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在外研究の折､ ある老紳士に専門は何かと聞かれ
た｡ 自分の専門をこのように話すのはそれほど好き
ではないのだが､ ‘ linguistics’と答えると彼は
｢それは何ですか｣ と聞き返してきた｡ 予想外の反
応に‘a study of language’(下線筆者｡ 以下同
様) と説明するとなおさら困惑した表情になった｡
この語が刷り込まれている私はやっとその時この学
問も新しい分野だったということを再認識したもの
である｡ 新しい概念とともに既存の語の意味は変化
し､ 新しい言葉がつくられる｡
Grammarという言葉の意味も変化している｡ 語

源の詳細は省略するが正統的にはラテン語の
grammaticaに由来する｡ さらに､ gramはギリシャ
語の ｢文字｣ を表し､ ticaは同じくartを意味してい
る｡ 文字通りgrammarは ｢文｣ の ｢法｣ であった｡
しかもそれはラテン語を対象とし､いわゆる
Grammar Schoolも ｢ラテン語学校｣ という意味で
ある｡ つまりEnglish grammarというフレーズは存
在しなかったということになる｡ 事実OEDには
English grammarという言葉は17世紀になって初め
て劇作家Ben Jonsonが使用したという記述がある
から､ grammarがラテン語から自由になるまでは数
百年を要したことになる｡
ラテン語から開放されたとはいえgrammarはあく

までも‘the art of speaking and writing a lan-
guage correctly’であり､それは個別具体的な英語
を｢秘術｣として会得する方法であった｡ 筆者は学生
達には文法の｢法｣は法律の｢法｣ではなく､自然法則
の｢法｣であると常々説いている｡しかし､ここまでの
話では文法はコミュニケーションを円滑にするため
に人が守らなければならない ｢法律｣ そのものであっ
て､ 主体的に発見すべき ｢法則｣ とは無縁である｡
さてlinguisticsという語｡ この語 (linguistic-名詞)
はOEDによれば19世紀の後半に登場したが､ 言葉
の研究状況を一変させた｡ その説明には‘Of or
pertaining to the knowledge or study of lan-
guages. Also used for: Of or pertaining to lan-
guage or languages’とある｡ 注意したいのは後
半部の‘language’である｡ 我々が日常的に使用
しているのは a language/languagesであり､
languageではない｡ 冠詞がついていない ｢抽象言
語｣ とは何を意味するのであろうか｡ 文法も日常的
に意識することはないが､ 抽象言語などを意識する
ことはまずない｡ 従って､ 冒頭で触れた‘a study
of language’という答えはあの紳士にとっては意

味不明の表現であったという可能性が十分に考えら
れる｡ ちなみにlingualはラテン語で ｢舌｣ を意味す
るから､ 彼の脳裡には全く別の分野の学問が浮かん
だのかもしれない｡‘English linguistics’と聞いた
らどのような連想をしたであろうか｡
実は英語や日本語など ｢個別具体的｣ 言語も一定
の形を持たない抽象概念であるが､ このlanguage
はもう一つ別の次元に属する概念である｡ 意識する
しないにかかわらずそれは languagesの背後
(meta) に存在し､ 個別言語を支配する法則である｡
言語を有するのは人間であるから､ languageは人
間そのものである｡ このことを主張したのが
Chomskyである｡ これまでの ｢文法｣ 観からする
とこのlanguageという発想は言語研究にとっては
やはり革命的なことであると思う｡ 言語学は今や言
語そのもの､ 即ち人間そのものを守備範囲に取り込
んだのである｡ (ちなみに現在は ｢文法｣ もこの意
味で用いられることがある｡) 人間を対象とする学
問は言語学に限らないが､ しかし言語学では､ 対象
としての言語が分析の手段でもあるという循環が成
立しているところに大きな特徴がある｡ 手段が対象
でもあるから､ まるでメビウスの帯かウロボロスの
蛇の図である｡
３年前の秋Stephen Hawking博士の講演を聴い
た｡ 門外漢としてはAnthropic Principle (人間原理)
という言葉が最も印象的であった｡ 科学はこれまで
客観的に存在する対象を観察し続け､ その範囲を宇
宙にまで広げていった｡ 宇宙というマクロを観察す
るためには素粒子というミクロを観察しなければな
らないということ自体も壮大なアイロニーであるが､
筆者には､ Big Bang以来膨張し続ける宇宙を逆算
するとnutshellの形になるといわれるものの､ それ
ではそのnutshellはどこにあったのかという (問う
てはならない) 疑問がどうしても拭いきれない｡
Anthropic Principleという語はそれを払拭してくれ
そうにも思う｡ ものごとの根本原理を追求すると結
局のところ人間に帰ってくるのである｡
アリストテレスのMetaphysicsから2000年のち

