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■バルセロナ自治大学（スペイン）■
　1968年に設立されたスペインでは比較的新しい活気のある大学。バルセロナから約20㎞のベリャテーラに広大な
キャンパスが広がっている。本学とは1991年に国際交流協定を結んでいる。（写真はバルセロナ自治大学学生寮）

TEDxKyoto 2014－温故知新
　京都から卓越の熱いメッセージ
　思い支える貴重なボランティア

楽しい英語で世界広がる
ローラ・ニーリー先生 ◇ 有馬佳苗さん
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　2014年６月に開催されたサッカーブ
ラジルワールドカップは、前回大会優
勝国スペインの敗退、ブラジルの惨敗、
そして期待の高かった日本代表の敗退、
決勝戦は攻守に優れたドイツがメッシ
擁
よう

するアルゼンチンを破り優勝。様々
な話題や感動的シーンを残し閉幕しま
した。40年前の1974年、西ドイツで開
催されたW杯でもクライフ擁するオラ
ンダを西ドイツが破り優勝。今日ほど
W杯のテレビ放映の無かった時代に初
めて見た世界のサッカー。私がサッカーに真剣に取り組み始めるきっかけになった試合です。
　京都外大のドイツ語学科に決めた理由もサッカー強国ドイツに興味をもったからでした。
今では海外で活躍するプロ選手が増え、若い頃から語学留学やサッカー留学が普通のように
できる時代になりました。サッカーというスポーツを通じて世界に飛び出せるなど、海外と
の接点が近くなったのは嬉しい限りです。私たちの時代のサッカー部での活動は、入学した
年、1979年に関西リーグの３部から２部への昇格、1980年にはメキシコ遠征、グアダラハラ
自治大学との交流戦、そして卒業年度の1982年には関西リーグ２部Bブロックで優勝し、１
部昇格へチャレンジの切符を掴みました。残念ながら２部リーグ１位決定戦や入替戦では完
敗でしたが、貴重な経験になりました。中高ではサッカーが好きだからやっていたのですが、
大学では、サッカーの本質を考え、スポーツの奥深さを知り、チームワークの重要性や練習
での創意工夫、試合での相手とのかけひき、戦術、技術、どのようにして勝利を掴むのかな
ど４年間の活動の中で身につけたものは多々有ります。
　2012年、京都外大サッカー部は創部50周年を迎えました。大学生活でのサッカー部の存在
意義について今と昔で違いはありますが、学生生活の一部として重要な存在であることに間

違いありません。これから
も大学と共に歴史を積み重
ねてくれることを期待しま
す。
　学生生活を振り返ると充
実したクラブ活動であった
と感じます。サッカーを通
じて出会った素晴しき先輩
後輩さらに友人たちに、そ
し て 辻 先 生 に 感 謝 で す。

（サッカー部OB会長）

サッカー部の素晴らしき仲間たち
1983年ドイツ語学科卒　森本　昌利

1980年のメキシコ遠征時（後列左から5人目が筆者）

創部50周年記念式典（左から5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。

コスタリカ大学学長
理事長・総長を表敬訪問
IAUP次期事務総長
来学し、創立者偲ぶ
レソト王国特命全権大使
２度目の来学で絆さらに深まる

楽しい英語で世界広がる
ローラ・ニーリー先生◇有馬佳苗さん

TEDxKyoto 2014－温故知新
京都から卓越の熱いメッセージ
思い支える貴重なボランティア

山口市で中国茶館「茶座」経営

阿武　直子さん

○大学 ダンスサークルACTION　
○京都外大西高 吹奏楽部　

2013年（平成25年）度 学園の収支決算
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　５月23日、昨年に国
際交流協定を結んだコ
スタリカ大学のヘニン
グ・ジェンセン学長夫妻
が来学し、森田嘉一理
事長・総長と親しく懇
談した。両大学の距離
は縮まり、今後の密なる交流が期待される。

　７月２日、レソト王国特命全権大使のリ
チャード・ラモエレツィ夫妻が来学した。
2012年の国際シンポジウムに次いで２度目
の来学。松田武学長としばしの歓談後、国
際教養学科の授業に特別参加し、レソト王

コスタリカ大学学長
理事長・総長を表敬訪問

レソト王国特命全権大使
2度目の来学で絆さらに深まる

IAUP次期事務総長
来学し、創立者偲ぶ
　６月17日、本学園創立者とは縁深い、メ
キシコ・グアダラハラ自治大学元学長、
IAUP（世界大学総長協会）次期事務総長の

アルバロ・
ロモ氏が夫
人同伴で来
学し、旧交
を温めた。

国や南アフリ
カ開発共同体
などについて
の話をし、出
席の学生たち
に自国への理
解を求めた。
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　「夢を持ってほしい」／
「経済は黄金期の入り口」　 

　最初の登壇者は、シンガーソングライ
ターの涼恵（すずえ）さん。神職でもある涼
恵さんは「歌は祈ること」と信じ、あの９.11
米中枢同時テロの動画をみて、自然にあふ
れ出てきた歌「花の祈り」をグラウンド・ゼ
ロなどの映像をバックに熱唱。恒久平和の
メッセージを発した。
　ガー・レイノルズさんはコミュニケー

ションのエキスパート。「イントロで聴衆
を引きつける、視覚・感情に訴える」など
コミュニケーションのコツを披露。女優で
社会運動家のサヘル・ローズさんは、自ら
児童養護施設で育った経験から「夢を持っ
てほしい。夢があれば立派な大人になれる。
１日を大切に」。寿司マエストロの井上修
一さんは「寿司はアート。固定観念を外し、
冒険する、無限の可能性がある寿司を通じ
て、日本文化を世界に届けたい」。経済学
者で自らを日本オプティミストと呼ぶイェ

特集

　今年で３回を数える「TEDxKyoto 2014―温故知新―」が９月28日、京都外国語大学
森田記念講堂で開催された。800人余の聴衆を前に、内外から15人のスピーカーが、卓
越した素晴らしいアイデアと熱いメッセージを京都から世界へ発信した。そして、この
イベントを陰から後ろから支えた200人余の貴重なボランティアの存在もその発信力の
大きな源となった。TEDxとは、1984年米西海岸でスタートしたTEDの理念に賛同して
開催しているイベント。「x」は世界各都市で独自に運営されているTEDプログラムを指す。

　「広げる価値があるアイデア」の精神に基づき、イノベーション、創造性、革新的なオー
プンさを持つTEDxは、豊かな歴史、文化、伝統を育む京都にふさわしい『温故知新』をテー
マに選んだ。故（ふるき）を温（たず）ねて新しきを知る、が今年のイベントの柱となった。
それぞれが持つそれぞれの技、考え、哲学、アイデンティティーを18分間という短い時
間の中に凝縮したプレゼンテーションは、参加者の心に訴え、心を揺さぶり、心地よい
清新感や満足感などで満たした。（4・5ページ写真はTEDxKyoto提供） 
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人生を変えるような熱い体験、続々と
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スパー・コールさんは「日本経済は強く今は黄金期
の入り口にある。今後、雇用も所得も増える」。

　「『黒』を極めたい」／
「危機にはアートの力で行動」　   

　BMX世界チャンピオンの内野洋平さんは、自
転車の妙技を見せ、「チャンピオンはスタート
ライン。技を創るのが楽しみ。人の夢になるの
が僕の夢」。黒染マスターの荒川徹さんは「黒染
めの市場は激減している。着物の伝統を守り、
黒染めの技術で繊維をリサイクルし『黒』をきわ
めていきたい」。平和活動家で芸術家のキャ・
キムさんは年間千個のピースマスク制作を目指
す。「危機に対して、アートの力で行動し平和
のメッセージを発したい」。
　禅僧の松山大耕さんは「日本人は寛容的な宗
教観を持っている。素晴らしい。世界を融和し、
安心感を与えるため、京都からその宗教観を伝
えたい」。木工芸職人の中川周士さんは桶作り
３代目。楕円形、五角
形の桶もこなす。「職
人が積み上げた技術を
読み解いた。手から手
へ、言葉で引き継ぎた
い」。エベレット・ケネ
ディ・ブラウンさんは
湿式ガラス版を使う写
真家。「写真からは過
去、現在、未来がやって
くる。記憶を掘り起こ
し、未来につなげよう」。

　「病院の中に家を建てたい」／
「時代がせっかちに」　

　発明者で環境保護活動家のシーザー原田さんは
「船で放射線量を測っている。日本は試練を乗り越
え世界のクリエイティブ・リーダーになってほし
い」。ビデオゲーム開発者の富永彰一さんは「労働、
共産などマルキシズムのような町を意識し、ゲーム
の中に入って体験できる未知の分野で貢献したい」。
建築家の手塚貴晴さんは「円形の幼稚園の窓は１年

中開けているので、自閉
症状も出ない。親子がい
つでも会えるように病院
の中に家を建てる考え方
も進めている」。ギタリ
スト、作曲家の安達久美
さんは「時代がせっかち
になっている。５分の
曲が２～３分になって
きた。私は音で風景や、
気持ちを表現する」と、
地球誕生の旅を描いた

「PANGAEA」を８分間、映像を交え演奏した。

　交流の場、会話の輪、そこここに

　スピーチの間の休憩時間をはじめ、ランチタイム、
そしてアフター・パーティーにはスピーカーに質問
をしたり、スピーチを巡って歓談の会話が進んだり
の光景があちこちで見られた。ランチタイムには特
設の舞台で、先代市川猿之助の一座で修業した役者
が起こした「雅屋」が、大蛇を退治するパフォーマン
スを演じ、大きな拍手を浴びていた。森田記念講堂
ロビーのホワイエでは、コアパートナー、リーディ
ングパートナーなど参画する企業・団体がブースを
設け、飲み物やお菓子などを提供しPRする光景も
見られた。最後のセッションの前に、司会進行役を
務めていたTEDxKyoto創始者でもあるジェイ・ク
ラパーキさんの呼びかけに応じ、ボランティアほぼ
全員約200人がステージに上がった。準備から後片
付けまで、黙々とこなしながら、おもてなしの心を
届けた高校生、大学生、社会人のボランティアに、
フロア全体から大きなそして熱い拍手が送られた。
　次は場所を変えてキャンパス11・12号館でのパー
ティー。これもTEDxの重要なプログラム。交流は
夜10時頃まで続いた。軽食や飲み物に交じり、寿
司マエストロが握る寿司もあり、行列ができるほ
どの人気を呼んだ。ビール、ワイン、お酒片手に時
間を忘れてのディスカッション、尽きることのない
コミュニケーション。有意義なひとときへの感謝。
TEDxの長くて楽しい一日が終わった。

手塚貴晴さん

キャ・キムさん
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TEDxKyotoの創始者で
司会進行を務めた

