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■ブルゴーニュ大学（フランス）■
　1722年に創設された総合大学。メインキャンパスはディジョン。医学、薬学、法学を中心に幅広い教育研究を提
供している。フランスで唯一、ブドウ畑を持っている大学としても有名。本学とは1987年に国際交流協定を結んでいる。

さらなる理解、友好、協力の深化へ
「南部アフリカの興隆と明るい未来」創立65周年記念シンポジウムを開催
スペイン日本交流400周年 スペイン外務・協力大臣が本学を訪問

自然な英語でどう表現するか 大江健三郎賞受賞作品を翻訳
スティーブン・コーツ先生◇森川悠加さん
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　遠い遠い昔の話ですが、つい昨日のことのように思います。入学したばかりの私はどのク
ラブに入ろうかと、友達とBOXが並ぶ２号館の地下を訪ね、まずは一番奥のクラブから…
と扉を叩いたのが「能楽部」でした。優しさあふれる先輩方にすっかり心を奪われ、生まれて
初めての謡と仕舞体験に心が躍り、まさしく「これだ！」と運命を感じ、即入部を決めました。
私の外大での学生生活は「能に夢中」「能楽部が命」の４年間でしたが、同時に「京都外国語大
学の能楽部」を感じながらの４年間でもありました。
　創立者の故・森田倭文子先生は能楽部の創設者であり、部の講師をしていただいている能
楽師の橋本礒道先生のお弟子さんで、私が１、２回生の時の自演会「外大能」に出演してくだ
さいました。開催日が近くなればクラブのお稽古にも参加してくださり、本番当日の堂々と

した先生の舞姿は今も目に焼き付いています。また３回生の
時は、大学のはからいでアメリカからの留学生に「外大能」
を観ていただいたりして、あの能楽堂が外国の方たちの熱気
に包まれたことも忘れられません。そして悲しい思い出です
が、４回生の時、創立者・森田一郎総長先生がお亡くなりに
なり、学校でのお葬儀に能楽部全員で手向けの曲「江口」を
謡って総長先生をお送りさせていただきました。また、その
年の外大能を「故森田一郎総長先生追悼の会」とし、私の学生
最後の能楽「半

はじ

蔀
とみ

」を舞わせていただいたことは今でも本当に
大切な思い出の一つです。
　外国語を学びながら、650年の歴史を持つ日本最古の舞台
芸術、古典文化、また世界無形文化遺産登録の「能楽」に触れ
ることができ、クラブを通じてたくさんの大切な方々とも巡
り会えた京都外大での学生生活はとても大切な私の宝物です。

現在、能楽部OB会長と
して、クラブとOB会に
深くかかわらせていただ
いております。今も更に
多くの新しい出会いに恵
まれ、引き続き「能楽の
魅力」に心震わせる毎日
です。京都外国語大学能
楽部は、今も昔も「私の
運命の大切なクラブ」と
なっています。

運命の能楽部に感謝！
昭和51年度英米語学科卒　島谷　直美（旧姓：森谷）

自演会「外大能」。前列中央が森田倭文子先生、前2列目右端が筆者（昭和49年）

「故森田一郎総長先生追悼・外大能」
能楽「半蔀」を舞う筆者（昭和51年）
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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。

スペイン日本交流400周年
スペイン外務・協力大臣が本学を訪問

自然な英語でどう表現するか
大江健三郎賞受賞作品を翻訳
スティーブン・コーツ先生◇森川悠加さん

さらなる理解、友好、協力の深化へ
「南部アフリカの興隆と明るい未来」
　創立65周年記念シンポジウムを開催

高知市立潮江中学校校長

宮田　龍さん

12号館２階に
創立者精神View

○大学　イベロアメリカ研究会
○京都外大西高　硬式野球部（男子・女子）　

2013年（平成25年）度 学園の収支予算
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　本学園の創立者である森
田一郎・倭文子の思い出が
いっぱい詰まった部屋が、
このたび、12号館２階に設
けられた。戦後まもない
昭和22年５月18日、「戦争
のない平和な世界を築くた
め」にはまずは外国語教育
が必要との高邁な考えのも
と、創立者夫妻は外国語大
学をここ京都の地に建学した。創立者のそ
んな気迫のこもった息づかいが伝わってく
るような手書き原稿、創立者をしのぶ数々
の遺品、足跡を懐かしむ写真の類など、創

12号館２階に
創立者精神View

立者の心が感じとれる思い出の品々が一堂
に並ぶ。今も創立者と直に相対しているよ
うな空間となっている。ただ今、準備中。
公開は今秋予定。
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　会場には学生をはじめ一般の方が多数詰めかけ、満員御礼の状態。国際教養学科長のクレイグ・スミス
教授のあいさつ、学生・留学生の歓迎スピーチに続き、松田武学長が「本学の『言語を通して世界の平和を』
という建学の精神は、SADCのモットーである『明るい将来に向けて』の精神とまさに同じ。このシンポが
相互理解を深める場になることを願う。私たちの活動が両者にとって強い絆になるべく、貢献することを
約束する」と挨拶した。
　今年、横浜で開催される第５回アフリカ開発会議の担当大使を務める外務省・伊藤誠氏が「アフリカの
サブサハラ地域は目覚ましい経済成長を遂げており、そこで活動する日本の企業は220社近くまで増える
などアフリカに対する日本人の関心も高まりつつある。アフリカ諸国の経済が安定的に成長し、その成果
をすべての国民が享受でき、安全保障が確保されるための課題を話し合う予定。ぜひ積極的にご参加を」
と祝辞を述べた。
　この後、モデレーターの熊谷俊樹・国際交流部長（国際教養学科教授）が進行役を務め、スチュアート・
ハロルド・コンババッハ駐日ジンバブエ共和国特命全権大使が「南部アフリカ開発共同体（SADC）の歴史：
その可能性と挑戦」をテーマに基調講演した。続いて、モザンビーク、南アフリカ、ナミビア、レソト、
ボツワナの各国大使がそれぞれ独自の主張を展開、加えて自国のPRなど、文化や政治、観光、環境問題、
貿易・投資などさまざまな側面から南部アフリカの現状や問題、課題などを語り、諸国の実態を詳しく知
る機会となった。意見交換の後、熊谷国際交流部長の総括があり、それぞれの主張を整理し、理解を求めた。
そして学生・留学生の謝辞スピーチの後、スミス教授が締めくくった。大使らは会場からリクエストのあっ

たアフリカの歌を歌いながら退場、最後まで「南部アフリカの
興隆と明るい未来」にふさわしい陽気なシンポジウムとなった。

❖　❖　❖
　学園創立65周年を記念した国際シンポジウムは今回で２回
目。１回目は2012年６月に開催した国際シンポジウム「ラテン
アメリカ地域統合への挑戦」。今回も前回と同様、有志の学生・
留学生がスタッフとして活躍、シンポ運営のほとんどに携わり、
各国大使との関わりなど外交の現場から多くを学んだ。

　学園創立65周年を記念した国際シン
ポジウム「南部アフリカの興隆と明るい
将来」が2012年11月26日、７号館４
階中ホールで開催された。国際教養学科
と南アフリカ開発共同体（SADC）との
共催（日本国際連合協会京都本部後援）。
SADC加盟の14カ国の大使を交えての
意見交換は、日本における南部アフリカ
地域の理解の促進と、さらなる友好・協力
関係を築き深める貴重な機会になった。

特集１



基調講演

南部アフリカ開発共同体の歴史：その可能性と挑戦

駐日ジンバブエ共和国特命全権大使
スチュアート・ハロルド・コンババッハ

　SADCは西のアンゴラから東岸のタンザニア、そし
て三つの島嶼国を含む15カ国です。総人口は約２億
6000万人、GDPは総額4800億ドル、2011年の平均成
長率は4.7%です。経済成長の背景にはクロムや金など
鉱物資源の豊かさと、石油、天然ガスなどの埋蔵量
の豊富なことがあります。GDPの35%を占める農業の

特集 5

成長も見逃せません。総雇用の70%が農業従事者です。
今後は食品加工、繊維分野、さらには観光も成長が見
込まれます。共同体の経済安定を図り、生活水準を改
善、自由と社会正義を実現し、南部アフリカの平和と
安全保障を目指しています。そのためには効率的な生
産システムを介し持続可能な経済成長を遂げなければ
なりません。協力と統合を進め、地域が国際的な競争
力を持つことも課題としています。

パネリスト

ミレニアム開発目標と南部アフリカ開発共同体
駐日モザンビーク共和国特命全権大使
ベルミロ・ジョゼ・マラテ

　2000年に国連ミレニアム宣言が採択されました。南
部アフリカ諸国を含む189カ国が調印し2015年までに
①貧困と飢餓の撲滅②普遍的な初等教育の達成③ジェ
ンダーの平等の推進と女性の地位向上④乳幼児死亡率
の引き下げ⑤妊産婦の健康状態の改善⑥HIV、マラリ
アなど疾病の蔓延防止⑦環境の持続可能性の確保⑧開
発のためのグローバル・パートナーシップの構築―
の目標達成を誓約しました。SADCはこれらの目標達
成を支援しています。①と②は目標にかなり近づけま
した。しかし③や⑥は残念ながら苦悩しています。そ
の他の目標にも本格的に取り組まなければなりません。
さらに気候変動への対応を求められるでしょう。これ
らのプロジェクトに関わり、大きな役割を果たしてい
る日本に感謝します。

南部アフリカ開発共同体諸国と国際機関との協力
駐日南アフリカ共和国特命全権大使
モハウ・ペコ

　アフリカ大陸の中でも、われわれは豊かな天然資
源を有する地域にいます。この資源と科学技術を組
み合わせて新しい製品の開発・製造を目指していま

す。2008年のアフリカ全体のGDP
は１兆6000万ドル、20年には２兆
6000万ドルになる見込みです。携帯
電話も増加するなど30年までにア
フリカ市民の50%が都市部に住むと
考えられ、アジアに次ぐダイナミッ
クな成長を続けています。科学技術
の発展は社会的な革新をもたらす
でしょう。大きな電波望遠鏡プロ
ジェクト、情報インフラ整備、水力
発電やガスパイプラインの敷設で
エネルギー供給を高めます。SADC
が一体となり考えることが大切で
す。世界からもらうのではなく、世
界経済の成長に寄与できる大陸に
なりたいと考えます。