にデカルトが思惟する人間自身に気付いた｡
languagesを支配するメタ概念 (language) の導
入によって言葉の研究も形而上学の領域に入ったと
いえるかもしれない｡ しかし､ Metaphysicsが
physics (自然学) なしにはありえないように､ 個
別言語の徹底的な観察と研究が大前提であることは
言うまでもないことである｡

学生部長 和 田 四 郎
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[学 生 係]

■冬季休業中の事務取扱い等について
１. 年末年始の12月26日(金)から１月４日(日)ま
では事務の取扱い及び施設の利用はできません｡

２. 上記期間以外の学生課・学生会館の窓口時間
月・水・金曜日 ９：00～20：00
火 ・ 木 曜 日 ９：00～17：00
(注意) 学生会館等の土・日曜日等 (９：00

～17：00) の利用については､ 特に事
由があり､ 事前に (７日前) 願い出て
使用許可を受けた場合に限ります｡

■日本育英会奨学金返還説明会について
１. 日時 11月19日(水) 14：20～(第1AV教室)

26日(水) 14：20～(第1AV教室)
27日(木) 17：30～(208教室)

いずれかの日時に出席してください｡
２. 対象 日本育英会奨学生の４年生で2004年３

月に貸与終了となる者｡
なお､ 当日やむをえず出席できない者は､ 12月
中旬に学生係まで ｢借用証書｣ (｢返還誓約書｣)と
｢返還のてびき｣ を必ず受け取りに来てください｡

■健康相談について
毎月 (８月､ ９月､ ３月を除く) 第３金曜日の
午後３時に健康相談を実施しています｡ 健康につ
いて何でも気軽に相談 (無料) をしてください｡
なお､ 健康相談を希望する者は､ ３日前までに
申し込みをしてください｡ (保健室)

[就職推進室]

就職推進室では､ みなさんの就職活動を推進す
るため､ 就職ガイダンスや各種セミナーを開催し
ています｡ みなさんの積極的な参加を待っていま
す｡ また､ 就職に関する相談は気軽に就職推進室
までお越しください｡
※ガイダンス､ セミナー等については､ 日程・内
容が変更する場合がありますので､ 大学本部棟
前及び就職推進室前の掲示板で最新情報を確認
してください｡

■内定届・就職活動アンケートの提出について
(４年生の内定者のみなさんへ)
企業から内定 (内々定) の連絡を受けた場合､
又は公務員試験に合格した場合等には就職推進室
に必ず ｢内定届｣ を提出してください｡ 用紙は就
職推進室にあります｡
すでに ｢内定届｣ を提出された方で今後も就職
活動を継続すると届けられた方は､ 新たな内定先
が決まれば､ 改めて ｢内定届｣ を提出してくださ
い｡
なお､ 新たな内定先が決まらない場合でもその
結果 (就職先) について報告してください｡
また､ ｢就職活動についてのアンケート｣ にも
ご協力をお願いします｡

■進路予定届の提出について
(４年生､ 大学院修士２年生・博士３年生の
みなさんへ)
平成16年春卒業予定者 (学部４年生､ 大学院修
士２年生・博士３年生) の進路 (現時点での予定)
について調査していますので10月31日(金)までに
必ず就職推進室へ ｢進路予定届｣ の記入に来てく
ださい｡ (就職希望者で既に ｢内定届｣ を提出さ
れている方を除く)
[文部科学省の学校基本調査の基礎データとなり
ますので皆さんのご協力をお願いします｡]

■就職ガイダンス (３年生対象) について
就職ガイダンスを次の日程で開催しますので､
就職希望者は必ず参加してください｡

１. 第３回就職ガイダンス
日時 10月15日(水) 13：00～15：40
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容・ ｢業界研究を始める｣

人事コンサルタント 石田 秀朗
・ ｢リクルートナビの活用法｣ リクルート

※就職ガイダンス終了後 (15：50～)､ 就職対
策テストを実施します｡

２. 第４回就職ガイダンス
日時 11月12日(水) 13：00～16：30
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容・ ｢自己分析を始める｣

キャリアコンサルタント 本田 勝裕
・ ｢就職に失敗しないための情報収集術｣
日本経済新聞社 今田 光彦

・ ｢日経 学生経済常識テスト｣
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(受験料600円) [希望者のみ]
日経大阪販売開発