ジェイ・クラパーキさん
（京都外国語大学国際教養学科教授）

内外のアイデアをミックス
素晴らしい情熱とチーム力

　４年前、TEDのイベントを見に行ったことがTEDxKyoto立ち上げのきっかけだった。
一聴衆だったが「参加者」というスピーカーと同じ立場で参加できた。小さいイベントでも
素晴らしい、たくさんの可能性があると感じた。京都はまさにTEDxにふさわしいまちだ
と思う。なぜなら、大都市でありながら、大き過ぎない。京都より大きいまちは、コミュ
ニティーの感覚がない。京都はコミュニティーとして十分小さいのに、多くのアイデアや
アクティブな人を集めるのにちょうどいい大きさだ。
　京都には創造的、革新的な歴史や文化がある。イノベーションの魂をもう一度燃え上が
らせるのが、私の夢だった。新しいアイデアを海外から京都に集め、そして京都から発信
する。京都は内と外のアイデアをミックスした素晴らしい街になる。TEDxは小さい都市
の開催を選ぶが、私の出身ミネソタ州などでロビイストとしての経験も後押ししたのか、
TEDは京都を選択しライセンスを得た。一人からの出発だったが「京都ジャーナル」の
ジョン・アイナーセンさん（編集長・京都外国語大学非常勤講師）と、近藤さん（淳也＝「（株）
はてな」会長）にTEDxKyotoの共同創始者になってもらった。その後、10人、20人と増え、
85人のコアグループをつくった。
　１回目のTEDxKyotoは京都大の宇治キャンパスで「The Power of Ideas」をテーマに開
催した。２回目は京都外大の森田記念講堂に移した。ちょうどいい大きさ（800人収容）、
スピーカーと参加者の距離が近い、要望通りインターネット環境を整えてくれるなど全面
的にサポートしてくれた。テーマは「序破急」。能など伝統芸能のフォルムで、能や最先端
技術の開発者などのスピーカーが、イノベーションと伝統文化を融合してくれた。今回は

「温故知新」。前回のトークの中で出た言葉で、ずっと頭の隅に残っていた。TEDxの「新」
と京都の「伝統」が結びつく、それで決まった。来年のテーマはまだ決まってないが、案は
ある。スピーカーの選択は、芸術作品を描くように難しい。誰がふさわしいか、コアチー
ムが100人くらいリストアップして“委員会”でテーマに沿うかを論議する。テーマで一番
大事なのは「ビッグ・アイデアか、重要なアイデアか」で、次いで「グッド・ストーリー」（面
白い話）か、アイデアを広げられるか－だ。バランスも考える。男性・女性、芸術家、科
学者、ライター、教育者、ビジネスパーソン、老・若など広い分野から考える。選んだあ
と、インタビューし、原稿を書いてもらって添削。ストーリーをつくり、スカイプを使っ
たり、対面したりして、コーチと練習する。前日にリハーサル。ここまで６～７カ月かか
る。終わってからも、次のパートナー探し、VTRの編集、支払など１カ月かかる。
　スピーカーとして基本的に大事なことは、自分の言葉で話すことだ。時々、外国人が日
本語で話したり、日本人が英語で話したりするが、「グローバル　イベント　イン　キョ
ウト」であることを心掛け、まったく知らない人、知らない分野の話を聴いて、自らをグ
レードアップするようになってほしい。今回のTEDxKyotoは前々回、前回と少しずつレ
ベルアップしてきているようなのでうれしい。「おもてなしチーム」をはじめ、学生も社会
人も、後ろで運営を支えるボランティアの情熱は全員すばらしかった。これが一番の収穫
だと思っている。私たち全員で成し遂げた。チームの力だ。（談）

　TEDはTechnology、Entertainment、Designの頭文字をとったもの。「ideas 
worth spreading」（価値あるアイデアを広めよう）のスローガンの下、1984年
にアメリカ西海岸でスタートしたカンファレンス。この理念に賛同して世界各都

市で独自に開催されるイベントを「TEDx」（テデックス）という。「x」は各地域で独自に運営されて
いるTEDプログラムを指す。参加者同士の新たな出会いや議論を楽しみ、人生を変えるような熱
い体験を世界中に提供するのがその目的。現在、130国1200都市で開催されている。
　TEDxKyotoは京都外大のジェイ・クラパーキ教授らが創始し、京都から魅力的なコンテンツの
発信や、熱い議論やイノベーションを生み出すコミュニティーを創りだすことを目的に活動。来年
以降も継続し「文化的な、世界規模のイベント」を根付かせることを目標にしている。

特集

メモ

TEDxとは
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TEDxKyotoを陰で支えたボランティア
「おもてなしチーム」のリーダー

山田麻由佳さん
（京都外国語大学国際教養学科３年）

誰かの何かが変わるきっかけに
「楽しめた」の一言が癒やしに
―TEDxとの出合いは、どんなきっかけで。

　「2012年の夏休みに学科の先生から、９月にTEDxという
イベントがあり『学生のボランティアを募集しているが、ど
う？』と声をかけられた。先輩からも『英語の勉強にはTED
が役立つよ』と聞いていたので、いいチャンスと思いすぐ応
募した」
―何をして何を感じ、何を得た？

　「当日をはさみ３日間、会場の設営、受付、食事の準備、
Tシャツ販売、そして後片付け。120人を超えるボランティ
アの中には社会人が多く、自分がいかに小さな世界にいたの
かが分かった。知らない職業の人も、学生でも意見のレベル
が高く、社会問題を深く考えている人もいた」
―学生を中心に運営・開催されたTEDxイベント（TEDxYouth@
kyoto）とは？

　「京都の大学に呼びかけ、ボランティアもたくさん集まっ
た。“Possibility of Ideas”がテーマで、参加者に刺激を受け
てもらいたい思いだった。おもてなしチームで前年と同じ役
割だった」
―そして、今回のTEDxKyotoは？

　「高校生が30人、大学生と社会人を含めボランティアは200
人になった。私は、おもてなしチームのリーダー役。受付や
パートナー企業のブース設営などのあと、ランチの準備。ベ
ジタリアン用を含め３種類のおにぎりを準備したが、並べ方
や動線に不備があり急きょ設計し直した。ランチが終わった
あとも、チームを立て直し、午後のブレークタイムに備え、
コーヒーやお茶、お菓子のブースを作るなど準備に忙しく“お
昼”は食べられなかった」
―セッション終了後のアフター・パーティーでは…。

　「高校生のボランティアは午後６時に帰るきまりなので、
一気に人手が足りなくなった。お皿を下げたり、ごみの分別、
バックヤードの片づけなど、パーティーが終わっても午後11
時ころまでかかった。翌日も、片づけ、皿やコップなどリユー
ス食器の返還、机などを元通りにするなど半日の予定が１日
になった」
―反省点と評価を。

　「伝達ミスで行き違いがあった。チーム間の全体ミーティ
ングが少なかった。が、多くの方々に刺激的な体験を提供で
きた。いろんな活動を通じて視野が広がり、誰かの何かが変
わるきっかけになったと思う。いろいろな人との出会いで違
う世界も見れ、社会のルールも垣間見ることもできた。参加
者から『楽しめた』『よかった』と言ってもらえ、疲れが癒やさ
れた。少しは貢献できたと思う」
―来年の後輩に一言

　「私は残念ながらイタリアのペルージャ外国人大学に１年
間留学するので来年は参加できないけれど、ぜひ多くの人に
ボランティアで参加してほしい。運営係が楽しくないと参加
者が楽しめない。楽しんでいい経験にしてほしい」

TEDxKyotoのステージのデザインをした
ライティング・デザイナー

藤田　淳さん
（2000年京都外国語大学英米語学科卒）

奥行き感と立体感を光で
「生き物」ステージ操る
－TEDxとの関わりは？

　「前回は主に準備段階に関わっていたが、今回はステージ
のセット、照明のデザインを全て依頼された。テーマは私の
仕事である“光”にした。京都らしさを感じられるようなもの
を、ボランティアが楽しんでできることを大前提にした」
―デザイン上の工夫やアイデアはどのように？

　「ステージの中央に、平安神宮の鳥居、お寺の屋根、京都
タワーを配し、TEDxのロゴは大文字山の代わりに光らせた。
光をどこに足していけば、面白くなるかを考え、テーマの“温
故知新”の文字は、スクリーンの前に垂らした布カーテン（長
さ15ｍ）に光をあて、二重の影で奥行き感と立体感を出した。
文字が読めることより遊び感を重視し“ １枚で分かる”のを基
本にするのではなく、どうせなら他と違う遊び心を光で表現
できたらと考えた」
―当日まではどんな仕事を。

　「ステージは、経験したことのない学生ボランティアが造
る。２日間各10人ほどの学生に入ってもらった。思った以上
によい出来になり、きれいに仕上げてくれた。照明が考えや
すかった。『終わったときに、笑ってくれたらそれでいい』
と思っていたが、学生が楽しそうにしてくれていたのでよ
かった。設営の２日間とも動き回る肉体労働だった。いろい
ろな考え方の人たちと話せたので、TEDxならではの面白い
機会だった」
―当日も忙しかったと思うが。

　「調整室にこもりきり。照明、音響のスタッフに指示を出し、
連携をとる。事前に何枚ものイメージを手で描き、見る人に
感じてもらえる場をいかにつくるかを考える。BMXも歌の
ときも何秒かのタイミングで（光を）変えるようにした。ギ
ターの安達さんのステージが一番多かったが、喜んでもらえ
たと思う。ステージは“生き物”なので何があるかの恐怖心は
いつもある」
―全体を顧みて。

　「今回はステージマネジャーの役を担った。全体をイメー
ジしマネジメントをした。TEDと同じようにとの要望に沿っ
て、会場の天井も青い光で染めた。自己採点は甘く見て70点。
来年は、私は後ろで、新しいものを生み出す人をサポートす
るポジションに回ればいいと考えている」
―なぜ、この仕事を。

　「建築や写真に興味があったので大学卒業後、専門学校で
２年間インテリアデザインを学び、照明器具メーカーに就職
した。営業部門に２年、デザイン部門に７年いた。独立し

（@Lights社）、今は主に照明レイアウト、イルミネーション、
LED照明のプログラムを作っている。創り出す喜びは何事
にもかえがたいものだ。人はどう思うか分からないが、私は
卒業生がこんな外大らしいイベントにかかわれること、それ
が何よりも光栄なことだと思っている。誇りに思う」
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ピカ☆イチＰｒｏｊｅｃｔ
採択企画決まる

　学生たちが企画から活動まで多彩
に展開する2014年度のピカ☆イチ
Proｊectに採択された10企画が決
まった。
採択企画は次の通り。
▪上高野小学校英語活動ボランティ
ア＝子どもたちに気軽に英語に触れ
られるように同小で英語教育
▪Ｏne Love Concert＝音楽を通し