基調講演する駐日ジンバブエ共和国大使
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SADC ▼ 　 南 部 ア フ リ カ 開 発 共 同 体（Southern 
African Development Community）。1992年設立の
地域経済共同体。2012年現在の加盟国はアンゴラ、
ボツワナ、コンゴ民主共和国、レソト、マダガスカ
ル、マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、ナミ
ビア、セーシェル、南アフリカ、スワジランド、タ
ンザニア、ザンビア、ジンバブエの15カ国。

TICAD ▼ 　アフリカ開発会議（Tokyo international 
Conference on African Development）。日本政府
が主導し、国連、国連開発計画（UNDP）世界銀行な
どとともに５年に一度開催している。2013年６月、
横浜で開催予定。

南部アフリカ諸国の文化と観光
駐日ナミビア共和国臨時代理大使
ベンハルド・ククリ

　観光業は南部アフリカの経済的な発展にとって大
変重要な産業です。SADC地域において2008年度の観
光業の収益は145億ドルに上りました。豊かな自然や、
ユネスコの世界遺産も多数あります。多様性のある歴
史、文化的な経験を楽しんでいただけます。自然を楽
しむといえば、まずはサファリでしょう。ライオン、
ゾウなどビッグファイブやゴリラなどの野生生物を見
られます。さらにキリマンジャロ、テーブルマウンテ
ン、ビクトリアの滝などの景観、美しいビーチ、アド
ベンチャー・ツーリズムが楽しめる国立公園や砂丘な
ども数多くあります。また、伝統文化、観光施設、安
全対策などを充実させます。航空機の接続も改善しま
す。何よりの魅力は人です。温かくおもてなしいたし
ますので、ぜひお越しを。

日本との多面的対話
駐日レソト王国特命全権大使
リチャード・ラモエレツィ

　SADC加盟15カ国のうち12カ国の大使館が東京にあ
ります。その12カ国の大使が六つの委員会を構成し、
アフリカ大陸と日本の友好関係を深める活動をしてい
ます。貿易と投資、観光、科学技術、政治的な対話、
メディアとの協力、レクチャーシリーズがその活動で
す。レクチャーシリーズとはSADCに関する知識、情
報を日本の大学と共有することが目的で、今日の講演
もその活動の一環です。政治的な対話の委員会では日
本政府と共通の課題を追究する活動をしています。ま
た、観光と文化交流では観光セミナーも開催しました。
来年（2013年）のTICADでも積極的に保健、貿易、気
候変動、安全保障などの問題に対応します。重要なの

は日本とアフリカ大陸を友好な雰囲気でつなぐことで
す。より親密な関係を築いていきたいと考えます。

政治、防衛、安全保障機関の役割と機能
駐日ボツワナ共和国臨時代理大使
プレ・ンボツウエ

　脱植民地の動きが活発化した1970年代のアフリカは、
内戦やアパルトヘイト問題が残っている中、南部ア
フリカの前線諸国（FLS）が結成され、80年には南部ア
フリカ開発調整会議（SADCC）が発足。94年には独立
した南アフリカが加わり、SADCになりました。90年
代にはほとんどの国が独立していましたが、貧困、暴
力、インフラのアンバランスなど課題が山積みでした。
SADCは戦略的指標となる政治・防衛・安全保障機関

（OPDS）を設立し、待機部隊、国家間の地域警察長官
協力機構、地域早期警告センター、選挙諮問監視委
員会ができました。SADCは共通の外交政策をつくり、
アフリカ連合、国連、日本との協力関係を強化する必
要があります。引き続き日本の支援と協力をお願いし
ます。

総　括

国際交流部長・国際教養学科教授
熊谷俊樹

互いの知識を共有するために

　各国大使の皆様から、躍進するアフリカを象徴する
かのようなエネルギッシュ、かつ説得力あるスピーチ、
そしてSADCの使命や課題、歴史、活動、組織体制な
どの詳しい説明をいただき、SADC地域と日本の関係、
日本の経済的・技術的・人的協力に寄せる期待の大き
さも知ることができました。両者の関係をさらに友好
的にするためには、お互いの知識を共有することが大
切です。幅広い情報を得て、それを広げていくことで、
理解やコミュニケーションがより深まります。そのた
めの努力をこれからも続けていきたい、と考えています。

特集１

森田嘉一理事長・総長

門
川
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作
京
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市
長
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400年前の挑戦
支倉常長の思いが今…

　2013年は、サン・ファン・バウティスタ号が慶長
遣欧使節を乗せて宮城県石巻の月の浦を出航した
1613年（慶長18年）から数えて400年目にあたる。日
本とスペインとの交流の歴史はここから始まったの
である。
　江戸時代初期の徳川幕府は、対外政策や宗教政策
において比較的寛大な姿勢を維持していた。仙台藩
主・伊達政宗は、1611年の慶長三陸地震による大津

波で藩は甚大な損害を被っていたが、あえて家臣の
支
はせ

倉
くら

常
つね

長
なが

を使節としてスペイン領メキシコ経由でス
ペイン、ローマに向けて派遣した。これが「慶長遣
欧使節」である。目的は、スペイン国王に会い、メ
キシコとの直接貿易の許可を得ること、ローマ教皇
に会い布教のための宣教師を派遣してもらうことで
あった。
　一行は石巻の月の浦を出航し、メキシコ、キュー
バ島を経て1614年にスペインに上陸。翌1615年に支
倉常長はこの地で受洗し、国王フェリペ三世に拝謁
して政宗の書状を渡し、メキシコとの貿易を求めた。
さらに常長らはその年の秋、ローマへ入り、教皇パ
ウルス五世に謁見し、政宗の書状を手渡した。歓待
は受けたものの、伊達氏が一地方の領主にすぎない
ことから政宗宛ての返書は得られず、志半ば、常長
らは帰国の途に就き、メキシコからフィリピンを経
て1620年に仙台へ戻った。７年の壮大な旅であった
が、すでに仙台藩でもキリシタン禁令が出されてお
り、常長は帰国報告が終わると軟禁生活を強いられ、
２年後の1622年に死去した。

　今年スペイン日本交流400周年を迎えるにあたり、２月15日、両国の親善関係を一段と深める目的で
来日中のスペイン国ガルシア＝マルガージョ外務・協力大臣が同国のナバーロ・ポルテラ駐日大使らを伴っ
て、古くからスペインと密接な交流を重ねている本学を表敬訪問した。
　大臣一行を１号館２階特別室で手厚く出迎えた森田嘉一理事長・総長夫妻、松田武学長らは、まるで古
くからの友人であるかのようにフレンドリーに懇談。８号館２階へ場所を移動しての懇親会においても、
本学スペイン語学科教員らを加え、いっそう交流を深めた。今回のスペイン外務大臣一行の本学訪問の目
的は、森田理事長・総長に「さらに日西の絆を強くするため、日本におけるスペイン語の普及のみならず、
スペイン文化・歴史などへの理解促進のための力を引き続き要請すること」。森田理事長・総長もこれを
快諾、友好関係はさらに深まった。

スペイン日本交流400周年
スペイン外務・協力大臣が本学を訪問

特 集 ２

スペイン外務大臣（右から2人目）とともに
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　日本国内での禁教政策の高まりなどが影響して、
不運にも支倉常長のこの顛末は江戸時代を通じて明
るみに出ることはなかった。1873年（明治６年）に岩
倉使節団がヴェネツィアに赴いた際に常長の書状を
発見し、初めて彼の業績が評価されるようになった
のである。

400年後の挑戦
スペインからの留学生は思う

　「もし400年前の支倉常長の偉業がなかったら、今
の私たちはここにいなかっただろう」と話すのは、
スペインから本学に留学中の３人。留学生別科に所
属し、日本語・日本文化を勉強しているジョアン 
アントニー・ポマタ ガルシアさんは、日本のマン
ガ「ドラゴンボール」を通して日本文化・日本語に興
味を持ったという。「平和については」の質問には、

「世界の人たちがもっと仲良
くするためには、一人ひとり
の人間関係も大切だけれど、
平和へのメッセージをマスコ
ミを通して流していくことこ
そ、私たちの役目だと思う」
と。本学と国際交流協定を結
ぶバルセロナ自治大学東アジ

ア学科から来ている交換留学
生、ジュリア・バニェレス 
ロビロザさんは、古い歴史の
ある京都で留学生活するのが
夢だったという。平和のため
には、「偏見をなくすことが
一番。支倉常長の挑戦こそ、

スペインと日本との関係のきっかけ。歴史を大事に
していくことが平和につながる」と。もう一人、バ
ルセロナ自治大学からの交換留学生であるメリチェ
イ・サンス アンドレスさんは、翻訳・通訳学科で、「将
来は日本との懸け橋になろうと、コミュニケーショ
ン中心に勉強しています」と。
違いを知って、いろいろな人
と交流することこそ大切。違
いに興味があるのは人だけで
なく、日本の自然、庭園など
にも及ぶ。違いを知ることが
楽しいと話す。

　慶長遣欧使節400周年――。日本人として初めて
太平洋、大西洋を横断してスペインの門をたたいた
支倉常長の情熱。この熱き心が日西関係の端緒とな
る重要な出来事として後世の歴史に刻まれているの
である。そして、若い留学生にも…。

　今年度オリジナルカレンダーは、「日本スペイン交流400周
年」を記念し、本学付属図書館所蔵の貴重書、アマチ『伊達政

宗遣欧使節記』（イタリア語版・ドイツ語版）ならびに支倉常長の肖像画を掲出
し作成しました。日西関係の端緒となった慶長遣欧使節の歴史をたどってみ
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
　E-mail：jigyo@kufs.ac.jp）まで。