３. 第５回就職ガイダンス
日時 12月３日(水) 13：00～17：00
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容・ ｢職種研究について｣

毎日コミュニケーションズ 田川 久美
・ ｢４年生就職内定者体験報告会

－ＯＢ訪問の第一歩―｣

４. 第６回就職ガイダンス
日時 １月14日(水) 13：00～14：30
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 ｢ビシネスマナーについて｣

就職コンサルタント 藤原 琴

■業界研究会 (３年生対象) について
様々な分野の業界を代表する企業を招いて､ 各
業界の情報を提供します｡

日時 10月22日､ 11月19日､ 26日(水) 予定
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 メーカー・物流・金融・旅行業界等の人気

企業による業界研究会
(協力企業) サントリー､ 京セラ､ シャー
プ､ 神戸製鋼所､ ネスレジャパン､ 近鉄
エクスプレス､ 万有製薬､ ＪＩＣＡ､ 三
井住友銀行､ みずほ銀行 他

■就職対策テスト (３年生対象) について
希望者は事前に､ 受験料を添えて外大生協書籍
部まで申込んでください｡ (当日申し込み可)

１. 日時 10月15日(水) 15：50～17：20
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容・ ｢適性診断テスト｣
・ ｢一般常識テスト｣ 学生援護会

受験料 2,500円
※第３回就職ガイダンス終了後実施します｡

２. 日時 11月12日(水) 16：00～16：30
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 ｢日経 学生経済常識テスト｣
受験料 600円
※第４回就職ガイダンスの中で実施します｡

■就職対策講座 (全学年対象) について
１. 公務員採用試験ガイダンス
日時 10月29日(水) 13：00～14：30
場所 学生会館 第４・第５会議室
内容 公務員の職務内容・試験の概要・難易度・

勉強方法について
東京リーガルマインド

２. 教員採用試験ガイダンス
日時 10月29日(水) 15：00～16：30
場所 学生会館 第４・第５会議室
内容 教員採用試験の現状､ 筆記試験内容・人

物評価試験内容について
東京アカデミー

■就職対策講座 (３年生対象) について
１. エントリーシート対策講座パートⅠ
日時 12月10日(水) 13：00～15：00
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 よくわかるエントリーシートの書き方

Ｌ. Ｃ. 研究所 田原 圭子
受験料 1,890円
※希望者は事前に､ 受験料を添えて外大生協書籍
部まで申込んでください｡ (当日申し込み可)

２. メイクアップ＆スーツ講座
日時 平成16年１月中旬 (予定)
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 メイクアップ実演及びカラーコーディネ

イトのアドバイス及びリクルートスーツ
やアイテムの選び方について

３. エントリーシート対策講座パートⅡ
日時 平成16年２月中旬 (予定)
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)

■公務員採用試験・教員採用試験説明会
(全学年対象) について
日時 12月17日(水) 13：00～16：00
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (３) (４) 他
内容 ｢公務員採用試験説明会｣

国家公務員・地方公務員 (兵庫県・神
戸市・近隣市他) 採用試験・職務内容
等についての説明をブース形式で並行
開催します｡
人事院近畿事務局・兵庫県・神戸市
人事委員会他

■外務省在外公館派遣員制度説明会
(全学年対象) について
日時 10月中旬開催予定
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (４)
内容 在外公館派遣員の職務内容及び試験の内

容等について説明します｡
(社) 国際交流サービス協会
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■派遣制度説明会 (４年生対象) について
日時 11月下旬又は12月上旬開催予定
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室
内容 新卒派遣､ 紹介予定派遣について説明し

ます｡
(株) パソナ

■カレッジＴＯＥＩＣ (全学年対象) について
大学生協が運営するＴＯＥＩＣの団体特別受験
制度です｡ 希望者は各自大学生協書籍部に申込ん
でください｡ 受験料は4,040円です｡
学習計画を立てて何回でもチヤレンジしてくだ
さい｡
※11月４日・５日は同一問題ですので重複受験は
できません｡

１. 日時 11月４日(火) 17：00～19：45
場所 ＵＮＩＴＹ セミナー室 (３)
申込受付期間 10月１日(水)～31日(金)

２. 日時 11月5日(水) 13：00～15：45
場所 第２学舎 504・505教室
申込受付期間 10月１日(水)～31日(金)

３. 日時 12月10日(水) 13：00～15：45
場所 第２学舎 504・505教室
申込受付期間 11月６日(木)～12月５日(金)

４. 日時 ２月４日(水) 13：00～15：45
場所 第２学舎 504・505教室
申込受付期間 １月５日(月)～31日(土)