5号館新設
工事の無事を祈願し「地鎮祭」
　５号館新設工事の着工を控えた
５月21日、建設予定地において
森田嘉一理事長・総長、森田豊子
理事、松田武学長はじめ多くの学
園関係者が出席し、「地鎮祭」が執
り行われ、工事の無事を祈願した。
５号館の完成・使用開始は2015
年４月を予定している。

NINJAネイティブ講師に
本学大学院修了生を起用

　平成26年度より稼働している
１号館３階のNINJA（外国語自
律学習支援室）のネイティブ講師
の一人に本学大学院異言語・文化
専攻実践言語教育コース英語教育
を修了したケイト・メイヤさんが
採用され、学生の外国語学習をア
シストしている。イギリスのロン
ドン大学ロイヤル・ホロウェイ校
でアジアの歴史を専攻し、卒業後、
海外で働くために日本へ。大学で
の職を希望し、まずは本学の大学
院に入学。修了後NINJAネイティ
ブ講師に採用される。サッカー、
マラソンなど自ら汗を流して仲間
づくり。Lovelyな言葉で楽しさ伝
え、学びを支えている。

て博愛の精神を広め、平
和へイベントを開催
▪Vinculo de Latino＝在
日ブラジル人学生が日本で
活躍できるように、進学を
サポート
▪VOICE＝東日本大震災
の発生から３年が経過。東
北への意識低下や風化を
防ぐため、京都と東北の
懸け橋としてイベントを開催

していく
▪想いを届ける～６千キロを超えて～
＝「想いを届ける」のテーマのもと、日
本の学生やインドの子どもたちが相互
理解しあい、国際協力への参加意
識を高める
▪ Picture books for Cambodian  
Children＝絵画の懸け橋となり、子
どもたちに教育の機会を与えるため、
手作り絵本をカンボジアへ
▪銭湯サークル＝消えつつある庶民
の文化「銭湯」を守るため、展示会

ナショナル・ウイーク
　2014年度のナショナル・ウイー
クは、５月21日から３日間のイ
タリア・ウイークから。ここでは
イタリアの「食」を味わうと共に台
所事情も紹介。イタリア車も３台
展示した。京都のイタリアンの老
舗「casa bianca」のシェフ・那須昇
さんを囲んだトークも大にぎわい。
５月14日からのブラジルポルト
ガル・ウイーク。ブラジルの教育
や経済、日本とブラジルのサッ
カーをテーマにした講演会があり、
後半（６月２日―14日）は展示会
やカポエイラのワークショップ、
演奏会などがあった。６月４日―
７月11日は国際教養学科・留学
生別科のウイーク。「地球市民を
育てよう！」のテーマのもと、米
俳優や駐大阪・神戸アメリカ総領
事による講演や対談、「東アジア
の安全保障と日米韓協力の意義」
シンポジウムを開催。中庭では両
科の学生を中心に平和をテーマに

した絵を完成させ、十二単のデモ
ンストレーションも行った。日本
語学科のジャパン・ウイークは６
月23日―28日。沖縄県の食と音
楽をメーンにすえ、都道府県を紹
介。和菓子作りの体験や浴衣（ゆ
かた）での東山散策も楽しんだ。
スペイン・ラテンアメリカウイー
クは６月23日―７月９日。スペ
イン料理の立食パーティーのほか、
フットサル、スペイン語の暗誦大
会、日本・スペイン交流400年の
記念展示とフェアなどを開いた。
フランス・ウイークは６月28日
―７月12日。学生から募集した
フランスの写真コンテスト、フラ
ンスのゲーム遊び、音楽とダンス
の夕べ（軽食つき）、関西学生仏語
暗誦大会などを開き、ここでもフ
ランス車を展示した。
※10月に開催された中国語学科、
ドイツ語学科のナショナル・ウ
イークについては、編集の都合上、
今号に掲載できなかったため、次
号（2015年５月発行）で紹介します。
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森田嘉一理事長・総長が、メキシ
コ合衆国ペニャニエト大統領主催
歓迎朝食会で、世界各国から参加
のメキシコ名誉領事を代表して演
説を行った。そして答礼演説には
ペニャニエト大統領が登壇し、友
好の絆を強調した。20日には森
田理事長・総長一行（横山卓哉法
人本部長、熊谷俊樹副学長・国際

CAMPUS REPORT

の開催や冊子の配布
▪Activity of TFT＝Table for 
Twoの活動を通じて、助け合いの心
や国際的な視野・考えを促進
▪Activista for Peace＝Webで 国
際問題を多くの人に知ってもらい、
解決への環境づくり
▪Langwall Growthhack Project

（LGP）＝語学への不安や疑問の解
消に向け、ネット上に学生へ語学学
習を支援する環境づくり

第6回世界メキシコ名誉領事会議
世界のメキシコ名誉領事を代表して

森田理事長・総長が演説
　６月17日、メキシコシティで
開催されている第６回世界メキシ
コ名誉領事会議に出席中の在京都
メキシコ名誉領事でもある本学の

部長、大垣貴志郎京都ラテンアメ
リカ研究所長）は本学との交流協
定締結40周年を迎えたグアダラ
ハラ自治大学を訪れ、アントニオ・
レアーニョ学長らと親交を深めた。
また22日にはキューバ共和国を
訪問。ロドルフォ・アラルコン高
等教育大臣らと和やかな時を過ご
した。

校友会ブラジル支部
青いビニール袋で

W杯JAPANを応援
　2014年W杯はブラジルで開催
され、ドイツが優勝し、W杯を手
に入れた。日本は１次リーグC組
で２敗１分け、決勝リーグには進
めなかったが、応援ではどの国に
も引けをとらず、日本らしい文
化力発揮でのサポートぶりだっ

た。試合後の掃除
を想定しての青い
ビニール袋での応
援に、本学校友会
ブラジル支部の有
志も参加。試合は
敗けたものの、サ
ポ ー タ ー た ち は
周囲のごみ拾いを
きっちりしてスタ
ジアムを後にした。

京都で関西高校模擬国連
　6月11～13日、京都市左京区の

国立京都国際会館で、関西高校模
擬国連大会が開かれた。高校生ら
が、50カ国の代表に扮して「世
界の食料安全保障」を国連の議事
進行を模して話し合った。参加し
たのは京都外大西高校や立命館高
校、専門学校など５府県10校の
220人。英語も交えながらの討議
で「先進国」「開発途上国」と「後発
開発途上国」に分かれ、熱く議論
した。

高校生が知っている
世界の有名な書物展

オープンキャンパスで開催
　６月と８、９月の
オープンキャンパス
に合わせて、本学付
属図書館で「高校生
が知っている世界の
有名な書物展」が開
催された。「世界の
文学」「世界と日本」

「世界の地理・旅行
記」「世界の思想」「世

界の百科事典」「世界平和のために」
とジャンルに分けて、大学生活を
控えた高校生たちに、ぜひ読んで
ほしい内外の40冊を紹介した。

メキシコ大統領（左）と握手する森田理事長・総長
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都外国語大学、神戸市
外国語大学、東京外国
語大学、長崎外国語大
学、名古屋外国語大学）
の 学 長 ら が 集 ま り、
21世紀のグローバル
社会に対応するため、

「全国外大連合憲章」
の調印式を行った。こ
の憲章は、７つの外国
語大学が連携を図り、

各大学の独自性を保ちながら、21
世紀のグローバル社会にふさわし
い人材育成のために、学生や教職
員及び研究者のさらなる交流を促
進し、各大学における教育研究の
水準を一層向上させることを目的
としている。

力賞は１年次生の安東瑞菜さんと

スを使用し、国際ボランティア
サークルKyoto Gaidai Habitat主
催の「東日本大震災復興支援イベ
ントVOICE」が開かれた。ゲス
トには東日本大震災の語り部の一

人、『まずもって
　かだっからきい
てけさいん』元代
表の田畑祐梨さん
＝写真前列右から
２人目＝を招聘。
きっかけは今年３
月11日 か ら ３ 日
間の石巻でのボラ
ンティア活動体験。

「東北にみなさん

２年次生の多原友美さんだった。

が会いに来ることが支援です」と
いった語り部の一言に出合い、復
興支援への確かな手ごたえをつか
んだ。イベントでは、写真展、フ
リーマーケット、東北限定のお菓
子の提供などがあり、東北の現状
や魅力で会場はいっぱい。語り部
田畑さんが震災の悲しみを乗り越
えて、明るい笑顔で「また東北に
会いに来て！」と言葉を繋いだ。

大学院公開講座
「顔の文化史」を展開

　７月13日、１号館７階小ホー
ルにおいて、本学大学院と国際言
語平和研究所共催の公開講座「顔

2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会

「オールジャパン体制で成功を」
大学連携協定結ぶ

　６月23日、東京・早稲田大学
大隈記念講堂で、2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会主催の「大学連携
協定締結式・記念シンポジウム」
が開催された。552締結大学（６
月23日現在）のうち、本学含め
267大学・短期大学の学長らが出
席した。今後、本学は、東京オリ
ンピック・パラリンピックの成功
に向けて様々な分野での連携・協
力を行っていくことになる。

国内7大学集まり、
「全国外大連合憲章」調印
　６月26日、東京・学士会館に
おいて、日本における外国語教育
を牽引する全国７つの外大（関西
外国語大学、神田外国語大学、京

短期大学で第17回
英語スピーチコンテスト
　７月３日、７号館４階中ホール
で第17回英語スピーチコンテス
トが開催された。短期大学キャリ
ア英語科主催。10人が個性的で
表現豊かなスピーチを披露した。
その結果、１位には２年次生の大
栢辰吾さんが輝いた。２位は２年
次生の田中亮次さん、３位は１年
次生の北垣萌さんが入賞した。努

Kyoto Gaidai Habitat
東日本大震災復興支援VOICE

語り部招いて、風化防ぐ
　　７月12日、１号館６階スペー
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　髙木久雄氏（元学長・名誉教授）
　2014年８月31日死去、89歳。長野県出身。
旧制一高を経て1951年京都大学文学部卒、
京都大学助教授を経て、1971年京都大学教
授、1988年同大学定年退官、同大学名誉教

授。同年京都外国語大学ドイツ語学科教授、ドイツ学
科主任を経て1992年から98年までの６年間、大学及び
短期大学の学長。2000年同大学定年退職、同大学名誉
教授。ドイツ文学・語学を専門とし、ドイツの批評家
ベンヤミンの研究では多くの著書を残している。「暮ら
しは低く、思いは高く」と志を持つ大切さを説いた。

　近松洋男氏（本学名誉教授）
　2014年５月27日死去、91歳。京都市生
まれ。京都大学卒業、同大学大学院修了、
スペイン・ナバラ大学博士コース修了。
1962年４月本学イスパニア語学科（現ス