特 集 ２

ジュリアさん

メリチェイさん

ジョアンさん



Current

安心安全な教育環境づくりのため
募金活動をしています

　本学園では、創立から今日まで、大学・短期大学・高等
学校・専門学校において、それぞれのキャンパスの基盤整
備に鋭意努めてきました。多くの方々のご支援を得て、教
育研究活動の基盤となる諸施設を整備してきました。引き
続いて学園施設等の教育環境の整備には、多くの資金が必
要なため、今後も皆様のお力添えをお願いせざるを得ませ
ん。皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

◆寄附金に関するお問い合わせは、
京都外国語大学法人部・募金事務局まで。
TEL：075-322-6555　e-mail：hojin@kufs.ac.jp
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　昨年の総選挙で京都４区から自民党公認で立候補、
73,162票を得て、見事当選、京都外国語大学から初
の国会議員が誕生した。今は衆議院厚生労働委員会
に所属、少子化対策や教育問題に取り組んでいる。
　もともとは「政治の道を歩くとは全く思ってな
かった」と振り返る。英米語学科で学ぶ傍ら、サウ
ンドアーツフォークソングクラブという軽音楽のク
ラブに身を置く学生生活。パートはボーカル。高校
時代の吹奏楽とは違い、激しいロック調の部だった。
はやりの長髪にジーパン、Tシャツで楽しくやって
いた。学園祭でも頑張った。「その頃はクラブ活動
に夢中で、勉強どころではなかったというのが正直
なところ」だった。机の上では学べない様々なこと
が勉強できたから、後悔していない。とはいえ、学
生時代にもう少しは英語を勉強しておけばよかった
というのが田中さんの本音か。
　楽しい学生のままでいたかったが、卒業を控え、
進路は待ってくれない。そこで志望したのが、母校
の職員である。人が一番成長する時期に立ち会って
いたかったから、教育現場を選んだという。田中さ
んは学生部に配属された。学生に一番近い存在、気
軽に話せる存在でありたいと思った。
　26歳の時、父（元京都市会議長）が亡くなった。祖
父は元京都府議会議長という政治家の家系だったが、
田中さんは政治の家系は弟に任せ、自分は教育の世
界、大学の職員としてやっていこうと思っていた。
ところが、選挙時点で弟は被選挙権がまだなく、祖
父、父と続いている後援者からも推され、父の死か
ら１カ月後に決断した。学生時代から慣れ親しみ育

ててくれた母校を去り、
１年間選挙のための活
動を続け、平成11年の
統一地方選挙で、京都
市議に初当選したので
ある。
　２期３期と重ねるう
ち、市議の仕事が好き
になってきた。そんな
時だった。衆議院議員立候補者のための公募に自ら
手を挙げたのである。「国政まではないと考えてい
た。家族も反対した」が、周りからも勧められ、目
の前の大きなチャンスを逃がすことはないと考え、
果敢にチャレンジしたのである。こうして、42歳の
若手国会議員が誕生した。
　母校の職員を退職してからも海外ボランティアグ
ループの京都外大ハビタットに参加して、タイや
フィリピンで学生と一緒に活動した。卒業生の会（校
友会）にも時々顔を出す。後輩の行く末が気になる
とみえ、「今の学生はよく勉強している。政治・経
済ひっくるめて失われた20年間に生まれ育っている
ので、危機感が強い。その危機感を持ち続け、簡単
にあきらめることなく、辛抱強く『石の上にも３年』
で、耐えることも覚えてほしい」とエールを送る。
　学生に近い存在でいたいと思って母校の職員に
なった。市議在職中は市民に一番近い存在でいたい
とずっと思っていた。「今度は高い志を持ちながら
も決して庶民感覚を忘れない、気軽に声をかけても
らえるような国会議員でいたいと思っている。そし
て京都外大の卒業生らしく、どのようなことにも折
れない不撓不屈の精神でもって、世界の平和実現の
ために自分なりに貢献していきたい」と最後は力強
く語った（平成４年度英米語学科卒）。

本学卒業生初の衆議院議員

田中　英之さん

安心安全な教育環境づくりのため

TEL：075-322-6555　e-mail：hojin@kufs.ac.jp
森田理事長・総長（右）から激励



人参加）▽在京都フランス総領事
賞　田中将喜■第48回全国学生
スペイン語弁論大会（11月11日）
▽第１部（スペイン語圏の国での
滞在期間６カ月未満、10大学13
人参加）２位・土口もも子▽第２
部（同６カ月以上、５大学８人参加）
１位・吉川友理子■第30回全日
本学生ポルトガル語弁論大会（11
月24日、６大学17人参加）▽京都
新聞社賞　馬場ミヅキ■第26回
全日本学生中国語弁論大会（11月
24日、９大学18人参加）京都新聞
社賞　織田貴士■第13回全日本
学生ドイツ語弁論大会（12月１日、
19大学24人参加）▽京都外国語大
学総長賞　梅谷俊次▽オーストリ
ア大使賞　野副歌奈子■第６回全

外大生にできること学ぶ
人権週間

　人権週間（12月４～10日）に合わ
せ、恒例の「人権週間　2012」が
開催された。初日は「私たちにで
きること～ Write for Rights ～ア
ムネスティ・ライティングマラソ
ン」を開催。ライティングマラソ
ンの紹介を通じて外大生にできる
ことを考えた。３日目には本学の
長谷邦彦教授が「被爆者の声を多
言語で世界に」で講演。日本語で
の証言や訴えが海外に届きにくい
と、国連プロジェクトに参加し証
言を７カ国語に翻訳した活動を紹
介。４日目の講演「パーキンソン
病になって見えてきたもの～自立
とは何か～」では、罹病生活・精

神面への影響や患者会を通じて、
自立とは何かを探った。最終日の

「あなたも私もマイノリティ！？
～みんな違って当たり前～」と題
する講演で、2012年度の本学に
おける人権週間は幕を閉じた。

講演で言語の大切さ学ぶ
　「おはなし、
お は なし、
はじまるよ
～！」のテー
マを 掲 げ、
12月３日（国
際教養学科
主催）は作
家でイラスト
レーターのア
ンドリュー・ラ
イトさんと歌

手で作曲家のニック・ヘネシーさんが
公演。ともにイギリスが誇る世界の語
り部として各国で活躍している。文
法からではなく、コンテンツから言語
を学ぶ大切さを訴えるとともに、歌と
語りで心を通わす感動的な舞台と
なった。12日（本の虫プロジェクト主
催）は、読み聞かせの夕べ。一般
向けと学内向けの２部にわたり、元
保育士で読書アドバイザー、講談社

の「全国訪問おはなし隊」隊長でもあ
る「聞かせ屋。けいたろう」さんが、ゆっ
たりと柔らかに絵本を読み聞かせ、
独特の“けいたろう節”に参加者たち
は酔った。また、インタビューでも、け
いたろうさんの人間味に触れた。

「幸せのかたち」
専門学校特別講演会

　12月11日に特別講演会が開催
された。JICA（青年海外協力隊）
のボランティアセミナーとして海
外ボランティアとしてネパールに
派遣されていたハンコック・綾子
さんが「幸せのかたち」と題して話
した。活動の報告や案内を通じ、

「本当の幸せ」について、体験を交
えながら講演。海外での体験が
あって、そこから見える現在の日
本を考えるきっかけを投じた。
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にぎやかに米・ウイークと
日本・ウイーク

　2012年のナショナルウイーク
の最後は、12月のアメリカン・
ウイークとジャパン・ウイーク。
英米語学科と短大キャリア英語科
主催のアメリカン・ウイークは
12月10～14日。日本語学科主催
のジャパン・ウイークは17～22日。
クイズ、ダンス、コンサート、講
演に加え、おでん販売や和風喫茶
など、お国自慢の催し物が展開さ
れた。

外国語弁論大会の入賞者
　■第44回全日本学生フランス
語弁論大会（11月10日、11大学24

日本学生イタリア語弁論大会（12
月８日、９大学14人参加）▽在大
阪イタリア総領事賞　坂田計▽イ
タリア文化会館賞　佐藤友美■第
16回全国高校生中国語スピーチ
コンテスト（12月８日）初級（12校
17人参加）中級（12校16人参加）
■第６回森田杯・英文毎日杯「ペ
アで紹介する日本文化プレゼンコ
ンテスト」（12月15日、５大学10
組参加）▽優勝（森田杯）今村郁美・
貝田奈々美■第１回Show&Tell近
畿高校生プレゼンコンテスト（１
月19日、８校10人参加）
　※各大会上位入賞者は本学学生
のみ掲載
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ト リ ッ チ・ ト
ラッチ・ポルカ
やモーツァルト
のアイネ・クラ
イネ・ナハトム
ジークといった
クラシックから
マ ン シ ー ニ の

「 子 象 の 行 進 」
など楽しい曲ま
で、盛りだくさ

ん。満席の会場から手拍子も沸き、
楽しい音楽の夕べを満喫した。

チベット歌手が話す
大学院第２回講演会

　１月21日に開かれた大学院第
２回公開講演会では、チベット出
身の歌手バイマーヤンジンさんが

「私と音楽と異文化」をテーマに講
演した。バイマーヤンジンさんは、
チベット・アムド地方の出身。中

京フィル迎え、新春コンサート
　１月17日、第44回教養講座「新
春コンサート」が開かれた。会場
は森田記念講堂。「京フィル」で親
しみ深い京都フィルハーモニー室
内合奏団とソプラノ歌手の島崎政
子さんがソリストとしてステージ
へ。新春にふさわしい演奏と歌声
を披露し、会場も一体となって楽
しんだ。ヨハン・シュトラウスの

ぺったん。約170人の掛け声が、
本学11･12号館テラス一帯にこだ
ました。つき上がった餅は、あん
こやのり、きな粉餅にして味わっ
た。この日は節分だったため、特
別参加の門川大作京都市長と松田
武学長が豆まき。書道師範で本学
英米語学科の橋本阿依さんの指導
による書道体験もあり、参加者た
ちは寒さもどこへやら、全員で国
際交流を楽しんだ。

170人がきねでつく
国際交流餅つき大会

　２月３日、留学生と学生たちが
小学生と交流する第３回国際交流
餅つき大会（京都西ロータリーク
ラブ主催、本学ならびに光華女子
学園共催）が、にぎやかに行われ
た。留学生に日本文化と接しても
らうことも目的で、参加者が代わ
るがわる面白そうに、ぺったん、

