い合ったり、ちょっかいを出し
合ったりして、一緒に笑い合える
ようになったことです。今では一
緒にショッピングや海へ行って、
寄り道などもするようになりまし
た。おかげで、英語の良さを知り、
英語が好きになって、もっともっ
と英語力をつけたいと思うように
なりました。
　ここへ来てはや１カ月、まだ１
カ月。なかなか英語が伝わらな
かったり、たくさんの課題がまだ
まだ残っています。ここへ来る前
の想像より、ニュージーランドの
生活ははるかに楽しく充実してい

自分を変えることができるんだ
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
（2012年１月～ 12月）

岩井　空

　ニュージーランドに来て６週間、
自分は変わった気がします。わか
らないことがあれば、すぐに気持
ちを伝えられるようになったり、
何のためらいもなく現地の友達に

「元気？」とか「おはよう」と言える
ようになりました。
　他の人から見たら、すごく小さ
なことかもしれないけれど、全然
英語が話せなかった自分にとって、
すごく大きなことだと感じました。
たった６週間でも、自分を変える
ことができるんだ、と勇気づけら
れました。
　学校にはたくさんの留学生がい
ます。お互い留学生同士なので、
すぐに友達になれます。放課後も

カーをしたり、映画を見たり、ま
た、友達と放課後ビーチに行って
笑いながらおしゃべりをしたり、
焼き肉を食べにいったりもしまし
た。何より友達が増えていくのが
一番うれしいし、楽しいです。
　ニュージーランドの人は道です
れ違ったら「Hi！」と言ってくれま
す。食べ物もおいしいし、自然が
たくさんあるし、とても素敵な国
です。こんな経験をさせてくれた
両親や先生、友達にすごく感謝し
ています。

　これからも、楽し
いこと、つらいこと、
ど ん な こ と で も、
ニュージーランドで
しかできないことを
たくさん経験し、最
後に「この１年、頑
張った！」といえる
ように全力を尽くし
ます。

体育館やテニスコート、バスケッ
トのゴールが自由に使えて、部活
動も充実していますが、週３回程
度なので、すごくやりやすいです。
　「授業は全部英語なので理解で
きないだろう」と思っていました
が、先生がわかりやすい英語で話
してくださるので、授業も楽しい
です。
　もちろん、留学生活は楽しいこ
とばかりではありませんが、「留
学していなかったら、こんな悲し
い気持ちにもなれなかったかもし
れない」と思い、つ
らく苦しい時間を過
ごしている自分を楽
しむようにしました。
ホストファミリーも
一緒に考えてくれま
した。
　休日にはホスト
ファミリーとロック
クライミングやサッ

ホストシスターと一緒に（左端が田野さん）

日本語クラスの友達ジョン君と一緒に
（左が岩井さん）
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　東日本大震災が発生して、１カ
月もたたないうちに、10年勤め
た前職を辞め、新しい仕事のため、
アメリカに渡りました。
　現在は、カリフォルニア州ロサ
ンゼルス近くに位置するガーデナ
市に住んでおります。最近、お亡
くなりになった伊良部投手が経営
していたうどん屋も以前はガーデ
ナ市にあり、市長も日系人である
など日本と縁が深い町です。
　隣のトーランス市にも米国トヨ
タ自動車販売の本社があり、日系
企業が多数あります。そのため、
スーパーマーケットや日系のレス
トランも多く、日本でわざわざ、
いろいろ買い込んで持参したこと
が、ばからしく思えるほど日本の

ものを見掛
け、容易に
手に入れる
ことができ
る町です。

　渡米前にイメージしていたこと
と大きく違った点の一つは、前述
したように日系人が多いことです。
それまでに何度かロサンゼルスを
含め、近辺を旅行しましたが、そ
の時は、アジアといえばハングル、
中国語の看板や文字を見ることが
多いという印象でした。日本は本
当に島国（閉鎖的な人種）と思わせ
るほど、日系以外のものの存在が
非常に大きいと感じていました。
　もう一つは、仕事柄さまざまな
人種の方、さまざまな英語力を
持った方と接する機会が多く、テ
レビや映画で見るような完璧な英
会話力がなくとも、それなりにビ

ジネスができると実感したことで
した（ただ、高度な英会話力を求
められる場は当然多くあり、高度
な会話ができるに越したことはあ
りません）。
　業者の交流会も積極的におこな
われるので、突然数十人もの前で、
会社紹介を求められることもあり、
日本語だともっとうまく言えるの
に、と感じる場面もあります。ロ
サンゼルスを含め周辺は、幼いこ
ろからさまざまな人種と接し、成
長する機会が多いので、完璧な英
語でなくても許容できる習慣が根
付いているのだと思います。
　最後に、日本が早く元気になる
よう、遠い地から心を込めてお祈
りいたします。