ペイン語学科）助教授、1965年同学科教授、1968年
イスパ・アメリカ研究センター室長、同学科主任教授

（現学科長）を経て1991年３月退職。同年４月京都外
国語大学名誉教授位授与。専門はロマンス語学、スペ
イン語学。本学での担当科目は『イスパニア語講読』『イ
スパニア文化ゼミ』『イスパニア語研究』等。

謹んでご冥福をお祈りいたします訃 報

の文化史－日本とヨーロッパの比
較から－」が開催された。浜本隆
志氏（関西大学教授）、樋口穣氏（本
学教授）、五十棲愛璃乃氏（本学大
学院生）の３人のパネリストがそ
れぞれの専門分野から「顔」につい
ての文化史を語った。その後、近
藤直樹氏（本学准教授）と青木敬氏

（京都大大学院生）が加わり、日本
の「正面顔の文化」とヨーロッパの

交換留学生の日本文化体験
剣道で心と体の姿勢正す

　2013年９月入学交換留学生の
うち４人の留学生（写真左から
ジュリア・ボーノ＝トリノ大学、
エレン・デッケルス＝オランダ
国立南大学、玉置・アンソニー・

「横顔の文化」の比較など、興味あ
る文化論が展開された。

韓国から８人の小中学生
専門学校で日本語研修と文化探訪
　京都外国語専門学校は、８月７
日～11日の５日間、韓国外国語大
学校LG多文化教育院言語人
材養成課程で学ぶ小学生５
人、中学生３人の計８人を受
け入れ、韓国の（株）LGが後
援する多文化家族の子どもた
ちの教育プログラムを実施し
た。発端は卒業生の河村みさ
きさん。同氏は専門学校卒業
後、韓国外国語大学校に留
学、帰国後、近畿大学を経て、

剛＝サンフランシスコ州立大学、
カール・ボル＝オランダ国立南大
学）は、大学体育会剣道部に入部
し、日本人学生と共に汗を流し、
武道を通して日本文化の奥深さを
しっかりと体感し、今夏、帰国し
た。

国際言語文化学会
第2回大会開催

　９月27日本学１号館7階小ホー
ルにおいて、国際言語文化学会（会
長・松田武学長）の第２回大会が
開催された。新しい会員に卒業生
も加わり、本学客員教授・菅英輝
氏の基調講演「オバマ政権のアジ

現在、韓国外国語大学校大学院に
在学中。そんな河村さんの企画力
で今回の母校での日本語研修、文
化探訪は実現。参加した研修生８
人は、京都での日本語授業、文化
探訪で両親の国にたいする理解を
いっそう深めた。

ア戦略と日米中韓の関係」をはじ
め、教員、研究員、大学院生によ
る研究発表などで意見交換をし
た。閉会後、９号館７階インター
ナショナルホールに会場を移し、
懇談会で交流を図った。
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誕生日プレゼントに
ヘリコプターのレッスン券

有馬　まず何よりも、先生の授業
は楽しくて、いつも心待ちにして
いることを最初に言っておきます。
みんなそう思っています。ところ
で、この間のスコットランド独立
の可否を問う住民投票は、大変で
したね。
ニーリー　ちょっと心配しました。
独立の可能性が半分半分だから、
どうなるかなと思っていたのです
が、ほっとしました。独立してい
い面もあるけど、経済的な不安も
あってね。現状では独立しなくて
よかったと思う。

有馬　もし
独立すれば、
国旗の色も
変わります
し。青がな
くなり赤と
白になって
しまい、さ
びしい感じ

になりますね。
ニーリー　そう、とっても寂しく
なります。
有馬　その気持ち、日本人にもよ
く分かります。ところで、以前に
授業でも話されていた先生のお誕
生日プレゼントのこと、もう一度
話していただけませんか。
ニーリー　そう、あれは私の18歳
の時の誕生日のことでした。バー
スデーカードを開けたら券がはさ
まっていて、ヘリコプターの１時
間レッスン券が入っていたんです

（笑）。父が「すぐ来なさい」と。１
時間後に出発するからって、近く
の空港にヘリが待っていてすぐ乗
りました。眼下の家の前で親戚と
かが「Happy　Birthday」って大き
く書いてくれていて、感動しまし
た。有馬さんなら、まずは18歳に
なったら何が欲しい？　どんなこ
とをして欲しい？
有馬　18歳は再来年ですが、日本
では20歳の成人の日の方がメイン
イベント。その時に何か記念にな
るようなことをしたいですね。

ニーリー　その時ね、ヘリコプタ
ー的なプレゼントをもらえるのは

（笑）。
有馬　面白いけど、日本ではちょ
っと考えられません。私はその日
に三十三間堂で記念の弓を引きた
いのです。弓は、小学校の時、テ
レビで弓道をやっている人を見て、
かっこいいなと思ったから。悪い
姿勢もよくなるかなって。弓道を
するところは中学や家の近くにも
なく、西高に入学して初めて始め
ました。現在も弓道部員です。
ニーリー　西高を選んだ理由は、
弓道だけだったのですか？
有馬　弓道もしたいし、外国にも
興味があったので（笑）。中学の英
語の時間が少なく、もっと英語を
深く勉強したいと思い西高に入学
しました。ニーリー先生の授業は
本当に楽しいんですけど、なにか
楽しくなる方法をいつも考えてお
られるのですか？
ニーリー　そうね、面白くなるよ
うには考えていますね。自分から
勉強しないといけないという気持
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ちをみんなに持ってもらえるよう
にするにはどうすればいいか、い
つも考えています。英語とか語学
はツール。どうやって使いたくな
るようにさせるか、それをいつも
意識していますね。文法も大事だ
けどコミュニケーションがもっ
と大事です。私は日本に来て、英
語のできない友達をわざわざ作
って日本語の練習をしました。単
語もチョコチョコ覚えていきまし
た。コミュニケーションのために
ね。ところで有馬さんは、将来何
を目指しているのですか？
有馬　将来は食物関係の仕事に就
きたいと思っていたのですが、今、
せっかく英語の先生たちとコミュ
ニケーションをとっていてすごく
楽しいので、英語でいろんな外国
の方とも関わって仕事をするよう
な職業がいいかなと考えています。
ニーリー　いい考えですね。それ
で今、教室以外でも英語を使って
いますか？
有馬　姉は英語がすごく好きなの
で、家ではよく英語で会話をして
います。あまり得意でない父母も
交えて（笑）。
ニーリー　それはいいですね。英
語を使う場面をできるだけ多く作
るのが上達の早道ですから。有馬

さんはNZへ行きましたね。その
ときの英語と教室での英語は違い
ますか？
有馬　NZでの英語はすごく速く
て、とてもついていけなかった。
ニコニコしているだけで、どうす
ることもできなかった（笑）。でも、
NZの人は私の目を見て話してく
ださったりして、日本人よりも近
づいて会話してくれて、意外とコ
ミュニケーションがとれていたと
思います。
ニーリー　笑顔とかユーモアと
か、面白いとか、会話には必要
です。私も日本に来る前は、ちょ
っとだけ大阪人の先生と勉強しま
した。使った教科書は標準語だっ
たけど先生が大阪人で、もちろん
大阪弁で、とても面白い人だった。
日本に来ても幸い大阪だったので、

「もうかりまっか」とか「ぼちぼち」
と言ったら、みんなが驚いて（笑）。
一気に打ち解けて、助かりました。
有馬　私の場合は、ホストファミ
リーとはまずまず話せたんですけ
れど、学校の授業がよく解らなか
ったりしてしんどかった。それで
もやってこられたのは、ホストフ
ァミリーが温かかったから。また、
いろんなホストファミリーとも親
しく話ができ、とても楽しかった

からです。

趣味はモーターバイク
自然の中へ颯爽と

有馬　先生はモーターバイクが好
きだと聞いていますが、今、どん
なバイクに乗ってらっしゃるんで
す？
ニーリー　400ccのホンダ。まだ
２カ月ほどの初心者だけど、将来
は難しい山道とかに行きたいと思
っています。通勤に使っているけ
ど、これからは北の方へ行って紅
葉も楽しみたい。早く学校に来る
と西高の生徒に出会う。メット姿
でも私だとひと目で分かるから、
びっくりさせてしまう（笑）。バイ
クは楽しいですよ。今住んでいる
下鴨から少し遠いところへ引越し
するかも知れないので、バイクな
ら買い物や通勤に便利と思って。
最初は遊びじゃなく真面目に通勤
のことを考えていたんですよ（笑）。
有馬　イギリスというと、森とい
うか自然の多い国のイメージです
が、お住まいはどんなところだっ
たのですか。
ニーリー　ロンドンに生まれて、
４歳でドイツへ。そして８歳でイ
ギリスに戻って、それからはずっ
と田舎の小さな村に住んでいまし
た。だから森とか野原とか牧場と
か、いろんな自然があるのが好き
です。下鴨は鴨川や下鴨神社も近
くていい所です。とても気に入っ
ています。
有馬　私の住む茨木も自然がいっ
ぱいです。小学校も中学校も、周
りに田んぼがいっぱいあるところ
でした。小学生の時にはみんなで
お米を育てました。私も自然は大
好き。よく地域の行事でキャンプ
に行きます。私はキャンプが大好
きです。先生はキャンプに行かれ
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ます？
ニーリー　最近よく行くようにな
りました。９月末にあの突然噴火
した御嶽山でキャンプをしていた
んですよ。頂上ではなかったので
助かりましたが、あの噴火にはび
っくり。ホテルから噴煙が見え、
犠牲になられた方があんなに多く、
びっくりしました。申し訳ないで
すが、長野は大好きで、また行き
たいと思っています。

楽しい授業
間違い、失敗OK

有馬　西高に入る前、英語って大
変だろうなって思っていたんです
けど、先生の一回目の授業を受け
て、そんな心配吹っ飛びました。
みんなが会話を重ねていて、ほん
とうに楽しい雰囲気だったから。
ニ ー リ ー　 い つ も 私 は 面 白 い
activityを考えています。プリン
トだけじゃなく何か英語を使って
のパフォーマンスを。日本では文
法問題を出すと、上手に答えてく
れます。でも会話は苦手なようで
す。そこで、毎日外国人の先生と
会話するようにすれば、コミュニ
ケーションに慣れ、英語が使える

ようになる。とにかく使
うことが大事です。
有馬　英語を使って、ど
んどん間違ったらいいの
ですね。間違ったら、否
定されるのではなく、こ
れこれこういう使い方が
あるんだよって教えても
らえる。学校では毎日新
しい発見があって楽しく

なります。
ニーリー　そう。間違ったほうが
いい。失敗したら恥ずかしいとか
思うのは日本人の弱いところ。外
国語って始めはうまくできないの
が当たり前。ネイティブだって文
法的に完璧に話していないのだか
ら。頭の中で完璧に考えてから話
すのではなくて、失敗を恐れずに
自由に何でも話せばいいと思いま
す。私の場合も、日本語で話す時、
何度も変な言葉を使って、笑われ
たことはいっぱいあります。私が
よく間違うのは「給料」と「恐竜」。