め掛けた学生や地域住民約500人
を魅了した。舞台では本学の学生
が英語でインタビュー。演奏メン
バーは「桜の美しい季節に来られ

米スタンフォード大マリアッチ・グループ
国際交流コンサート

　３月26日、米スタンフォード
大学マリアッチ・グループ「マリ
アッチ・カルデナル・デ・スタン
フォード」の国際交流コンサート
が、森田記念講堂で開かれた。京
都ラテンアメリカ文化協会主催の
今回のコンサートでは、大学生な
ど15人のメンバーによる軽快な
メキシコ音楽を次々に演奏。小気
味よいリズムで17曲を披露し、詰

てうれしい」と語った。コンサー
トの後には、懇親会もあり大いに
交流を深めた。

国の国立四川
音楽大学で西
洋オペラを専
攻し、同大学
の専任講師を
務める一方、
中国各地をチ
ベット音楽の
コンサートで
巡っている。
故郷のチベッ
トでは、ふる
さとの子どもたちに学ぶ機会をと、
学校建設活動を進め、その数すで
に10校を数える。また東日本大
震災の被災地支援やチャリティー
活動も積極的に行っている。講演
ではチベットと日本文化、習慣の
違いを学ぶ中から「ほんとうの幸
せ、豊かさとは」と、異文化を理
解する教育の重要性や可能性を探
ろうと呼び掛けた。

CAMPUS REPORT



京都外大西高に
女子野球部が発足

　京都外大西高に新たに女子野球
部（硬式野球女子）が発足した。京
都では福知山成美、京都両洋の両
高に次いで３校目。全国では16
校に女子野球部がある。26人の
部員はすべて１年生、真鍋知尚教
諭が監督を務める。発足にあたり、
３月30日、日本女子プロ野球リー
グ加盟の４チームと合同練習をし
た後、わかさスタジアム京都で開
幕のTIARA CUP京都大会始球式
に参加、女子野球部の門出を祝っ
た。

総長表彰に２団体
学長表彰は15人と２団体
　３月20日、本学の名誉を高め、
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　荒木一雄氏（本学名誉教授）
　１月17日死去、91歳。鳥取県出身。1944年
東京文理科大学文学部卒業後、鳥取大学講師、
大阪市立大学講師、助教授を経て67年同大学
教授。同年東京教育大学より文学博士号取得。
69年から85年まで名古屋大学文学部教授。甲

　布施佳宏氏（本学名誉教授）
　11月１日死去、72歳。大阪府出身。1964年
早稲田大学第一文学部哲学科卒業後、同大学大
学院西洋哲学専攻修士課程修了。72年京都大
学大学院哲学専攻修士課程修了。81年本学専
任講師に就任し、助教授、教授を経て、2007

謹んでご冥福をお祈りいたします訃 報

　鈴木幸久氏（元本学学長・本学名誉教授）
　２月９日死去、90歳。東京都出身。1943年
東京外国語大学英語部卒業後、50年ミシガン
大学入学、アメリカ史を専攻、同大学大学院に
進み、55年にアメリカ近代外交史で、56年に
は図書館学で修士号を取得、74年に同大学か
ら図書館学でPh.D.の学位を取得。61年同大学

年本学名誉教授。本学での主な担当科目は「哲
学・社会福祉」など。主な著訳書は『デカルトの
出発』『哲学への試み』（共著）『自閉症児と生きる』

『おりこうでない子どもたちのための８つのお
はなし』（翻訳）『現代英文法辞典』他。

南大学、相愛大学教授を経て89年本学教授に
就任し、英米語学科主任等を経て、97年本学
名誉教授。本学での主な担当科目は「英語学研
究」など。主な編著書は『関係詞』『現代英文法辞
典』他。

アジア図書館長、69年ハワイ大学大学院図書
館学部教授を経て80年本学教授に就任。本学
図書館長等を歴任後、84 ～ 88年本学学長。本
学名誉教授。ハワイ大学名誉教授。本学での主
な担当科目は「英米の社会と文化」「図書館資
料論」など。編著書、研究論文等多数。

その発展に貢献し
た団体および個人
を表彰し、奨励金
が贈られる学生表
彰式が行われた。
2012年 度 の 総 長
表彰には、国連軍
縮局から感謝状が
贈られた国連被爆
者ビデオ翻訳グループなど２団体
が選ばれ、学長表彰優秀賞には７
人、学長表彰奨励賞には８人と２

期待ふくらむ京都生活
新入学の留学生39人
京都市役所など訪問

　 ４ 月 ５ 日、2013年
度４月新入学交換留学
生28人と同留学生別
科 生11人 の 計39人 の
新入学留学生が、京都
での新生活を始めるに
あたって、表敬も兼ね
て京都市役所や京都市
国際交流会館などを訪
問した。訪問の後、市

団体が選ばれ、それぞれに奨励金
が贈られた。

内を見渡せる東山ドライブウェイ
の「将軍塚」で桜を見学し、これ
からの京都での学生生活に期待を
膨らませた。
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　私たちイベロアメリカ研究会は、現在男女６人で活動
を行っています。活動内容としては、月に一度、料理会
を開き、イベロアメリカ地域の料理を作ります。この料
理会で人気のあったものを採用し、六月祭と外大祭の模
擬店でそれらの料理を販売します。他の出店では食べら
れないような珍しい料理を販売しますので、毎年そこそ
この人気を集めています。外大祭では、イベロアメリカ
に関連した展示物を製作します。昨年の外大祭では、着
色したつまようじで「サグラダ・ファミリア」のモザイク
アートを製作しました。加えて、展示教室では、機関誌
の無料配付も行っています。この機関誌には、部員一人
ひとりが研究した内容を載せ、学生や一般の方に読んで
いただき興味を持ってもらうことを目的としています。
私たちの目標は、できるだけわかりやすくイベロアメリ
カ地域の文化を、多くの人に伝えることです。「イベロ

　私たち硬式野球部（男子）は現在３年生32名、２年生
30名、１年生27名の計89名で活動しています。活動場
所はスクールバスで30分ほどのところにある西山グラウ
ンド。専用球場に室内練習場もあり、恵まれた環境の中
で日々の練習に励んでいます。
　私たちの大きな目標は全国制覇ですが、まずは京都を
制し、球児の夢舞台である甲子園でプレーすることを目
指しています。2010年の夏の選手権大会以来、甲子園
からは遠ざかっていますが、10年以上前から、入部すれ
ば必ず高校３年間で１度は甲子園を経験しています。し

アメリカ」とは、スペイン語諸国とポルトガル語国から
構成される地域を意味していますが、学生でその事を
知っている人は非常に少ないです。少人数団体ではあり
ますが、今後も新しい活動を増やし、外大の中でも目立っ
ていけるような部活動を展開できればと思います。

かし、今年
の３年生部
員は入学以
来、まだ甲
子園を知り
ません。今
年の夏は是
が非でも京
都予選で優勝し、３年ぶり10度目の出場を決めたいと思
います。今年の予選大会は７月13日（土）に開幕します。
球場は「わかさスタジアム京都」がメイン会場となってい
ますので、ぜひ応援に来てください。皆さんの声援を力
に変えて、必ず良い試合をお見せすることを約束します。
　発足したばかりの女子部も西山グラウンドで練習して
おり、毎年夏に開かれる全国選手権大会と、春の全国選
抜大会での上位進出を目標としています。
　男子・女子ともに全国大会に出場できるよう、部員一
丸となってプレーしますので、これからもご声援のほど
よろしくお願いします。

大学　イベロアメリカ研究会

京都外大西高　硬式野球部（男子・女子）部員一丸となってプレー
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難しいが楽しい仕事
森川　ミスター・コーツが翻訳の
お仕事をされているとは思いませ
んでした。どういう本を翻訳され
たのですか？
コーツ　大江健三郎賞を受賞した
中村文則さんの『掏摸（すり）』と
いう小説。英語では「Pickpocket」
ですけど、NYの出版社は「The 
Thief（どろぼう）」の方が良いとい
うことになりました。
森川　本を翻訳するようになった
きっかけは？
コーツ　西高に来る前は、工作機
械メーカーで２年半くらい翻訳者
として勤めていたものですから。
小説ではなく商品の説明書とか広
告とかの翻訳でしたが。そんな経
験もあって、８年ほど前、夫婦で
日本語の小説を読んでいて、面白
くて、ぜひ翻訳したいと思ったの
です。それで最初の100ページく
らいを翻訳して出版社に出したわ
けです。それ以来、幸運にも翻訳
依頼が来るようになりました。
森川　今回も奥さんと一緒に翻訳
されたんですよね。
コーツ　一人では絶対無理です

（笑）。日本人の妻と、二人でやり
ました。
森川　夫婦二人で、一つの作品を
翻訳する。私も将来そんな共同作
業をしたいですね。役割分担とか、
あるのですか。
コーツ　最初の下書きは私。妻は
フリーで翻訳をしているものです
から、英訳と和訳の両方ができま
す。多分、私の日本語より彼女の
英語の方が上手ですよ。私は文の
ニュアンスを間違えたりします

（笑）。日本語は難しいです。英語
と日本語は違うから、直訳すると
不自然になってしまう。自然な英
語でどう表現するか、そこが翻訳
の面白いところであり、難しいと
ころです。
森川　奥さんと一緒にやっていく
わけですね。楽しいでしょうね。
でも英語を母語とするミスター・
コーツと、日本語を母語とする奥
さんとのせめぎ合いですね（笑）。
コーツ　単に言葉はコミュニケー
ションの道具といっても、意志、
思いを相手に伝えるということは
大変だということですね。
森川　ミスター・コーツは学校で
もよく文庫本とか持って歩いてい