[教 務 係]

■修士論文の提出について (大学院)
修士論文を提出しようとする院生は､ 修士論文
題目届を11月４日(火)～14日(金)の各日の９：00
～17：00の間に教務係まで提出してください｡
修士論文は2004年１月９日(金)17：00までに教
務係に提出してください｡ 期限後はいかなる理由
があろうと受理しません｡
作成にあたっては､ 学生便覧及び掲示板を参照
してください｡

■博士課程年次報告論文の提出について (大学院)
１年次及び２年次の報告論文は2004年１月９日
(金)17：00までに教務係に提出してください｡
作成にあたっては､ 指導教授の指示にしたがっ
てください｡

■卒業論文の提出について
卒業論文を提出しようとするものは､ 指導教員
にその旨を届け出て､ 論文題目の承認を受けて提
出してください｡
１. 提出期限 2003年11月20日(木)～28日(金)
２. 提出場所 教務係
３. 受付時間 ９：00～21：00 (昼休みを除く)
４. そ の 他

｢卒業論文題目届｣ の用紙は､ 教務係で配
布します｡
卒業論文は､ 2004年１月13日(火)までに教
務係に提出してください (ただし､ 休日は受
け付けません)｡

■補講について
12月16日(火)～22日(月)は補講期間になってお
り､ 担当教員から届出があれば掲示しますので注
意してください｡

■冬季休業中の開館日程について
12月16日(火)～25日(木)
開館時間 ９：00～19：30
(ただし12月18日(木)は館内整理日のため
17：00～19：30のみ開館します｡)

12月26日(金)
開館時間 ９：00～16：30
12月27日(土)～2004年１月４日(日)
終日閉館します｡

■冬季特別貸出の実施について
下記のとおり冬季休業前に長期貸出を行います｡
長期貸出期間：12月1日(月)～26日(金)
返 却 日：2004年１月９日(金)
貸 出 冊 数：１・２年生､ 科目等履修生､ 及

び学外者は上限が通常の５冊か
ら７冊になります｡ 他は通常ど
おりです｡
※院生は12月13日(土)以降の返
却日は４週間後になります｡

視聴覚ライブラリー
■ＤＶＤ鑑賞会の開催について
日時：毎月第２水曜日 12：45～
場所：第２ＡＶ教室
上映作品：10月８日 ｢戦場のピアニスト｣

11月12日 ｢ロード・オブ・ザ・リン
グ 二つの塔｣

12月10日 未定
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詳しくは､ 別途掲示でお知らせします｡

■冬季休業中の開室時間について
12月16日(火)～26日(金)
９：30～12：30､ 13：30～16：30 開室
12月27日(土)～１月４日(日)
終日閉室

■ＡＶ教室・視聴覚教室利用について
１. 飲食の厳禁
ＡＶ教室の机には､ テープレコーダーやＴＶ
モニターが収納されていますので､ 水・コーヒー
などの飲料を被ると､ 故障の原因となります｡
ケースによっては､ 損害を賠償してもらうこと
になります｡ したがって､ ＡＶ教室内での飲食
行為や机上に飲食物を置くことは､ 絶対にしな
いでください｡
２. 雨天時のスリッパの使用
ＡＶ教室にはカーペットが敷かれており､ そ
の下は木製の床板になっています｡ 雨天時の濡
れた靴での入室はカーペットの水分吸収による
床板の腐食の恐れがあります｡ したがって､ 雨
天時には､ スリッパへの履き替えを､ くれぐれ
もよろしくお願いします｡

[事 務 係]

■研究会会計報告について
2002年度の研究会収支決算が出ましたので､
お知らせします｡

【収 入】
科 目 金 額 (円)

前年度繰越金 ８,５１３,４７７
会 費 ４,４５５,０００
論叢売却代 １,５３３,０００
預 金 利 息 ５,３３６
雑 収 入 １９０,０００

合 計 １４,６９６,８１３

【支 出】
科 目 金 額 (円)

印 刷 料 ６,８２５,０００
雑 支 出 ７８,５４５

小 計 ６,９０３,５４５
翌年度繰越金 ７,７９３,２６８

合 計 １４,６９６,８１３

[経 理 係]