「きょうりゅうび　いつですか」
とか（笑）。
有馬　NZへ行くまでは、授業で
も話すのが怖
かった。でも
向こうでは失
敗しても怒ら
れなかった。
間違っても直
してもらえる
んだと思った
ら、どんどん
積極的になり、
すごく力がつ
いたように思

います。困っている外国人を見か
けても、恥ずかしいけど声をかけ
れるほどになり、とてもうれしい。
ニーリー　英語で表現できる自分
と日本語で表現できる自分は少し
違います。英語でのルールはちょ
っとフレンドリーな感じ。だから
違う自分が出せる。私も日本語で
話す時と英語の時では少し違う自
分が出ます。それが外国語を学ぶ
良さで、違う自分を発見できます。
有馬　私も、英語で話をしている
時、今までにないイメージで楽し
んでいる自分を発見しています。
将来どうしたいかはまだ決めてい
ませんが、先生から教えてもらっ
た楽しい英語のコミュニケーショ
ンの魅力だけは忘れないようにし
たいと思っています。ほんとうに
楽しかったから。そして違う自分
も発見できたから。
ニーリー　英語はツールとしてと
ても大切です。広い世界が見える
ようになりますよ。これからも楽
しく笑顔で勉強してください。
有馬　ありがとうございました。

ローラ・ニーリー先生
1973年生まれ。イギリス出身。イギリス・キール大学（犯罪学・心理学専攻）卒業後、バー
ミングハム大学で文学修士号（TEFL ／ TESL専攻）取得。来日後、大阪府柏原市立柏原
中学校、同堅下南中学校で英語指導助手、2004年追手門大手前中高等学校ネイティブ
英語教師を経て2008年から京都外大西高で教鞭をとっている。

有
あり

馬
ま

佳
か

苗
なえ

さん
京都外大西高国際文化コース2年生。大阪府出身。1
年生の時にニュージーランドに1カ月半留学。弓道部。趣
味は料理。

メット姿のニーリー先生

鴨川畔で
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　私たちACTIONは、男性16人、女性59人の計75人
で活動しています。練習は主に森田記念講堂前の広場で、
17～19時まで曜日別、ジャンル別に分かれて経験者が
インストラクターとなり初心者に教えています。森田講
堂前では毎日誰かが練習しており、一人ひとりが自然と
仲良くなり、フレンドリーに楽しく活発に活動していま
す。ダンスも初心者からインストラクターになった人ま

　吹奏楽部は現在、1年生3人、2年生1人、
3年生1人の計5人で活動しています。少人
数ではありますが、基本的に週6日練習して
います。
　昨年度は、京都府立北陵高校と合同で春の
バンドフェスティバルに参加し、京都駅ビル
で演奏することができました。夏にはOB・
OGさらには近隣の京都市立四条中学校と合同でジョイン
ト・コンサートを開催し、秋には定期演奏会を開催しま
した。地域のふれあい祭にも参加し、近隣の方々に演奏
を楽しんでいただきました。今年度も夏はジョイント・
コンサートを開き、秋には定期演奏会を開催する予定です。
　吹奏楽は、少人数で演奏することが難しいジャンルで
す。様々な楽器のアンサンブルによって曲が構成されて
いるからです。そのため、残念ながら現在の本校吹奏楽
部の生徒だけで演奏できる場面はほとんどありません。
　吹奏楽で使用する楽器は、短期間では良い音が出ない

で経験の有無関係なく幅広いので、毎日たくさんの刺激
の中、お互いに成長し合える環境となっています。六月
祭と外大祭はビッグイベント。毎年ACTIONは、出し
物としてダンスを披露しています。嬉しいことに年々観
客の数が増え、今年の六月祭では森田講堂がほぼ満員と
なりました。また、2月には卒業する先輩方に感謝の気
持ちを伝えるためスタジオを借り、ダンスを披露する追
い出しコンパを行ったりもします。他にもそれぞれが
チームを組んで色々な大会で優勝したり、外部でたくさ
んの活動をし、結果を残しています。
　今年はACTIONで、初めての夏合宿を福井県で行い
ました！ 1泊2日という短い期間でダンス練習、花火、
肝試し、スポーツ大会とたくさんのレクリエーションを
行い、更にメンバーの仲を深めることができました。私
たちACTIONは、第一に人との繋がりを大切にしてい
ます。一人ひとりの個性を生かしながらダンスはもちろ
ん、サークルとして日々成長しています！

根気のいるものばかりです。そのため、初心者で高校か
ら挑戦するのはハードルが高いと感じています。しかし、
練習の積み重ねで確実にうまくなることを実感できれば、
その楽しさはやみつきになると思います。中学校で吹奏
楽を経験していたけれども、練習が厳しすぎてやめてし
まった人もいると思いますが、きっとまた楽器をやりた
いと思うはずです。現在の目標は、そんな人達に吹奏楽
部の活動をアピールして、少しでも部員を増やしてアン
サンブルコンテストに出場することです。今はまだ5人し
かいませんが、その日を目指して日々腕を磨いていきます。

大学 ダンスサークルACTION

京都外大西高 吹奏楽部日々腕を磨く
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いつもお茶がそばにあった
大きな山をいくつも越えてきた

中国茶に魅せられて
　山口県庁や山口市役所、県美術館などが集中する

「パークロード」沿いに中国茶館「茶座（チャザ）」があ
る。カウンターとテーブルに10人ほどでいっぱいに
なりそうな、こぢんまりした店だ。2006年に開店す
るまで多くの紆

う

余
よ

曲折を経て、その後も幾多の試練
を越えてきた、中国茶に魅せられた「たくましい」
女性がそこにいる。棚には茶器や茶葉が並ぶ。二胡
の調べが心地よい。この一杯でお客様に楽しんでい
ただきたい、そんな思いで今日もお茶をいれる。「お
いしいお茶を、どうぞ」。

北京で飲んだ八宝茶に、心わしづかみ
　京都外国語大学中国語学科卒業後、大阪の旅行業
界で働いた。総合旅行業務取扱管理者の資格を取り、
台湾の代理店を開業したりもしたが、後半はツアー・
コンダクターとして国内外を飛び回った。中国・北
京でのある寒い日、「東来順」という羊のしゃぶしゃ
ぶの老舗店での食事の後、給仕の男の子が八宝茶を
いれてくれた。長い鶴首がついたようなポットを頭
上高く持ち上げ、テーブルの茶器を目がけお湯を注
ぐ。茶器に湯がいっぱいになり「あっ、こぼれる！」
と叫びかけたとき、湯はぴたり止まった。一滴もこ
ぼさずに。給仕の男の子はすまし顔でさっと去った。
この瞬間、心をわしづかみにされ、彼女の興味は中
国茶へと大きく方向転換していくことになる。

「中国茶を知りたい」と、蘇州へ
　仕事はきつかったが、楽しく29歳まで続けていた。

が、過労で
１週間入院
し た の を
きっかけに
休息するこ
と に し た。

「 今 こ そ、
中国茶を勉
強しに行く

ときでは」と思ったからだ。神様のいたずらなのか？
その時、出会った中国人男性が後に結婚することに
なる蘇州の人であった。「お茶を勉強するのなら蘇
州」という彼のアドバイスを信じ、渡航先はおのず
と決まった。
　一度社会に出て再び戻る学びのキャンパスはそれ
はそれは楽しいもの。大学院で中国茶館の歴史につ
いて勉強しようと考えたのである。昔は貴族や男性
だけのものだったお茶は、時代を経て庶民のものと
なり、社交、娯楽、情報交換の場として栄えた。そ
んな「茶館」は中国社会に欠かせない場所となってい
た。だが、1967年から中国国内では文化大革命が起
こり、人の集まる場所である茶館は根こそぎ壊され、
その後、茶文化の不毛時代に入る。再び茶文化が花
開くには2000年まで待たねばならない。留学した98
年という時期は中国茶館の勉強にはまだ少しだけ早
すぎたようだ。「文革や茶館は外国人留学生には不
向きな対象」だったのである。そんな時、ちょうど
別方向から来た仕事の話に乗ってしまった。キャン
パスを離れ、ホテルで日本人マネージャーとして働
くことにしたのである。

結婚、出産、そして起業
　その頃には、先に出会った蘇州人男性と結婚して、
子育て、仕事と目まぐるしい日々の生活が動き出し
ていた。2003年、中国茶の勉強が恋しくなった頃、
杭州市にある中国茶葉博物館を紹介してもらい、中
国の同業者と一緒に中国茶芸師の資格を取るべく講
習会に参加した。ここで生涯の中国茶の伴であり師
と出会うことになる。そして一歩一歩、中国茶の世

山口市で中国茶館「茶座」経営

阿武　直子さん

中国銘茶”岩茶”の産地〈武夷山〉にて
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界に入っていくことになる。2006年頃にはベースを
故郷の山口市に置き日本と中国を往来するように
なった。茶畑やその時の中国を肌で感じ、店内に持
ち帰り一杯のお茶とともにお客様をもてなす。「中
国の人もそうなんですね～」「なんか日本に居ながら
中国へ行ったみたいな感じだね～」「中国にいた頃が
懐かしいな」、そんな言葉がお客様から聞かれた時
こそ、お茶はのどを潤すためだけでなく、心を満た
すものだと嬉しくなる瞬間だという。自分の使命は
一杯のお茶を通じて人を楽しませること、勇気づけ
ること。そして、“日中の人の思い”をお茶に託して
いくことだと胸を張る。

お茶の最大の効能は？
　中国茶が日本茶の飲み方と大きく違う点は二つあ
る。一つは、中国茶は茶器に直接茶葉を入れて飲む。
例えばグラスに直接茶葉を入れて、熱湯を注ぐ。グ
ラス越しに茶葉の“色・香・味・形”が見えて美しい。

「飲む絵画」と呼ばれる所以である。グラス越しの美
しい風景に目をやり、ふと物思いにふける･･･・そ
こには液体だけが注がれる飲料とは別の世界観があ
る。二つ目は、上質な茶葉になればなるほど１, ２,
３煎、あるいは10煎も飲める点である。決して２、
３煎で味が無くなってはしまわない。「ゆっくりと
していってね、まだまだ付き合うわ」とお茶に言わ
れているみたいで、お客様は気兼ねなくそこにゆっ
たり座っていられるというわけである。
　来年で開業して10年目。お茶を介して忘れられな
いお客様とのやり取りがいくつもある。その一つ。
美術館のロビーでお茶を入れた時のことである。１
組の夫婦が私の前に座って、「龍井茶（ロンジンチャ）
が飲みたい」と、ご主人の発音には病気の後遺症が
あった。グラスにお湯を注ぎ、広がるその美しい絵
画に目をやりながら奥さんは、「主人は中国で働い
ていました」と。そしてご主人の目には詰まる涙を
見た。グラス越しの茶葉に懐かしき猛烈社員だった
頃の姿を思い出されていたようだ。
　もう一つのエピソードは、病院の看護祭で中国茶
と二胡の演奏をジョイントした時のこと。車いすに
乗った白髪の老人が、花茶（ジャスミンティー）を飲
みながら二胡楽団に向けて「好（ハオ！）、好（ハオ！）」
と声援していた。看護部長さんに聞くとその方は元

大学教授で、
今は少し認
知症がある
という。懐
かしい茶の
香りと音色
に自分を取
り戻す。そ
の弱った体にもなおしっかりとした眼光と後頭部の
かわいくハネた寝癖に胸が詰まった。
　中国茶はこんなふうに人に寄り添い、こんなふう
に人を慰める。「そんな中国茶を今日も心を込めて
入れたい」と力を込める。そんな彼女は、お茶の最
大の効能を書いたウィリアム・グラッドストーンの
詩が大好きだという。

Tea,　The　Cure　ALL
If you are cold,　tea will warm you.　 If you are 
too heated,tea will cool you.
If you are too depressed,tea will cheer you.　If 
you are too exhausted,tea will calm you. 