ますよね。今まで先生が感銘を受
けた本とか、日本文学で興味を持
った本とかは？
コーツ　私の日本語はまだまだで
すから、興味があっても古い本は
読みにくいです。英語で芥川龍之
介の短編を読み、今度は日本語版
でと思ったけど、漢字の使い方は
古いし、単語・文法も難しかっ
たので、まだ読んでいません。で、
いま読んでいるのは村上春樹とか
現代文の小説です。
森川　辞書なしで読めるのです
か？
コーツ　新しい小説なら最初の20
ページまでは電子辞書をよく使い
ます。100ページ目くらいになる
と、流れが理解できるようになる
ので辞書は使いません。いちいち
止まっていてはつまらなくなりま
すから（笑）。
森川　読書はミスター・コーツに
とってとても大切にしていること
だと思いますが、小さい頃から好
きだったのですか？
コーツ　子供の頃から好きでした。
大学も英文学を専門にしていたこ
ともあり、その後もずっと読書だ
けは欠かさず続けていました。
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森川　日本に来るきっかけは何だ
ったんですか？
コーツ　妻が日本人だったからで
す。以前、同じニュージーランド
の高校で働いていて知り合ったの
です。彼女は日本語を教えていま
した。８年間も海外で働き、そろ
そろ日本に帰りたいと彼女は思っ
たそうです。

明るい校風、やさしい西高生が好き
森川　西高の生徒の印象はどうで
すか？
コーツ　西高で三つ目の高校にな
りますが、今が一番楽しい。西高
の生徒は本当に素晴らしい。優し
いし、明るいし。大好きです。
森川　私も西高の校風が大好きで
す。その西高の生徒に望むことと
かありますか？
コーツ　幸せになってほしいと願
っています。いい成績をとると
か、いい仕事をするとかもあるけ
ど、何よりも大事なことは優しい
人、自信を持つ人になってほしい。
森川　私たちがミスター・コーツ
に望むことは、私たち生徒に翻訳
の良さとか、本を読む大切さ、楽
しさをもっともっと教えてほしい。
そして奥さんと二人でされている
ような共同作業の楽しさも共有し
たいと思っています。
コーツ　翻訳だけじゃなくて、読
書の大切さ、楽しさをわかっても
らいたい。多くの本を読む生徒は

成績が上がるとのデータもあるよ
うですから…。文を作るときにも
読書量は大きなポイントになりま
す。翻訳も同じで、読書量と文章
力が大きな要素になると思ってい
ます。当初、翻訳するのに日本語
が上手なことが大事だと考えてい
たのですが、一番大事なのは自分
の国の言葉、私の場合は英語、英
語で文が上手く書けることだと思
います。英語で日常会話はできて
も、読みやすい文章を書くのは難
しいですから、翻訳者にとっては
外国語より自分の言語の方が大事
だということです。
森川　母国語がきちんとできて、
初めて翻訳もできるってわけです
ね。ところで、ミスター・コーツ
のこれからの目標とかゴールを教
えてください。
コーツ　みんなの成長を見ながら、
定年まで西高に勤めたいです（笑）。
大好きですから。そして多くの翻
訳をし、私の小説も出版したいと
考えています。
森川　自分が物語を作って？！　わ
ぁ、そんなこともされるんですか。
コーツ　それは趣味ですけどね

（笑）。
森川　それは英語で、それとも日
本語？
コーツ　もちろん英語ですよ。日
本語では無理なので考えていませ
ん。
森川　楽しみに待っています。と
ころで、私の直近の目標は
ニュージーランドに留学
することですが、ミスター・
コーツのような国際結婚に
も憧れています。
コーツ　それは素晴らし
い。ニュージーランドはい
い国ですよ。私はクイーン
ズタウンで生まれて、一番

長く住んだのはクライストチャー
チ。
森川　地震のあった所ですね。
コーツ　そうです。家は大丈夫だ
ったので助かりました。でも僕が
覚えている建物とかは今はほとん
どなさそうです。有名な教会とか
も古いから壊れてしまって、今は
新しい観光地みたいになっている
そうです。新しくなって楽しいで
しょうが、古い町並みを知ってい
る者にとっては悲しい。今も兄や
父がそこに住んでいるということ
もあり、私のふるさとですから…。
森川　ミスター・コーツは、まる
で日本人みたい。日本人の独特の
礼儀とか、私たち生徒にもすごく
伝わってきます。それもミスター・
コーツの魅力の一つかなと思って
います。日本人以上に日本人的な
ところがある（笑）。奥さんへの愛
もすごく伝わってきました。奥さ
んに一度お会いしたいです。みん
な会いたがっていますよ。今日は
ありがとうございました。

※芥川賞作家でもある中村文則さん
の小説「掏摸」は、天才的なスリ師
が究極の「悪の快楽」を突き詰める物
語。2009年10月に刊行され、10年に
大江健三郎賞を受賞。12年3月に米
国で翻訳出版され、今年のロサンゼ
ルス・タイムズ文学賞のミステリー・
スリラー部門の最終候補に挙がった
が、惜しくも受賞を逃した。

スティーブン・コーツ先生
1964年生まれ。ニュージーランド出身。クライストチャーチのカンタベリー大学卒業。高校で
８年間国語を教えたあと2002年に来日し、奈良の県立高校ALTとして英語を教える。その後、
精密機械会社で翻訳者として３年間勤務し、2008年から京都外大西高で教鞭をとる。

森
もり

川
かわ

悠
はる

加
か

さん
京都外大西高国際文化コース３年生。京都府出身。１
年生の時にニュージーランドに１カ月半留学。大学進学
後に再び留学を希望している。

北アルプスにて
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「自分の命は自分で守る」
大地震を前に防災教育を推進

　高知市の名所・はりまや橋から、徒歩で15分。潮
江中学校（生徒数約420名）の正門に立つと「防災教育
推進校　南海地震は必ず起こる！」と書かれた大き
な看板が目に入る。門から玄関へ行く途中には、校
訓「 大 い な る 夢 」を 刻 ん だ 石 碑 や「 循 環 式 水 洗
TOILET」の建物と「津波避難シェルター」がある。
さらに、校舎の中に「防災展示館」まで設置していた。

校長が背中を見せれば…
　２年前、転勤を知らされたとき、「ん？！」と複雑だっ
た。当時、潮江中学校は生徒指導面で厳しい学校と
いわれ、電気のスイッチやトイレの扉、教師や来客
用の靴箱は壊され、壁には多くの落書き。早速、宮
田さんはＰＴＡ会長らと土・日も返上して補修を始
めた。ペンキ塗り、大工作業、樹木の剪定など、校
長が背中を見せれば必ず、との信念からだ。それに
伴い教師が動き、そして生徒が動く。ガラスが割ら
れることも少なくなった。自転車のパンクもなくな
り、非常ベルも、消火器を備えても、いたずらされ
ることはなくなった。「学校がピカピカになった」と宮
田さんはちょっぴり自慢げに言う。
　潮江中学校の校長として今、最も力を注いでいる
のが「防災教育」。校区の地名が「潮江」、所在地が「塩
屋崎」町とあるように、海抜１mに満たない海岸近

くに学校はある。
南海地震は100
年周期で発生し
ている。古くは
宝永地震（1707
年）や昭和の南
海地震（1946年）
などでの津波被
害も伝わってい
る。阪神大震災、
東日本大震災も
記憶に新しい。

楽しみながら　地震・津波対策
　必ず来るという南海トラフ大地震の大津波は２～
５mと予想される。宮田さんは「地域貢献型防災教
育」を目的に「自分の命は自分で守る」を学校防災の
中心に据えた。教職員と生徒が楽しみながら防災教
育を実践する。昨年９月、３年生が地震・津波対策を
調べ上げ、新聞１ページ大のポスターを作った。「地
震に注意！！　～南海地震は必ずおこる～」を見出し
に「最後は持ち物より命が大切」「知っていますか災
害用伝言ダイヤル」など11項目をまとめた。これを
持って、生徒が近くの潮江小学校に“出前授業”もした。
　行政が東日本大震災以降、学校や避難ビルにある

「防災倉庫」の高台への移転を検討していることを
知った生徒から、校庭の防災倉庫を校舎４階（標高
約11m）に移す提案があり、早速実行。倉庫に入れ
る30種類の資機材も生徒が選んだ。
　高知大学の学生の協力を得て、美術部の生徒が校
舎２階の防火扉に「稲むらの火」の絵と、高知県出身
の物理学者である寺田寅彦の警句「天災は忘れた頃
に来る」を描いた。地域住民の方々と連携し、高齢
者を屋上に避難させる訓練なども行った。「自分の
命は自分で守る意識が育った」と宮田さんはみる。

重要な地域、大学、行政、民間の力
　宮田さんに学校経営の基本を聞いた。①地域・保
護者の力②大学の力③行政の力④企業・民間の力⑤
マスメディアの力―の活用・連携と、小・中学と地域
の連携を挙げた。これの実践として、災害用循環式
トイレ、雨水を飲み水にする装置や校庭の「津波避
難シェルター」などを企業に協力してもらった。昨
年は空き教室に「防災展示館」をつくり、拠点とした。

高知市立潮江中学校校長

宮田　龍さん

防災展示館にて
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RYO MIYATA

宮田　龍（みやた・りょう）　1954年高知市生まれ。78年京都外国語大学英米語学科卒。79年高知市立鴨田小学校教諭、83年から
３年間、文部省政府派遣教員としてブラジル・マナオス日本人学校勤務、92年朝倉小教頭（３年間アルゼンチン・ブエノスアイレス日本人
学校勤務）、98年大津小教頭、99年朝倉第二小校長、2007年朝倉中校長、11年から潮江中校長。

　「地震、津波から単に逃げる教育でなく、防災教
育によって、潮江の子が地域と連動し、郷土に誇り
を持たせることが必要。かけがえのない郷土にね」
と宮田さん。これには学校経営の基本に加え、郷土
との一体感、地域との連帯感を育むことが必要。そ
のためには母校・京都外大の高知ネットワークも重
要な役割を果たす。「大学の、そして高知の校長の
先輩である柴岡和生さんが京都外大校友会高知支部
長として活動するようになって、よりいっそう母校
との絆を感じるようになった。かけがえのない郷土
を守るためにも高知ネットワークにはお世話になら
なくては」と、多くの協力者の力を得て郷土は守れ
ると確信している。