2000年度英米語学科卒
藤森　友隆

（アメリカ・ガーデナ在住）

　ここブリュッセルでは、実にさ
まざまな人々が生活しています。
ルーツ（両親はコンゴ人で自分は
ベルギー人など）や国籍（現在欧州
27カ国、その他世界各国）だけ
でなく、キャリア（EU官僚から
泥棒まで）、言語（パパはフラマン
＝オランダ語＝、ママはワロン＝
フランス語＝で、両親の会話は英
語。奥さんはイタリアとポーラン

ドのハーフなど）、
理由（世界のどこか
で出会い、恋に落ち
た相手がたまたまベ
ルギー人だったな
ど）、その違いは千
差万別です。
　メルティングポッ

トの住人は、さぞ非言語コミュニ
ケーションに長けていると思うか
もしれません。しかし、少なくと
も私に最も近しい人間であるブ
リュッセル人の夫とは、以心伝心
はあり得ないのです。「１を聞い
て10を知る」どころか、私の流暢
なフランス語で10言っても１伝
わっているかどうかは定かでない
のです。９言って１言い忘れると、
その１は完璧に忘れられています。
　主人だけでなく、ベルギー人と
は非言語コミュニケーションは通
用しないと思っていた方がよいで
しょう。ここでは「そぶり」だけで
は何も得られません。「言ったも
ん勝ち」が100%の世界です。こ
の12年間で、必要なときには他
人を押しのけて“moi,moi,moi!”（わ
たし、わたし、わたし！）と言え
るようになりました。おしゃべり
に花を咲かせて仕事をしない店員

に文句を言うこともできますし、
スーパーのレジで後ろの客を散々
待たせて“pardon”も言わない人に、
抗議できるようになりました。大
抵は私の怒りの意味が理解されず、
かえって欲求不満な結果に終わる
ことが多いのです。
　「Pax Mundi per Linguas―言語
を通して世界の平和を」の建学の
精神について考えています。私は
ベルギーであつかましいおばさん
に育ち、地元民と争うために、京
都外大でフランス語を学んだので
はありません。自らが模範となり、
よき言葉、よき精神を持って「Pax 
Mundi per Linguas」を体現した
いと思っているのです。日本から
自己啓発書を取り寄せては、日々
研鑽に励んでいます。

1990年度フランス語学科卒
　太田　直美

（ベルギー・ブリュッセル在住）

家族と共に（左端が太田さん）

Gardena

Brussels

日本とのゆかりの
深さを感じて

人種のるつぼ
「以心伝心」も通じず

Palm Springsにて
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　20年勤めた外資系銀行を休職し、2007年12月、南
アフリカ共和国に渡り、モジャジ野生動物保護プロ
ジェクトに参加した。そこで生後３カ月のチーター

「ブシュレ」に出会った。運命の出会いだった。
　銀行員だった00年、タンザニアでのサファリツ
アーでチーターを目にし、「なんと美しい」と、たち
まちファンになった。幼いころ見た映画「野生のエ
ルザ」の感動がよみがえり、「あのアダムソンのよう
になりたい」という気持ちが募った。
　「チーターの子が生まれる」とネットで情報を得て、
南アに渡る。１年で戻るつもりだったが、あのリー
マンショックで、たとえ戻ったところで仕事はない
ことを知った。08年、退職金をもらい、これを元に
野生動物保護区のスタッフの一員としてチーターな
どの野生動物を自然に帰すための保護と飼育のボラ
ンティアをすることにした。
　住み込みで、食事付き。水は地下水や雨水を利用。
電気はあり、冷蔵庫、洗濯機もある。１カ月１万円
あれば生活できる。ただトイレは寝るところから30
メートルも離れ、夜は毒蛇に要注意という。
　チーターはビッグ・キャッツ科の中で、一番弱い。
ライオンやヒョウは他の動物の子供を襲うが、チー