　阿武さんの解釈はこうだ。「お茶がそばにあるな
らば、冷えた体は、お茶が温めてくれるでしょう。
のぼせた頭は、お茶が覚ましてくれるでしょう。落
ち込んだ時は、飲めば気分も変わるでしょう。どう
しようもなく疲れ切ったときは、それでいいよと慰
めてくれるでしょう」。30歳で中国へ行き、今日ま
での17年の間、「いつもお茶がそばにあった。幸せ
だった」という。一杯のお茶から生きる力をもらい、
辛いこともお茶とともに飲み干してきたからだと、
お茶への畏敬の念を表わす。

「車到山前　必有路」
　「車到山前　必有路」（チャータオサンチェン　
ピーヨール）という中国のことわざを好む。蘇州で
暮らして居た頃、ご主人のお姉さんに言われた言葉。
今も心を支える大事な言葉となっている。「遠くか
ら見て越えられそうにもない山も、麓まで行くと必
ず道はある」という意味だが、阿武さんはその山を
いくつも越えてきた。それでも「あと１回キャンパ
スに戻り、茶館の歴史の研究をしたい」と。彼女に
はそんな大きな山がまだある。

この人

NAOKO ANNO

阿武　直子（あんの・なおこ）1967年山口県萩市生まれ。父親の転勤で佐賀県、愛媛県、徳島県などで小中高校生活を送る。91年京
都外国語大学中国語学科卒後、旅行会社勤務。98年中国・蘇州大学入学。杭州市で茶芸師の資格取得。2006年「茶座」を開店、現
在に至る。中国茶、台湾茶、自家製点心、飲茶を提供。山口市中河原2-15。☎083-920-6401

台
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（表1関連）
　帰属収支差額は、２億７千５百
万円の黒字となりました。

（表２関連）
　収入総額と支出総額の差額は、
２億５千８百万円の収入増となり
ました。

（表３関連）
　正味財産は、前年度末から２億
７千５百万円増加し、213億７千
２百万円となりました。

　2013年（平成25年）度の決算額
は次のとおりです。

＜消費収入の部＞
　学生生徒等納付金は、64億６
千万円でした。この科目は、大学、
短期大学、高等学校及び専門学校
の学納金の合計で、予算額と比べ
４千７百万円増加しました。
　手数料は、１億８千２百万円で
した。入学検定料が主なもので、
予算額と比べ３千５百万円増加し
ました。
　寄付金は、１千９百万円でした。
資金収支計算書の寄付金収入の額
との差異は、資金収支計算書では
現物寄付金を寄付金収入として計

上しないこととされているためで
す。
　補助金は、８億２千７百万円で
した。この科目は、国と地方公共
団体からの補助金で、予算額と比
べ３千６百万円増加しました。
　資産運用収入は、１億２千８百
万円でした。この科目は、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。
　資産売却差額は、国債の売却等
によるもので１千３百万円の収入
がありました。
　事業収入は、３千７百万円でし
た。この科目は、受託費等の収入
で、予算額と比べ５百万円増加し
ました。
　雑収入は、３億１千４百万円で
した。この科目は、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、予算額と比べ５千４
百万円増加しました。
　2013年（平成25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、79億７
千９百万円で、５億４千３百万円
の基本金組入れをした結果、消費
収入の部合計は、74億３千６百
万円になり、予算額と比べ、８千
４百万円増加しました。

＜基本金組入＞
　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。
　その内容は貸借対照表の「基本
金の部」に記載されていますが、
　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４億９千３百万円です。
　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、
本年度の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
して常時保持すべき資金です。
　基本金の部に組入した合計は、
５億４千３百万円となりました。

＜消費支出の部＞
　人件費は、48億１千７百万円
でした。なお、〔表２〕の人件費支
出には、退職金支出が算入されて
いることから金額の差異がありま
す。
　教育研究経費は、19億９千９
百万円でした。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、８億３千３百万円
でした。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
却額が算入されてないことからお
のおのの科目に差異があります。
借入金等利息は、２千１百万円で
した。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。

2013年（平成25年）度

法人本部財務部

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

消費収支計算書
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　資産処分差額は、大学の建物改
修や高校の車両の取得に伴い除却
した減少分です。
　徴収不能引当金繰入額は、△４
百万円でした。
　消費支出の部合計は、77億４
百万円となりました。

　消費収支計算書との差異分を説
明します。
　資産売却収入は、７億１千２百
万円でした。
　前受金収入は、21億３千３百
万円でした。翌年度の学生生徒等
の授業料などで、予算額と比べ６
千９百万円増加しました。
　その他の収入は、31億５千６
百万円でした。予算額と比べ15
億２千１百万円増加しました。こ
れは、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、
１億９千万円でした。
　施設関係支出は、３億４千９百
万円でした。大学５号館用地取得、
専門学校耐震診断工事等に要した
経費です。
　設備関係支出は、１億５千２百
万円でした。コンピュータシステ
ムやソフトウェア、図書関係に要
した経費です。
　資産運用支出は、34億６千８
百万円でした。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，
0.2％
19百万円

その他，8.4％
673百万円補助金，10.4％

827百万円

学生生徒等納付金，81.0％
6,460百万円

人件費，62.5％
4,817百万円

教育研究経費，
25.9％

1,999百万円

管理経費，
10.8％
833百万円

その他，0.5％
34百万円

借入金等利息，
0.3％
21百万円

帰属収入
100％

7,979百万円

消費支出
100％

7,704百万円

〈帰属収入の部〉 〈消費支出の部〉

資金収支計算書

［表2］資金収支計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） （単位　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
資 産 売 却 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

6,459,765,664
181,911,310
14,810,738
826,680,227
407,747,000
418,933,227

0
127,834,710
712,456,000
37,485,328
313,564,786
2,133,153,000
3,156,376,166

△2,400,523,416
4,744,617,900
16,308,132,413

△47,320,664
△34,806,310
11,272,262

△36,447,227
11,071,000

△48,218,227
700,000

△16,916,710
△712,456,000
△5,437,328
△53,928,786
△69,087,000

△1,520,524,166

130,682,416
100

△2,354,969,413

4,765,446,000
1,681,389,000
736,703,000
21,462,000
189,580,000
365,759,000
138,746,000
1,156,626,000

505,681,000

80,000,000
△605,153,000
4,916,924,000
13,953,163,000

4,831,279,475
1,568,834,288
746,794,956
21,336,490
189,580,000
349,369,464
151,933,479
3,467,709,680

652,332,448

ー
△673,339,939
5,002,302,072
16,308,132,413

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

6,412,445,000
147,105,000
26,083,000
790,233,000
418,818,000
370,715,000

700,000
110,918,000

0
32,048,000
259,636,000
2,064,066,000
1,635,852,000

△2,269,841,000
4,744,618,000
13,953,163,000

収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部

（単位　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

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部
［表3］貸借対照表（平成26年3月31日現在）

平成24年度末
4,255,445,115
1,336,330,000
2,919,115,115
2,784,074,121
189,580,000
2,594,494,121
7,039,519,236

平成24年度末
27,000,695,759
950,000,000
484,000,000

28,434,695,759

平成24年度末
△7,337,516,450

〔△7,245,491,840〕
〔　 △92,024,610〕
△7,337,516,450
28,136,698,545

基 　 本 　 金 　 の 　 部

消 費 収 支 差 額 の 部

2013年（平成25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　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
資 産 売 却 差 額
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

4,711,705,000
2,066,528,000
820,680,000
21,462,000

0
2,000,000
80,000,000

7,702,375,000
△350,373,000

△7,337,516,000
△7,687,889,000

4,817,137,855
1,999,220,540
832,651,287
21,336,490
37,456,503
△3,644,500

ー

7,704,158,175
△267,698,435

△7,337,516,450
△7,605,214,885

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）〔△267,698,435円〕は、
消費収支計算書の当年度消費（収入△支出）超過額 △267,698,435円と一致する。

［表1］消費収支計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

△105,432,855
67,307,460

△11,971,287
125,510

△37,456,503
5,644,500
80,000,000

△1,783,175

平成25年度末
23,119,228,274
18,748,510,453
5,517,138,672
8,850,572,582
4,380,799,199
4,370,717,821

5,430,575,118
5,002,302,072
428,273,046

28,549,803,392

増△減　
△250,944,281
△189,580,000
△61,364,281
389,234,475

0
389,234,475
138,290,194

増△減　
492,513,088
50,000,000

0
542,513,088

増△減　
△267,698,435

〔　 △92,024,610〕
〔 △175,673,825〕

△267,698,435
413,104,847

増△減　
△17,938,060
△30,326,238
205,281,814
△227,476,563
△8,131,489
12,388,178

431,042,907
257,684,172
173,358,735

413,104,847

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

6,412,445,000
147,105,000
26,083,000
790,233,000
418,818,000
370,715,000

700,000
110,918,000

0
32,048,000
259,636,000
7,778,468,000
△426,466,000
7,352,002,000

6,459,765,664
181,911,310
18,718,803
826,680,227
407,747,000
418,933,227

0
127,834,710
13,012,000
37,485,328
313,564,786
7,978,972,828
△542,513,088
7,436,459,740

△47,320,664
△34,806,310
7,364,197

△36,447,227
11,071,000
△48,218,227

700,000
△16,916,710
△13,012,000
△5,437,328
△53,928,786
△200,504,828
116,047,088
△84,457,740

平成25年度末
4,004,500,834
1,146,750,000
2,857,750,834
3,173,308,596
189,580,000
2,983,728,596
7,177,809,430