安全教育は海外派遣教師経験から
　潮江中学校に赴任する前は、小学校長を８年、中
学校長を４年務めた。「命を大切にする」という信条
は、小学校では「防犯教育」、つまり生活安全、交通
安全、災害安全に力を入れることになった。地域の
協力を得て「学校パトロール隊」をつくり（2004年）、
校内に「詰所」を置き、50人の住民が交代で朝夕、校
内外を巡回する。その活動は今も続く。中学では交
通安全のため、スタントマンを呼んで事故を再現し
てみせた。「教職員が旗を持って現場で交通指導す
るのがポイントである」と、プライドと現場主義を
強調する。
　こうした危機管理、防犯意識は通算６年間の文部
省の海外派遣教員の経験で培われたという。ブエノ
スアイレス（アルゼンチン）にいた時、ペルーの大使
館襲撃事件があった。「最後に軍隊を突入させた終
わり方は、その国にはなじまなかった。案の定、日
本人学校に『爆弾を置いた』と電話があった。責任者
としてすぐ生徒全員をチャーターバスで帰宅させて、
大使館との連絡などの学校危機管理を直に学んだ」。
一方で、大草原のパンパで馬に乗り、川を渡るとい
う、誰も想像できない修学旅行も実現できた。
　その前のブラジル・マナオスの新設校では小学１、
２年、中学の担任をしたが、すべて初めてだった。「逆
境こそが人間、仲間を大切にする、生活が厳しく治
安に問題があると人は助け合うことを学んだ」と宮

田さん。そこに教育の原点があるのだろう。「教師
冥利に尽きる」という海外での体験に、宮田さんは

「また派遣で行こうかな。でも、潮江中を誇りある
学校にするまで、辞めるつもりはない」ときっぱり。

探検部魂と「土佐っぽ」と
　京都外国語大学時代は、探検部に入り「体力とお
金、時間を使って夢を追いかけた」。面白かった。
何回も保津川をゴムボートで下った。インドのガン
ジス川、西表島での探検…。この好奇心がマナオス
時代のアマゾンでのワニ狩り、パンパでの修学旅行
にもつながった。
　大学では中学、高校の英語教師免許を取ったが、
採用は少なかったので、その後、佛教大の通信教育
で小学校教諭と高校社会科の免許を得た。今年３月、
佛教大学大学院教育学研究科の生涯教育専攻の修士
課程（修士論文のテーマ：学校の危機管理の研究～
公立小中学校経営の視点から～）を３年がかりで修
了した。
　宮田さんは決して現状に甘んじない。常に前向き
である。「新たなものに挑戦することは、教師の生
きがいにつながる」からだという。探検部魂が生き
ている「土佐っぽ」だ。

探検部の仲間と西表島で（中央が宮田さん）

マナオス日本人学校で

ア
マ
ゾ
ン
で
の
ワ
ニ
狩
り
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　当学園の平成25年度収支予算
が、平成25年３月22日開催の評
議員会に諮問され、同22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、77億
６千百万円です。
　消費支出予算額合計は、76億
７千７百万円です。

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25年度の帰属収入合計は
77億６千百万円となっており、前
年度に比べて１億円余の増収と
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、64億
１千２百万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、
過去の実績や併願状況などを分析

のうえ、１億４千７百万円余を計
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
７億８千万円余を見込んでいます。
資産運用収入は定期預金や国債・
社債・財投機関債などの受取利息・
配当金と貸館料収入等の施設利用
料です。事業収入は生涯学習講座
等の受託事業等収入を計上してい
ます。雑収入は私立大学退職金財
団、私学退職金財団からの退職金
交付金が主なもので、２億５千２
百万円を計上しています。
　この帰属収入合計から基本金組
入額合計１億７千６百万円余を差
し引いたものが、消費収入の部合
計で75億８千４百万円余となっ
ています。

　平成25年度の消費支出の部合
計は76億７千７百万円余となり、
前年度に比べ２億４千百万円余の
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、47億１千２百万円を
計上しています。前年度と比べ１
億８千９百万円の増加となってい
ます。なお、資金収支予算書の人
件費支出との金額の差異が生じて
いますが、これは消費収支予算書
では退職給与引当金繰入額が計上

され、資金収支予算書では退職金
支出が計上されることによります。
教育研究経費は学生生徒、教員の
教育研究活動に要する費用で、教
育・研究環境の維持・充実、学生
生徒の課外活動の環境整備、教員
の研究費、学生生徒の奨学金関係
等に重点的に配分しています。ま
た、安全面の上で施設設備の保守
点検、改修工事の経費を計上して
います。その結果、教育研究経費
として20億５千４百万円を計上
しており、前年度に比べ３千５百
万円増加しています。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、８
億９百万円を計上しています。前
年度に比べて２千百万円の増加と
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利息で、
２千百万円余計上しています。前
年度に比べて３百万円減少してい
ます。徴収不能引当金繰入額は学
生への貸付金のうち、回収不能額
見込として２百万円を計上してい
ます。予備費は全体の収支の均衡
状況を総合的に判断し、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
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

消費収支予算書における
帰属収入の概要

2013年（平成25年）度

法人本部財務部

基本金組入について

消費収支予算書における
消費支出の概要

寄付金，
0.3％
26百万円

その他，3.8％
291百万円補助金，10.1％

780百万円

学生生徒等納付金，82.6％
6,412百万円

人件費，61.4％
4,712百万円

教育研究経費，
26.7％

2,054百万円

管理経費，
10％

809百万円

その他，1.1％
81百万円

借入金等利息，
0.3％
21百万円

帰属収入
100％

7,761百万円

消費支出
100％

7,677百万円

〈消費収入の部〉

〈消費支出の部〉

雑収入，3.2％
252百万円
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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１億７千６百万円
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26年度の学生生徒等納
付金について、前年度の平成25
年度中に収入として受け入れる額
を過去の実績等を勘案し計上して
います。その他の収入と資産運用
支出に多額の金額を計上していま
すが、これは主に定期預金等の資
産運用に伴う更新を両建経理(総
額表示)した結果です。資金収入
調整勘定と資金支出調整勘定は学
校法人特有の会計処理で、それぞ
れ、収入の部、支出の部の控除項
目として処理しています。借入金
等返済支出は、新１号館建設費用、
武道体育館建設費用と留学生宿舎
建設費用の借入金の元金返済です。
施設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、建物等の耐震補強工事をは
じめ保守修繕改修工事、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５千７百万円余の増加と
なり、設備関係支出は４千６百万
円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25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８千３百万円
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89億７
千百万円余、(ニ)の当年度資金支
出合計88億９千２百万円余で、当
年度資金収支差額(ハ)－(ニ) ７千
２百万円余の増加となっています。
　平成25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。
　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。

資金収支計算書

ま と め

（平成24年度は補正後の予算）

資金収支予算書 （単位　千円）

学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入
資 産 運 用 収 入
事 業 収 入
雑 収 入
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25年度　平成24年度　増　　減 科　　　　目 平成25年度　平成24年度　増　　減

6,412,445
147,105
26,083
780,345
110,918
32,048
251,618
2,064,066
1,442,154

2,296,181

8,970,601

4,860,585

13,831,186

6,388,053
164,245
16,254
839,998
103,090
34,094
114,383
2,072,381
1,577,059

2,288,428

9,021,129

4,748,936

13,770,065

24,392
17,140
9,829
59,653
7,828
2,046

137,235
8,315

134,905

7,753

50,528

111,649

61,121

4,765,446
1,668,371
724,703
21,462
189,580
135,481
118,858
1,156,626
626,941
80,000
589,300

8,898,168

4,933,018

13,831,186

4,640,185
1,646,623
706,529
24,308
189,580
78,089
164,663
1,303,748
654,266
80,000
578,511

8,909,480

4,860,585

13,770,065

125,261
21,748
18,174
2,846

0
57,392
45,805
147,122
27,325

0
10,789

11,312

72,433

61,121

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25年度　平成24年度　増　　減 科　　　　目 平成25年度　平成24年度　増　　減

6,412,445
147,105
26,083
780,345
110,918
32,048
251,618

7,760,562

176,300

7,584,262

6,388,053
164,245
16,254
839,998
103,090
34,094
114,383

7,660,117

335,000

7,325,117

24,392
17,140
9,829
59,653
7,828
2,046

137,235

100,445

158,700

259,145

4,711,705
2,053,510
808,680
21,462
2,000
80,000

　

7,677,357

93,095

4,522,877
2,018,621
788,090
24,308
2,000
80,000

　

7,435,896

110,779

188,828
34,889
20,590
2,846

0
0

　

241,461

17,684

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

（ロ）消費支出の部合計

当年度消費収入（支出　）超過額
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　卒業後に就職した建築関連会社
を６年で退職し、自動車部品メー
カーの株式会社エクセディに転職、
海外営業と上海駐在を経て、2010
年からマレーシアのクアラルン
プール郊外にある現地法人の代表
として赴任をしています。

　学生時代は休みのたびに南アジ
アへバックパック旅行に出かけ、
卒業論文では「インドにおける宗
教対立と経済への影響」をテーマ
とし、常にアジアに意識があった
と思います。そして無謀な海外放
浪を経験したことで、良くも悪く
も外国で仕事をするための度胸を
培ったと感じています。
　マレーシアは、イスラム教を国
教とした多民族国家で、マレー系、

中華系、インド系に加え、
労働人口の不足から近隣
諸国からの出稼ぎ外国人
で社会が構成されていま
す。
　1981年にマハティー
ル首相が「ルックイース
ト政策」を提唱し、日本
人がもつ勤労倫理を模範
に人材育成、経済発展を

進めてきた親日国であり、日本人
には住みやすい環境といえます。
一年を通してのトロピカルな気候
と清潔な街並みは心を大らかにし
てくれます。
　クアラルンプールの中心部から
少し離れた外国人が多く住む地域
で、妻と11歳になる双子の娘と
暮らしています。休みの日には、
英語の勉強を兼ね映画を見るのが
最近のわが家のトレンドです。日
本よりも最新映画が早く見られる
上に、大人料金が250円と激安で
す。また、連休になると家族４人
で国内外の史跡めぐりや透明度抜
群の離島ビーチをエンジョイし、
マレーシアでのビジネス、会社経
営の活力としています。