ターは他の子を襲わない。外敵も多く生存率は10
～ 15%と低いという。「けなげに生きている。悲し
げな表情や目がかわいい」。のどを鳴らし、頭をす
りつけ、あいさつに来る。頭をなでると満足して去っ
ていく。
　保護区は4700平方キロと広い。毎朝、ブシュレや
他のチーターたちと交代で散歩に行く。これは彼ら
が野生で生きていけるハンティングの訓練を兼ねて
いる。夜遅くまで、時には２日がかりのこともある。
ブシュレは初めウサギばかりが獲物だったが、ト
レーニングが進み小型のカモシカも獲るようになっ
た。家原さんとも確固たる信頼感ができた。
　10年10月、ブシュレは４匹の子を産んだ。雄３匹、
雌１匹。４匹とも孤児のブシュレと違い、母親がい
る半野生である。
　あるとき“事件”が起きた。子が餌を食べている時
にダニ取り作業をした。１匹を終え隣の「チョビ」
に移ろうとした時、いきなり左の額をひっかかれた。
爪が目までかかり大量の血が出て「あぁ、失明し
た！」と思ったが、車で１時間の病院で19針縫った。
チーターの爪は先が丸くなっているのが幸いし、目
は助かった。それでも「悪いのは自分」と。チーター

を恨んだり怖いと思ったことはない。
　雄大な自然の中で、夢であったチーター
や数多くの動物たちとの生活。モノがあふ
れる社会にあって、ここでは豊かさの意味
が違う。「物欲がほんとになくなった」「美
しい大自然を体験してみてほしい。何か大
切なことに気づくかもしれないから…」。
　ボランティアビザが切れ、一時帰国した
家原さん。当面は南アを行ったり来たりす
ることになる。幸福度をいっぱいに上げた、
透き通ったたくましい姿がそこにあった。

（ボランティアプログラムのホームページ：
http://www.modgaji.co.za）

チーターに魅せられ、
南アで保護プロジェクトに携わる
家原　裕子さん　1986年度ドイツ語学科卒
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23学園日誌

　この時期、当然ながら、新入生の話が注目されますが、編集子は年度
末に新入職員のマナー講座を取材しました。期待と不安が入り交じった
気持ちというものの、本当は圧倒的に不安の方が大きいはず。彼らは重
い重い憂うつな気持ちでこの時期を過ごすのです。そんな不安な気持ち
であっても、この時期の彼らの目の輝き、ハラハラドキドキ感は格別。
真剣な不安感がいい。ハラハラドキドキ感をいつまでも持ち続けて仕事
をしてほしいと思います。デジタル真逆人間のひとりごと、と思います
が、初心は年月が経っても忘れたくないものです。　　　　（内田晃弘）
　今号の地球人登場はタイ語の魅力についての対談。タイ語に癒やされ
ているという一宮先生と和田さん。微笑みの国、笑顔はいつも温かく、
柔らかい響きのタイ語は音楽を聞いているよう。いま向き合っているも
のから癒やしを感じることの素晴らしさ。癒やしの時間や方法はそれぞ
れ違っても、心和まされる瞬間を大切にしていきたいものです。

（木村雅美）

大学　右京区役所と包括協定を締結（11.4）

校友会　「外国人留学生給費奨学金授与
式」（11.7）

大学　「森田基金および総長給費奨学生
採用証書授与式」（11.10）

大学　「ブラジルポルトガル語学科公開講
座2011」（11.14）

大学　「駐日ニカラグア共和国大使館イン
ターンシップ成果報告会」（11.15）

大学　外務省でインターンシップを体験し
た2人の学生による成果報告会（11.21）

スペイン年専任大使、スペイン大使館文化
担当官が来学（11.21）

駐日ポルトガル大使、駐日ブラジル大使館
公使、カモンイス院ポルトガル大使館文化
参事、マカオ大学ポルトガル学科講師、『ア
ル テ ル ナティヴァ誌 』編 集 長が 来 学

（11.26）

中華人民共和国駐大阪総領事館領事が来
学（11.26）

高校　「通信制」新設へ（11.26付京都新聞）

専門学校　「留学生日本語弁論大会 」
（11.29）

大学　国際理解学習を山ノ内小学校で実
施（11.29、12.6・13、1.25）

高校　2011年上半期京都新聞ジュニア・
スポーツ賞に空手道部の荒賀慎太郎が選
ばれる（11.30付京都新聞）

大学　「薬物乱用防止セミナー」（12.1）

在大阪イタリア総領事館総領事、在日イタリ
ア大使館文化部学術・文化アタッシェ、在
日イタリア大使館報道部・領事部一等書記
官、京都工芸繊維大学教授が来学（12.10）