平成25年度末
27,493,208,847
1,000,000,000
484,000,000

28,977,208,847

平成25年度末
△7,605,214,885

〔△7,337,516,450〕
〔　△267,698,435〕
△7,605,214,885
28,549,803,392

平成24年度末
23,137,166,334
18,778,836,691
5,311,856,858
9,078,049,145
4,388,930,688
4,358,329,643

4,999,532,211
4,744,617,900
254,914,311

28,136,698,545

△65,833,475
112,554,712
△10,091,956

125,510
0

16,389,536
△13,187,479

△2,311,083,680

△146,651,448

80,000,000
68,186,939

△85,378,072
△2,354,969,413
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思いきり楽しむ
国際文化コース２年Ｂ組

カナダの姉妹校ベルモント高校へ
（2014年9月～2015年1月）

野田　紫乃子

　交換留学生に選ばれてカナダに
行けることを知った時、とても嬉
しく感じました。同時に不安と寂
しさも沢山生まれ、通知の紙を何
回も読み直しても、なお実感が湧
かないままに日が過ぎて気がつく
と飛行場にいたような感覚でした。
カナダに到着してからの日の過ぎ
る早さも驚くほどで、約３週間何
不自由なく充実した日々を過ごし
ています。学校の先生方のストラ
イキで学校が始まらないという日
本では想像できない状況の中でし
たが、留学生のためのアクティビ
ティプログラムの中で沢山の経験
をし、観光もして他の生徒との交
流も深めることが出来ました。留

つけていきたいです。学校が始ま
るのでこれまでより忙しくなり、
しんどいと感じることも増えると
思いますが、英語を話すことを怖
がらずにここでの生活を思いきり
楽しみたいと思っています。自分
の成長を実感し満足のいく残り４
カ月間を過ごすのが私のこれから
の目標です。

学生のなかには私を含めて３人し
か日本人がおらず、日々の生活で
日本語を話すことが本当に少ない
ですが、それが残り４カ月の留学
生活をより意味のあるものにして
くれると思います。ホストファミ
リーは家族全員優しく面白く賑や
かで、私のつたない英語をじっく
り聞き取ってくれます。ホストメ
イトともと
ても良い関
係を築けて
いて、彼女
のお陰で友
達の輪を広
げることも
できていま
す。町に慣
れてきたの
で、これか
らもっと沢
山の発見を
して新しい
楽しみを見

将来、日本で先生に
国際文化コース1年Ｂ組

カナダの姉妹校ベルモント高校から
（2014年8月～12月）

Hannah Jubb

　８月末に、京都外大西高に来ま
した。京都の街は私が住んでいる
カナダのヴィクトリア市より大き
くてとても近代的です。ヴィクト
リア市の冬は摂氏マイナス15度に
なり、比べて京都はとても暖かい
ところです。カナダで日本語を少
し勉強してきました。ひらがな、
カタカナは学校で学びました。私
はひらがな、カタカナよりも漢字
に興味があり、自分で勉強してか
なり覚えました。まだ150字ぐら
いですけど･･･。名前のHannahは

すね。でもおハシが難しくて、た
だ今、おハシの持ち方を練習して
い ま す。 豆 腐 は 生 の ま ま で は
ちょっと…。外大西に留学してい
る間、いろんなことを体験したい。
中でも日本の歴史を特に勉強した
い。そして将来は日本で先生にな
りたいです。がんばります。

漢字で「花」かな。でもJubbは
ちょっとわかりません。漢字では
ないように思います。授業ではわ
からない言葉もたくさん出てきま
すが、英語が上手なクラスメート
がそばにいてくれますので、ちゃ
んと教えてくれます。みんなすご
く親切です。茨木市の同級生の家
でホームステイしています。阪急
電車で一緒に英語と日本語で話し
ながらの登校で
す。お寺や神社
とかもとても興
味があって、時
間があれば見学
したいと思って
います。好きな
日本食はうどん。
中でもきつねう
どんは大好きで

クラスメートとともに

友人とともに（左端が筆者）

＊学年は留学出発時
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　北京と上海を行ったり来たりす
る日々をかれこれ７年続けていま
す。実際に両方の街に住まいを持
ち、ほぼ毎週のように往来を繰り
返していると、つくづく違うなと
感じることがあります。
　それは言葉です。当然北京語と
上海語は全く違うのですが、幸い

中国には普通話という共通語があ
ります。と言っても、上海で暮ら
す人の使う普通話と、北京で暮ら
す人の普通話とは、かなり違いま
す。乱暴に言いますと、北京では
生半可な外国人の話す普通話では
聞き取ってもらえません。
　一方、上海で数年生活した駐在
員が「私も日常会話ぐらいは聞き
取れるようになったぞ」と思って
北京へ行くと、恐らくタクシー運
転手が言う目的地の確認の言葉す
ら聞き取れず、がっくりしてしま
うと思います。しかし、がっくり
する必要などなく、上海から北京
へ行っても同じような状況に陥る
ことは少なくないのです。
　反対に北京から上海に来ると、
自分の語学力が突然グレードアッ
プした錯覚に陥ります。「言って
いることが通じる」「相手の話が聞
き取れる」「俺は中国語の天才ちゃ

うか！」。でも、そんな訳はあり
ません。なぜかな？と考えてみて、
私は一つの結論に至りました。
　それは「上海で暮らす大多数の
人間にとって普通話は外国語であ
り、上手にしゃべれない」という
ことです。アメリカ合衆国より短
い歴史しか持たない大上海は、あ
る意味でニューヨークに負けない
移民（中国国内からの）都市なので、
差し当たって「言葉」に関しては寛
容なのでしょうか。
　とはいえ、私は中国語学科出身
です。上海の言語的寛容に甘えず、
また北京の“北京語普通話”にも打
ちのめされず、日々研さん努力し、
これからも顔も声も姿も心も全く
違う２つの都市、北京と上海で働
いていくつもりです。

1987年中国語学科卒
中島　一成

（中国・上海在住）

　現在、通訳という非常に深みの
ある仕事に携わっていますが、大
学生の時には、「将来通訳にはな
らないでおこう」、そう思ってい
たのです。現役スペイン人通訳の
方とお話をした時、その方が自分
の机の引き出しの中を見せてくれ
ました。一番下の大きな引き出し
の中に、無数のファイルが入って
いました。「医学、建築と色々な
分野に分けられているのですよ。
今まで担当した案件です。この積
み重ねがあって、60歳を過ぎた
今、ようやく通訳が楽になってき
ました」と。60過ぎて、楽にな
る？！衝撃的でした。“そんなに
勉強しないといけない仕事はやめ

ておこう”と、学生時代にははっ
きりそう思っていたことを覚えて
います。
　在学中は、文法も読解も苦手で
した。平均点ぎりぎりでした。た
だ、スペイン語を喋る事が好き
だったので、続けてきました。今
ではようやくスペイン語で本を読
み、楽しめるようにもなってきま
した。今、通訳をしています。楽
しい仕事です。あらゆる分野の専
門家の方々の通訳をします。もち
ろん最初はつらいです。専門用語
は日本語もスペイン語もちんぷん
かんぷんです。ただ、通訳をして
いるうちに少しずつ理解していけ
ます。単語も何回も出てくるので
覚えていきます。
　そして、専門家たちと話をして
いくうちに、新しい世界が目の前
に広がります。普段はいけない場

所に行くこ
ともできま
す。実際に
通訳をし始
めると、自
分 か ら“知
り た い”と
思う好奇心
と、話者の
言 葉 を“正
しく伝えたい”という気持ちで
いっぱいになります。得るもの、
体験できることがとても大きいか
ら、“つらい”“大変”と笑顔で言え
るのです。通訳・翻訳を目指すな
ら、まず小さな一歩から。まずは、
辞書を引いてみる。そこから小さ
な扉が開き始めます。

1999年イスパニア語学科卒
　戸枝　滝登

（ペルー・リマ在住）

顔や声、姿も心も違う
北京・上海　二都物語

つらいが楽しい通訳
新しい世界が広がる

Shanghai

Lima

上海の浦東エリアで

同
時
通
訳
ブ
ー
ス
内
で（
右
が
筆
者
）
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　今年５月の大型連休、京都外大西高の女子硬式野
球部は、文豪夏目漱石ゆかりの地、松山市「坊ちゃ
ん球場」隣の「マドンナスタジアム」にいた。第７回
JABA子規記念女子野球大会の決勝戦、相手は大阪
体育大学。先制はしたが、５回に逆転され１点リー
ドされた。「６、７回を３人ずつで終われば」と監督の
真鍋知尚先生＝写真下＝の考えていた通りの試合運
び、そして逆転。５－４で創部後初の優勝を手にした。
　真鍋監督が胴上げで宙を舞い、白井香澄コーチ、
主将の中村晶さん＝同右上＝も上がった。「みんな
泣いて喜んでいた」（真鍋監督）。「ほんとにうれし
かった。胴上げは最高の気分だった」（中村主将）と
喜びが爆発した。白井コーチを通じて、選手の声が
監督に届いた。「祝勝のアイスケーキが食べたい」。
ユニホームのままの監督とコーチが車で松山市内を
探した。三十数人分のアイスケーキなので１軒目の
店では数が足りず、そこで教えてもらった２軒目で
ようやく数がそろった。チョコのプレートに「おめ
でとう」のメッセージを付けるのにも時間がかかっ
たが、宿舎の晩ご飯には間に合った。「大喜びのよ
うだった」と真鍋監督。
　翌６月、第５回関西女子硬式野球選手権大会が、
京都府福知山の球場で開催された。16チームが参加
し、京都外大西高は準決勝で福知山成美高校に苦戦、
最終回に１－１に追いつきタイブレークの末、３－
２の逆転勝ち。決勝は履正社レクトヴィーナス（大
阪）と対戦、打線が大活躍し10－２（時間切れ５回終
了）で大勝、Vに輝いた。
　創部１年目は１年生だけだったために、大きな６