1994年度ブラジルポルトガル語学科卒
吉井　直樹

（マレーシア・クアラルンプール在住）

　私はベルギーのメッヘレン市に
住んでいます。京都で出会ったベ
ルギー人と結婚し、５年半前にこ
ちらに越してきました。５歳と３
歳のやんちゃ盛りの息子２人の育
児に奮闘しつつも、充実した日々
を送っています。
　ベルギーに移住するにあたって、
長年海外に住むことを夢見ていた
私は、不安よりも期待がいっぱい
で胸が躍る思いでした。しかし、
実際に移住して２週間で海外生活
の厳しい現実を実感しました。
　ベルギー（フランダース圏）に移
住した外国人は、ソーシャルオリ
エンテーションのコースと、オラ
ンダ語（フラマン語）のレベル１の
受講が義務付けられます。当時、

妊娠８カ月だった私も例外なく受
講せねばならず、突然学生に逆戻
りしたような生活が始まりました。
毎日、朝から晩まで勉強に追われ

「何でこのタイミングで…」と移住
したことを呪いながら、意地でも
試験に受かりたい一心で、妊婦の
底力を発揮しオランダ語は無事に
出産１週間前に合格しました。
　その後、長男の出産や２人目の
妊娠を経て、主婦業を兼ねながら
１年ほど大学付属の語学学校に通
い、ベルギーの大学の入学条件で
あるレベル５を修了しました。勉
強は大変でしたが、この努力が
あったからこそ、今の生活が楽に
なったのだと自信を持って言えま
す。
　現在も主婦兼学生です。王立カ
リヨン音楽学校の４年生として演
奏家を目指して練習に励んでいま
す。いつか日本で演奏することも

目標です。ベルギーに来る前は全
く想像しなかった生活ですが、年
齢に関係なくさまざまな勉学の機
会を与えてくれたこの国の整った
教育環境や育児しやすい社会に心
から感謝しています。

2001年度英米語学科卒
ヴァンダーポールテン文子（旧姓・上野）

（ベルギー・メッヘレン市在住）

マハティール元首相（左から3人目）と筆者（同4人目）

他民族文化のエネルギー
ビジネスの活力に

カリヨン奏者目指す
整った環境に感謝

Kuala Lumpur

Mechelen

ロンバウツ塔をバックに子供達と



悔いのないカナダ生活を！！
国際文化コース２年A組

カナダの姉妹校ベルモント高校へ
（2012年９月～ 2013年６月）

齋田　光穂

　私が住んでいるヴィクトリアは
自然にあふれていて、イギリス調
の建物や店がたくさんある、とて
もきれいな街です。私が通う学校、
Belmont Secondary School は、
Grade9（中学３年生）からGrade12

（高校３年生）までの生徒がいます。
この学校で私が気に入ったところ
の一つは、全生徒が好きな科目を
自由に選択できることです。外国
ならではのユニークな授業がたく
さんあっておもしろいです。例えば
Film Study（映画制作）、Cosmetology

（ヘアカットやメイク）、Acting（演
劇 ）、 心 理 学、 料 理、 ダ ン ス、
Jazz Band、Jazz Vocal、Choir（合
唱）などです。月曜日から木曜日

てくれます。私も日本にいるとき
からイタリア料理が好きだったの
でうれしいです。ここに来て初め
の頃は、去年行ったニュージーラ
ンドの方が良かった、と思ったり、
学校の授業も難しくて、自分が本
当に一年間もやっていけるのか不
安に思って、すごくネガティブに
なっていました。そんな自分の性
格が嫌で、何事も最初から決めつ
けたり、諦めたりせずにポジティ

ブに考えるよう
に努力しました。
残り４カ月間、
悔いのないよう
にカナダでの生
活を楽しみたい
です、そしてこ
の留学を今後の
自分の将来に生
かしていきたい
です。

は１科目80分授業で、３時30分ま
で、金曜日は短時間授業で２時に
終わります。月に１回PROD Day
という日があって、先生だけが登
校する日もあります。私のホスト
ファミリーは、ホストマザーとホ
ストファーザーの２人です。ホス
トマザーはイギリス人で、ホスト
ファーザーはイタリア人です。ど
ちらも料理上手で、食事はラザニ
アやパスタ、リゾットなどを作っ

多くの友達ができた
国際文化コース２年A組

カナダの姉妹校ベルモント高校へ
（2012年９月～ 2013年６月）

磯部　陽子

　カナダ・ヴィクトリアへ来て約
半年、いまだに、まだ１カ月くら
いしかたっていないような気分で
す。こちらへ来て初めの頃は、な
かなかこちらの人と話せなかった
りもしましたが、今では友達がた
くさんできました。週末や放課後
に一緒に遊んだり、充実した毎日
を送っています。こちらの学校で
は、吹奏楽、ジャズバンド、コー
ラス部に入っていて、毎日音楽と
触れ合っています。バンドのメン
バーは皆楽しい人ばかりで、毎日
笑いが絶えません。他にはスペイ
ン語のクラスも取っていて、前学

い積極的にいろんな人に話しかけ
て、友達を増やすことができまし
た。また、掃除、洗濯、トイレ掃
除など、身の回りのことをすべて
自分でするというのは、私にとっ
てすごく新鮮だったし、自分自身、
前より少し成長できたような気も
します。これからもどんどん新し
いことにチャレンジして、成長し
ていけたらいいなと思います。

期は10年生の、今学期は11年生の
クラスを取っています。難しいこ
ともありますが、楽しくやってい
ます。私のホストファミリーは５
年前にメキシコから移住して、今
は小さなレストランを経営してい
ます。私は毎日おいしいメキシコ
料理を家で食べているので、太ら
ないかヒヤヒヤものです。料理は
すごくおいしくて、レストランが
新聞に紹介されて、みんな
でお祝いしたりもしました。
ホストファミリーはすごく
陽気で、サルサの踊り方を
教えてくれたりもしました
が、足が絡まりそうで私に
はできませんでした。私は

（自分では）結構シャイな性
格だと思うのですが、こち
らに来て少ししてからは、
自分でも信じられないくら

留学通信 2121

メキシカンレストランで友人と（中央が磯部さん）

友達と一緒に（右端が齋田さん）

Kuala Lumpur

Mechelen



　本学８号館ロビーに大型水槽が設置されているのをご存じでしょうか。この水槽は、野生の魚を
直に見る機会が少ない学生に水の中の生態系を観察してもらいたい、食用とはまた別の魚の姿を見
てもらいたいと願って設置されたものです。水槽の中で泳いでいる魚は、京都の里山の池や琵琶湖

水系の河川で生息している魚で、釣りやフィールドワークを通じて採集しています。現在はコイ、モロコ、カワムツなど
を飼育しています。８号館ロビーはほとんどの学生や教職員が通過するポイントです。「すいそ
うクラブ（通称すいくら）」は、ちょっとした癒やしのアクアリウムとしても楽しんでもらえれ
ばとの思いで汗をかいているグループです。　　生物の採集や水槽の管理が主な活動内容です。
このクラブは課外活動のサークルやクラブとは違い、興味のある学生なら誰でも参加できます。
水槽管理をきっかけとして、生物多様性や地球温暖化、水問題などさまざまな環境問題に興味
を持ち、環境問題を身近な問題として捉えることのできる学生の育成に努めたいと思っていま
す。「すいくら」に興味があれば12号館518号室の畑田の研究室まで。

8号館ロビーの
アクアリウム
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　「寒くなる、冬が来る」と題した生
しょう

花
か

が、全国の小・
中・高校、大学、専門学校など781校5,147人が応募
した「第15回学校華道インターネット花展」の頂点

「いけばな池坊最優秀賞」を受賞した。
　部活は華道部に入り、毎年応募してきたが「いつ
も参加賞だけなので、期待はなかった」という。３
回目の応募で、受賞を聞いた時は「何が起きたのか
わからず、びっくりした。家族に話すと『ドッキリ
では？』と言われた」そうだ。
　受賞作は夏の終わりから秋を表すハス、秋から冬
のツルウメモドキ、冬のツバキを花材に「生花新風
体」という生け方をした。ハスは主花材、ツルウメ
モドキは枝物、ツバキは根締めの役という。昨年の
学園祭に出展した作品だ。
　「ハスはどうしても生けたかった。１年生の時、
先輩がハスの葉を生けていたのを見て、大きい葉だ
と作品が明るくなる、ぱっと目立つから、生けたい
と思っていた」。そのハスを３年生で主役にした。
学園祭の３日間飾ると、葉や花が小さくなってしま
うので、毎日始まる前に、葉脈に沿ってポンプで注
水して、なんとかもたせることができた。今回の「花
展」には華道部全員が作品を写真に撮って応募した。
　「本当はツバキでなく、ランを生けたかったが予
算を考え、花屋さんの推薦で真っ白なツバキにした」
と舞台裏を明かしたが、審査委員長（池坊由紀・次
期家元）は「ツルウメモドキの曲線、そのツルウメモ
ドキに添うような大きなハスの葉、小さく正面を向
き、ほほ笑むような白ツバキが季節の移り変わりと
命の美しさを表現する趣のある作品です」と評した。
ツバキも“主役”だったようだ。

　今井さんが華道を始
めたのは大学に入って
からだが、その素地は小さい頃からあった。実家は
沖縄・北谷町。家に母親が飾っていた花がきれいに
目に映っていた。別の流派の先生から花展のチケッ
トをもらい、家族で見にいったこともあった。「こ
んなふうに生けられたら」と思っていた。だから「京
都の大学では華道部」と決めていたという。
　毎週木曜の２時間、池坊の先生の稽古を受ける。