駐日ポーランド共和国特命全権大使、ドキュ
メンタリー映像作家（大使のご主人）、駐日
ポーランド共和国大使館参事官・貿易投

資促進部長、在日ポーランド商工会議所会
頭が来学（12.16）

大学　「Gaidai Christmas Gala」（12.16）

大学　「オープンキャンパス」（12.18）

平成23年京都市スポーツ大賞個人で大学
の菅生桃子（パワーリフティング）、高校の
荒賀慎太郎（空手道）が受賞（12.26）

大学　学生グループが広島被爆者インタ
ビュー映像に英語字幕を付けてネット公開へ

（1.5付京都新聞）

大学　「第２回大学院外国語学研究科主
催講演会」（1.16） 講師に新宮一成氏（京
都大学大学院人間環境学研究科教授）

大学　「2012年度春学期出発派遣留学生
奨学金授与式」（1.18）

リスボン市長（ポルトガル）、GLEM-多様世
界交流推進局局長が来学（1.21）

大学　博物館学芸員課程卒業展示「京都
まるごとミュージアム」（1.21 ～ 3.30）

大学　「第３回ピカ☆イチProject報告会」
（1.28）

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７
位入賞（2.1付京都新聞）

専門学校　「プレゼン・コンテスト」（2.1）

高校　平成23年度「第34回全国選抜高校
テニス大会」（初）男女アベック出場決定

（2.4付読売新聞）

大学　「2012年度学内企業セミナー」（2.7
～17）

高校　アメリカ・ボストンより「Roxbury 

Boys and Girls Club of Boston」13人が
訪問（2.14）

高校　JICA国際協力中学生・高校生エッ
セイコンテスト2011（高校生の部）で「NPO
法人京都海外協力協会会長賞」を田中千
尋が受賞（2.26）

平成23年京都府スポーツ賞優秀賞（個人）
で高校の荒賀慎太郎（空手道）、かがやき賞

（個人）で大学の菅生桃子（パワーリフティン
グ）が受賞（3.7）

ポルトガル大使が来学し、「平成23年度学
位記授与式」出席（3.20）

大学　「2011年度学生表彰式」（3.20）

ニカラグア外務省アジア・アフリカ・大洋
州局長、ニカラグア総領事が来学（3.24）

高校　「第34回全国選抜高校テニス大会」
で女子がベスト８進出（3.25付読売新聞）

水泳の高橋選手がロンドン五輪へ（4.3付
京都新聞） 京都外大西高出身の高橋美帆
が競泳日本選手権400M個人メドレーで２位。
五輪出場権を獲得

大学　早川一光さんを招き、福祉・医療の
問題点を語り合う（4.6）

高校　通信制課程入学式（4.14）

大学　「春の留学フェア」（4.19）

専門学校　「新入生歓迎会」（4.27）

大学　関西日米交流フォーラム20周年記
念シンポジウム「日本人の心をとらえよ！ ―
戦後米国の広報文化外交の実践と理念―」

（5.7）



2012年（平成24年）度　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
ウィークを前年度に引き続き実施します。講演
会、シンポジウム、音楽会、展覧会、弁論大会、
それぞれの国の料理紹介など、盛りだくさんの
行事が期間中に予定されています。詳細は開催
前のホームページをご覧ください。

英米語学科・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・留学生別科

大　　学

高　　校

専門学校

校　友　会

●六月祭（６月２日）
●大学院主催第１回公開講演会
　（６月15日）
●オープンキャンパス（６月17日、
８月３日～５日、９月９日、10月
７日、12月16日）

●大学院主催第１回公開講座
　（６月24日）
●体育祭（10月２日）
●第43回教養講座（10月16日）
●外大祭・語劇祭（11月２日～４日）
●学校説明会・参加型授業（６月３
日、９月１日、11月10日）

●関西高校模擬国連大会（6月21日
～23日）

●文化祭（９月６日・７日）
●体育祭（９月28日）
●学校相談会（12月15日）
●専門学校スポーツ大会（５月30日）
●学校見学会（６月16日、７月21日・
28日、８月４日・25日、９月８日、
10月６日、11月10日、12月１日）

●学園祭（11月１日・２日）
●特別講演会（12月11日）
●第８回高知支部総会（５月26日）
●第24回東京支部（関東地区）総会
（７月14日）
●第20回徳島支部総会〈第18回外
大連〉（８月14日）

●校友会設立50周年記念総会（９月
29日）

●第10回石川支部総会（11月17日）
〈４月30日調べ〉

▼12月10日～14日

▼６月23日～29日

▼６月30日～7月7日

▼10月16日～21日

▼６月19日～25日

▼７月２日～７日

▼12月17日～23日

▼５月14日～19日

▼６月18日～24日

〈４月30日調べ〉

Information!!

短期大学・入学式（,12.4.1）

大学院・学位記授与
式（

,12.3.15）
高校・卒業式（,12.2.18）

専門学校・卒業式（,12.3.15）

大学・入学式（
,12.4.1）

キャンパス（静かの庭の桜）（,12.4）
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