大会に出た
が、３位が
１回あった
ほかは、予
選敗退、ベ
スト８止ま
り だ っ た。
男子の甲子
園 と 違 い、
チームは少

なく、予選や地方大会があるわけで
なく「ベスト８と言っても、１つ勝
てばそうなることが多い」そうだ。

　「楽しい野球」がスローガン。でも楽し
いだけでは、野球は勝てない。真鍋監督は「大会の
チャンスが少ないので、勝たしてやらないと。ベス
ト４で止まりたくない」から「どうしたら勝てるか」
を考える。守備のときの敬遠もある。でも「追い込
んだらすぐ勝負せよ」と常に言っている。攻撃のと
きのサインは「盗塁」「待て」くらいで「基本はノーサ
イン」という。
　監督自身、高校で投手として２回、監督として３
回、甲子園の土を踏んでいる。その経験から、３ボー
ルになったら２球は「待て」。続けて３球ストライク
は入らない確率が高いからという。これで、７イニ
ングで相手に130～150球投げさせたこともある。「野
球は深いけど、やることは単純。そんな深くて単純
な楽しい野球を覚えてほしい」と話す。
　部員は36人（２年26人、１年10人）。うち17人が学
校から徒歩２分の寮に入っている。寮の部員は朝・
晩ご飯は大学の食堂が野球部女子用に準備してくれ
る。練習は照明設備もある西山グラウンド（西京区）。
授業がある日は午後３時40分頃、バスで出発、帰る
のは９時頃になる。日曜は朝９時半から午後６時半。
厳しいが、火曜日は練習お休み。これからの冬は基
本トレーニングで体力づくり、キャッチボールなど
の基本練習が主体。その後調整して３、４月の春の
大会に備える。「選手は野球がしたくてしょうがな
いようだ。試合中に指を（剥離）骨折しても、黙って
試合終了までプレーしていた。肉離れしても『大丈
夫です』。本当に強いのか、それより野球がしたい
のだなと思う」と真鍋監督は選手を評する。
　中村主将は「流れがわるいときは、落ち込んでは
いけないので雰囲気づくりが大切」という。監督、
コーチもアドバイスしてくれる。試合中、ダグアウ
ト前で円陣を組み、ファイティング・スピリットを
口に出す。「誰より野球を愛しているのは」「王者西
高！」「この試合に勝つのは」「王者西高！」「絶対勝
つぞ、ウオー！」。さらなる成長が期待される。

京都外大西高校硬式野球部 女子
　創部２年目で２大会優勝
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23学園日誌

高校　姉妹校オレワ・カレッジ（NZ）校長が訪問
（4.24）
大学　「新入生歓迎スポーツフェスティバル」（5.1）
大学　「石間裕給費奨学生採用証書授与式」

（5.12）
大学　国際文化資料館特別展「ラテンアメリ
カの楽器展」（5.13～6.14）
大学　第13回ラテンアメリカ教養講座「オーパ！
ブラジル」（5.14・21・28、6.4･11）
専門学校　「第1回校内企業説明会」（5.16）
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」（5.19）
京都外大「本の虫プロジェクト」初の創作コン
テスト　入賞10点作品集に（5.22付京都新聞）
大学　「後援会奨学生採用証書授与式」「後
援会課外活動奨励金授与式」（5.24）
大学　「総長貸費奨学金採用証書授与式」（5.26）
専門学校　「第2回校内企業説明会」（5.26）
専門学校　「スポーツ大会」（5.28）
大学　「イタリア語学科主催講演会」（6.5）
大学　「六月祭」（6.7）

大学　「校友会外国人留学生給費奨学金授
与式」（6.9）
アジア太平洋・大学－地域社会協働ネットワー
ク副理事長が来学（6.10）
大学　「後援会外国人留学生給費奨学金授
与式」（6.14）
第9回京都私学振興会賞「文化スポーツ活動
賞Ⅰ」に京都外大西高テニス部（女子）、「文化
スポーツ活動賞Ⅱ」に水泳部の髙栁祐太、松
井恵子の2選手が選ばれた（6.14付京都新聞）
全盲の加留学生、京都外大で日本語習得励む

（6.17付京都新聞）
競泳ジャパン・オープン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
で日本新記録を更新し優勝（6.21付京都新聞）
高校　ブルックライン高校（アメリカ ボストン）
研修旅行グループ17名が訪問（6.21～28）
大学　「オープンキャンパス」（6.22、8.1～3、9.7）
高校　日本メキシコ学院（メキシコ）研修グルー
プ3名が訪問（6.24～7.3）
専門学校　「学外見学」国立民族学博物館

（6.26）
大学　本の虫プロジェクト　Readers Lounge

（読書交流会）「柴崎友香さんの作品を読んで
話そう！」（7.2）
大学　「秋学期派遣留学生奨学金授与式」（7.14）
高校　姉妹校オレワ・カレッジ（NZ）研修旅行
グループ14名が訪問（7.14～17）
専門学校　留学生クラスが京都市市民防災セ
ンターに体験授業（7.17）
大学　京都光華女子大学・同短期大学部との
FD・SDにおける連携協力に関する協定結ぶ（7.18）
大学　国際文化資料館企画展「第4回京の
匠展―瓦葺き―」（7.22～8.30）
大学　「2014年度交換留学生・短期日本語研
修生修了証書授与式」（7.26）

大学　「子ども異文化体験教室」（7.30）
大学　「夏季英語セミナー」（8.4･5）
高校　総体空手男子団体組手で京都外大西
高が3位入賞、学校対抗得点で4位入賞（8.5
付京都新聞）
大学　「English Summer School ～楽しく英
語を学ぼう～」（8.5～7）
高校　総体テニス女子ダブルスで京都外大西
高（清水・三輪組）が準優勝（8.8）
高校　総体競泳で岩本愛結が女子100ｍ自由
形優勝・200ｍ自由形6位、髙栁祐太が男子

200ｍ個人メドレー 6位、松田健志が200ｍ自
由形7位、小山圭一郎が100ｍ平泳ぎ8位、京
都外大西高が男子400ｍリレー 4位・800ｍリ
レー 3位、女子400ｍリレー 3位、男子総合8位、
女子総合5位入賞（8.17～8.20）
大学　武道体育館に「ムスリム祈祷室」が開室

（8.20）
大学　「夏休み子どもスポーツ体験ウィーク」
英語でスポーツ指導（8.20～23）
高校　第37回全国JOCジュニアオリンピックカッ
プ夏季水泳競技大会で小山圭一郎が200ｍ平泳
ぎ3位・100ｍ平泳ぎ4位、松田健志が400ｍ個
人メドレー 5位、髙栁祐太が200ｍ・400ｍ自由形
2位、京都外大西高が男子400ｍフリーリレー 4位、
女子400ｍフリーリレーで8位入賞（8.26～30）
高校　「文化祭」（9.4･5）
高校　長崎がんばらんば国体2014 競泳で岩本
愛結が少年女子A100m自由形5位、今西志帆
が少年女子B200m個人メドレー 8位、松田健志
が少年男子A200m背泳ぎ6位、髙栁祐太が少
年男子A400m個人メドレー 7位、松田健志、
小山圭一郎、武田一星、髙栁祐太が少年男子
A400mメドレーリレーで5位入賞（9.12～14）
大学　外務省主催「国際問題プレゼンテーショ
ン・コンテスト」で英米語学科2年次生の森嶌
亜耶が優秀賞に選ばれる（9.27）
高校　「体育祭」（9.29）
大学　国際文化資料館収蔵品展「What do 
you like? ～嗜好品から探る～」（9.29～10.25）
大学　「推薦入試対策講座」（10.5）
仁川アジア大会　空手組手男子84㌔級で京都
外大西高出身の荒賀龍太郎が優勝。（10.5付
京都新聞）
大学　シェイクスピア生誕450周年記念稀覯
書展示会「シェイクスピアの世界とその書物の
変遷」（10.21～29）
高校　アンティオク大学（アメリカ）日本プログラ
ム留学生9名が訪問（10.23）
専門学校　「学園祭」（10.31）
大学　「外大祭」「語劇祭」（11.1～3）
高校　第65回京都府高校駅伝に優勝し、12
月21日開催の全国高校駅伝に京都代表として
出場（11.3付京都新聞）
高校　ユネスコスクール世界大会参加予定の
海外チーム4カ国20名が訪問（11.4）

　キャンパスには今日も忙しそうに足早に歩く人が行き交っています。忙しいのは
分かっています。だからこそ本を読み、映画を見てほしいと私はいつも思っていま
す。幸運にも京都外大には「本の虫プロジェクト」というのがあって、読書を通して

「人間力」を高めようというわけです。多忙を言い訳にしている人は、目の前のこと
への対応で手いっぱいなのでしょう。しかし、自分の将来のこと、これからの私た
ちの国のありようなどを探るのに、そんな忙しさでは思索もできないと思います。
余裕を失った人たちが作る将来に、ゆとりある社会があるはずもないのですから。
ここはじっくりと、自分の中にあるいろいろな声、かすかなささやきにも耳を傾け
ることから始めたいと思います。秋の夜の虫の声に耳を傾けながら･･･。（内田晃弘）

　今年もあと僅かとなりました。振り返ってみると、暗いニュースや天災地変によ
る悲しいニュースが心に残った一年でした。そんな中でも、時には心に光を照らし
てくれる出来事もありました。その一つは、テニスの全米オープンで準優勝を飾った
錦織圭選手。世界で活躍する日本人アスリートの勇姿は日本を元気づけました。来
年は、明るいニュースで溢れる一年であってほしいと思います。　　　　（木村雅美）
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●一般入試対策講座（12月14日）
●ナショナル・ウイーク［英米語学科・キャリア英語科］（12月15日～19日）
●第47回教養講座「新春コンサート」（1月20日）

●全日制課程学校相談会（12月13日）
●通信制課程学校説明会（1月17日、2月7日・22日）
●フェアウェルパーティー（2月17日）

●特別講演会（12月10日）
●学校見学会（1月10日、2月14日・28日、3月14日）

●和歌山支部（ジョン・ケンドリック杯スピーチコンテスト）（12月7日）
●大阪支部互礼会（1月25日）

Information!!
［12～３月までの予定］

　本学園は、これまで大学、短期大学、高等
学校、専門学校それぞれにおいて、教学内容
の充実化をはじめキャンパスの基盤整備に努
めてきました。
　現在まで、新キャンパス 11号館・12号館、
森田記念講堂、６号館、留学生寮カレッジレ
ジデンスA・B、１号館、天神川グラウンド、
武道体育館、専門学校１号棟などの諸施設の
建設・整備を、併せてそれらの耐震補強を皆
様のご支援をいただき進めてまいりました。
　こうした中、これからも学生生徒の安心安

全な教育環境を確保し、国際社会で活躍でき
る実践力・人間力を兼ね備えた多くの人材を
世に送り出していくために、今後とも皆様方
の一層のお力添えを賜りたく、重ねてお願い
申し上げます。

「教育環境充実募金」についての
　　　　　　　　お問い合わせは――。

学校法人京都外国語大学 募金事務局
TEL 075-322-6555　 FAX 075-311-8989
http://www.kufs.ac.jp
e-mail hojin@kufs.ac.jp

世界を見つめる広い心を持った人材育成のために――
教育環境充実募金に皆様のお力添えを

大学・総長招待学位記授与祝賀会
（H26.9.19）

大学・第56回語劇祭
（H26.11.1～3）

大学・総長招待学位記授与祝賀会
（H26.9.19）

大学・9月学位記授
与式（H26.9.19）

大学・第56回外大祭（H26.11.1～3）大学・9月入学留学
生歓迎

　　　森田理事長招
宴（H26.10.21）

専門学校・夏期英米語セミナー
（H26.8.23～9.27）
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