「日本の文化に触れるための華道であり、精神を教
えるのではない」と言う先生だが、実技にはたいへ
ん厳しい。「生けて、先生に直してもらい、また生
け直す。生けたのを全部抜かれた時は、悲しくなっ
た。次こそ先生に『完璧』と言われたい、そんな目標・
思いがある」と今井さん。
　受賞作について「先生は『いいんじゃないですか』
と言われた。あまり褒めない先生の最高の褒め言葉
だと理解している。いい先生に出会ったと思う」。
部員の仲間も「葉を使っているのが、今井らしい」
との評価。
　部室で一日中、みっちり生け込むのが通常だが、
昨年初めて安曇川町（滋賀県高島市）で２泊３日の合
宿をした。先生も１泊し、剣山を使わない「正風体」
を基本から学んだ。「だいぶ身に付いた」と自ら思っ
ている。今は就活の真っただ中。卒業したら…「外
大で学んできたことを生かせる仕事がしたい」。こ
れからも「華道は続けたい」と。今秋の学園祭はいつ
もと違い、池坊の公式な「礼式生け」といういけばな
デモンストレーションを「森田（記念講堂）の中でや
りたい」。卒業年のチャレンジだ。

第15回学校華道インターネット花展
5,147人の頂点「最優秀賞」に
　今井　幸

さき

さん（日本語学科4年）



第47号（2013.5. Vol.47）
発　行　学校法人 京都外国語大学法人本部
　　　　〒615-8558　京都市右京区西院笠目町6

制作協力　京 　 都 　 新 　 聞 　 社

学校法人京都外国語大学

学園通信・ロゴス編
集
後
記

投稿
募集
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「CAMPUS REPORT」
「エアメール」の欄では皆さ
んからの様々な、面白いお
便りをお待ちしております。
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◎卒業生の住所変更のお届けは、校友会（TEL：075-322-6057　FAX：075-322-6220）までお願いいたします◎

23学園日誌

　懸案だった創立者の思い出がいっぱい詰まった部屋がやっと出来上がり
ました。部屋の名前もまだ決まっていません。お披露目にはもう少し時間
がかかりそうですが、早くも動きを知った卒業生からの待望論が聞こえて
きます。前へ進んでいかなければなりませんが、時に歩みを止め、創立者
並びに創立当時を振り返り、建学の精神である「言語を通して世界の平和を」
を改めて見つめ直していきたいものです。受け継がれる世界平和の精神、
本学の独自性を感じとる部屋の公開が待たれます。　　　　　　（内田晃弘）

　「トピック」の今井さんを取材して。花材は同じでも、生ける人の数だけ
違った作品が出来上がる。一輪の花が見せる表情からも、春夏秋冬、その季
節を感じることができる。とはいえ、近年、自然災害、気象事変など思い
がけないことも数多く経験するようになったことも重なり、折々の季節感
に戸惑いを感じます。何気なく過ぎていく日々の中で、ふと触れるものに
季節を感じられるような心豊かな日常を過ごせたらと思います。（木村雅美）

大学　「ラテンアメリカ・欧米切手展―切手でみ
る文化と歴史―」（11.2～30）

大学　スペイン語学科主催講演会（11.12）

高校　京都市スポーツ賞競泳部門で岩本愛結
と松田健志が大賞を受賞（11.14付京都新聞）

専門学校　学外見学（11.14）

ウズベキスタン・フェル
ガナ州立博物館長、ロ
シア科学アカデミー・ウ
ファ学術センター歴史言
語文学研究所バシコル
トスタン歴史・文化史部
主任が来学（11.18）

大学　大学院公開講座（11.23）

中華人民共和国駐大阪総領事館領事、領事教
育室室長・領事、IBU四天王寺大学教授、富山
大学教授が来学（11.24）

駐日ポルトガル大使、駐日ブラジル公使、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（11.24）

大学　国際文化資料館第２回公開講座（11.24）

大学　印の農村、写真で紹介「当たり前って何？」
貧困 正面から見つめて（11.28付京都新聞）

高校　2012年度上半期京都新聞ジュニア・ス
ポーツ賞に水泳部の藤本凌、松田健志、大本鷹
志、露内若葉、上田ひかり、金澤佑紀、岩本愛結、
熊本真季が選ばれる（11.30付京都新聞）

大学　写真展とワークショップ「西アフリカで生
きる。」（12.3～16）

ダグラスカレッジ理事長一行が来学（12.4）

専門学校　校内留学生弁論大会（12.6）

大学　ブラジルポルトガル語学科公開講座（12.7）

大学　「Gaidai Christmas Gala」（12.7）

在日イタリア大使館報道部・参事官、在日イタリ

ア大使館文化部学術・文化アタッシェ、イタリア
文化会館大阪館長、フィアットグループオートモー
ビルズジャパン株式会社マーケティング・ディレ
クター、京都工芸繊維大学教授が来学（12.8）

大学　「Books 4 Booksプロジェクト」（12.10・
13・17・19、1.16・18・21・24）図書館や教育施
設を発展途上国に建設する目標実現のため活動

ドイツ連邦共和国副総領事、ゲーテ・インスティトゥー

ト大阪館長、ゲーテ・インスティトゥート ヴィラ鴨川館
長、ドイツ学術交流会特任講師が来学（12.15）

大学　オープンキャンパス（12.16）

専門学校　学友会主催クリスマスパーティー（12.20）

大学　「夕暮れ芸術祭」（1.18）

高校　JICA国際協力中学生・高校生エッセイ
コンテスト2012（高校生の部）で京都外大西高
が「学校賞」を受賞（1.18）

大学　「薬物乱用防止セミナー」（1.23）

大学　海外文化紹介イベント「カリビアン・デイ」
（1.25）

高校　冬季国体スケート競技ショートトラック少
年男子500M・1000Mともに相生裕太郎が５位
入賞（1.29付京都新聞）

専門学校　「英米語学科２年　プレゼンコンテ
スト」（1.30）

大学　JICA「グローバル教育コンクール2012」の
写真・映像部門で山田明日香さんが１位、岡田志
穂さんが２位、関温理さんが佳作、国際協力レポー
ト部門で岡田真里奈さんが佳作、団体奨励賞でピ
カ☆イチProject採択企画がそれぞれ入賞（2.3）

専門学校　「英米語学科１年　スピーチコンテス
ト」（2.4）

大学　「2013年度学内企業セミナー」（2..8～15）

高校　アメリカ・ボストンより「Roxbury Boys 
and Girls Club of Boston」13名が訪問（2.13）
授業参加などで交流

競泳短水路日本選手権女子200M平泳ぎで京都
外大西高出身の高橋美帆（日体大）が優勝（2.24）

島津全日本室内テニスで京都外大西高出身の今

西美晴（島津製作所）が初優勝（3.11付京都新聞）

高校　藤井勘太教諭が京都マラソンで３位入賞
（3.11付京都新聞）

大学　会津大学吹奏楽団と本学吹奏楽団との
交流会（3.12～14）

高校　第35回全国選抜高校テニス大会の女
子団体で８位入賞（3.20～26）

高校　第32回全国高等学校空手道選抜大会
団体組手で３位入賞（3.25～27）

高校　第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会で藤本凌が200M個人メドレー
５位、400M個人メドレー４位、200Mバタフライ５位、
熊本真季が800M自由形で６位、岩本愛結が50M・
100M・200M自由形で２位入賞（3.28～31）

高校　2012年度下半期京都新聞ジュニア・ス
ポーツ賞に水泳部の武田一星、空手道部の上
田直哉が選ばれる（3.30付京都新聞）

故・志田裕朗教授（ドイツ語文法）、西本アンゲ
リカ教授（ドイツ語会話）、大山肇教授（体育学）、
萬田悦生教授（政治学）の４人に本学名誉教
授位を授与（4.1）

競泳日本選手権で京都外大西高出身の高橋美
帆（日体大）が女子400M個人メドレー２位、200M
個人メドレー４位、女子100M自由形で京都外大
西高の岩本愛結が８位（4.13・14付京都新聞）

大学　国際文化資料館収蔵品展「忍Tobita
の世界」（4.15～5.31）

駐日ペルー大使が来学（4.16）

高校　姉妹校ランギトト・カレッジ（NZ）研修グ
ループ12名が訪問（4.16～20）
大学　「春の留学フェア」（4.18）
専門学校　新入生歓迎会（4.26）



 

2013年（平成25年）度　ナショナルウィーク

　大学外国語学部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
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。詳細は開催１カ月前の
大学のホームページをご覧ください。

イタリア語学科

ブラジルポルトガル語学科

国際教養学科・留学生別科

フランス語学科

ドイツ語学科

日本語学科

スペイン語学科

中国語学科

英米語学科・キャリア英語科

大　　学

高　　校

専門学校

校　友　会

●ラテンアメリカ教養講座（5月29
日より毎週水曜日〈全５回〉）

●六月祭（６月１日）
●オープンキャンパス（６月23日、
８月２～４日、９月８日、10月６
日、12月15日）

●体育祭（10月８日）
●外大祭・語劇祭（11月２～４日）
●スペイン語学科創設50周年記念
　式典（11月23日）
●学校説明会 公開・参加型授業（６
月２日、９月１日、11月17日）

●関西高校模擬国連大会（６月12～
14日）

●文化祭（９月５・６日）
●体育祭（９月27日）
●学校相談会（12月14日）
●専門学校スポーツ大会（５月30日）
●学校見学会（６月15日、７月20・
27日、８月３・24日、9月７日、
10月５日、11月２・30日）
●学園祭（10月31日、11月１日）
●特別講演会（12月10日）
●第25回東京支部総会（７月６日）
●鹿児島支部総会（８月３日）
●教志会総会（８月４日）
●福井支部設立総会（８月11日）
●第21回徳島支部総会・第19回外
大連（８月14日）

●第10回富山支部総会（８月24日）
●Club HAT’s 第21回総会（10月９日）
●和歌山支部〈第20回ジョン・ケン
ドリック杯スピーチコンテスト〉
（12月8日）

〈５月１日現在〉

▼５月20～28日

▼５月27～31日

▼６月17～21日

▼６月29～７月６日

▼10月22～26日

▼10月28～11月１日

▼11月23～12月１日

▼12月９～14日

▼12月16～20日

〈５月１日現在〉

Information!!
［５～12月まで］

専門学校・卒業式（H25.3.17）

高校・入学式（H25.4.11）

専門学校・卒業式

大学院・学位記授与
式（H25.3.15）

ダグラスカレッジ理事長一行来学
（H24.12.4）

高校・通信制課程卒
業式（H25.3.17） 大学・入学式（H25.4.1）
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