■授業料後期分の納入について
平成15年度後期分授業料納入通知書を10月中旬
に送付しますので､ 納付期限 (10月末日) に遅れ
ないように銀行の窓口で払い込んでください｡
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田中悟・岡村誠・新海哲哉
｢技術知識の補完性とプロパテン
ト政策の効果｣
後藤晃・長岡貞男編 (2003)
『知的財産制度とイノベーション』
(東京大学出版会) 第７章所収｡
(408ページ・4,800円)
1980年代以降､ アメリカにおいて行われるように
なった ｢プロパテント (特許権の保護強化) 政策｣
は､ 内外に大きな影響を与えてきた｡ 近年､ 日本で
も知的財産権の重要性が叫ばれるようになり､ 経済
学の分野においても､ 知的財産権の保護強化が経済
社会にどのような影響を与えるのかについて活発な
研究が行われるようになった｡ 本学では､ ３名の経
済学専攻のスタッフが学内共同研究という形で､ こ
のテーマについて理論的観点から研究を行ってきた｡
昨年､ 一橋大学で行われた知的財産権制度とイノベー
ションに関するワークショップならびにコンファレ
ンスにおいてこの研究を報告する機会を与えられ､
その際の提出論文をベースにして公刊されたのが標
記の寄稿論文である｡ 以下では､ 論文の内容をごく
簡単に紹介しよう｡
近年のイノベーションの特徴の一つは､ 技術自体
が非常に高度化・複雑化したために､ １つの商品が
多数の異なる技術に立脚して生産されているという
点にある(例えば､ カメラ付き携帯電話機は､ 実に
19,000件もの特許化された技術を用いて生産されて
いると言う！)｡ こうしたイノベーションの特徴(技
術知識の補完性)は､ 製品を構成する個々の技術が
互いに異なる企業によって開発・保有される傾向を
持つから､ 技術知識の伝播のあり方が企業の研究開
発インセンティブ――ひいてはイノベーション――
に重要な意味を持つことになる｡ ｢プロパテント政
策｣ は特許権を保護強化する政策であり､ この政策
の実行は模倣が容易なレジームから模倣が困難なレ
ジーム(そこでは技術知識はライセンスを通じて伝
播される)への政策的移行という側面を持つ｡ 論文
では､ このように理解された ｢プロパテント政策｣
の効果が技術知識の補完性の程度とどのような関係
を持つかという問題を､ 現実を単純化した経済理論
モデルを用いて検討した｡ そこでは､ 技術知識の補
完性を２つの異なる技術に基づいて製品が生産され
ている状況と捉えたモデルの分析を通じて､ ｢プロ
パテント政策｣ は企業の研究開発インセンティブを
引き上げる効果を持つものの､ その効果は(例えば
ＩＴ関連業種に見られるように)技術知識の補完性
の程度が大きいときには相対的に小さなものになる
ことが示されている｡
もっとも､ 知的財産権をめぐる経済現象には､ 理

論的にも実証的にも未解明の問題が山積している｡
こうしたチャレンジングな問題に関心を持つ学生が
多く現れることを期待したい｡

(記：田中 悟)

小林 致広
2002年度の在外研究では､ メキシコの社会人類学
高等調査研究所 (CIESAS) を本拠に､ ７・8月に
は南米のペルーとボリビア､ １月には中米グアテマ
ラに滞在しながら､ おもに先住民運動に関する調査
を行なった｡ 一四年ぶりの一年間の海外生活だった
が､ 前回とちがうさまざまな体験ができた｡

フジモリは生きている／くそったれ､ 泥棒やろう
南米の滞在は初めてだった｡ 馴染みのある中米に
比べて､ ペルー､ とくに首都リマではかなり緊張し
て過ごすことになった｡ だが､ ペルーでコーディネー
ターをするゼミ卒業生Ａさんの世話でなんとか過ご
せた｡ 旧市街は ｢おのぼりさん｣ にはあぶないだろ
うと､ 新市街のホテルを世話してもらった｡ 実際､
到着の翌日､ 襲撃の現場に遭遇することになった｡
バンバンという音で振り返ると､ 黒い銃を持った男
が後続のバンに乗っていた家族から金を巻き上げて
いた｡ 配偶者の顔はひきつっていた｡
地下鉄のないリマ市内の移動は厄介で､ 路線バス
のルートに不案内な者は､ ｢タクシー｣ の紙切れの
ある車を見つけ交渉しなければならない｡ 規制不在
で紙切れさえあれば誰でもタクシー運転手になれる｡
車の１割以上が日本の中古車､ ××町役場､ △△旅
館などの日本語が残っている｡ そこにはフジモリ政
権下の日本とペルーの奇妙な関係が読み取れる｡
滞在中､ トレド大統領をめぐるゴシップは次々と
登場した｡ 愛人に生ませた娘の認知をめぐるＤＮＡ
鑑定の中止命令を最高裁判所に出させたり､ 独立記
念式典に夫人が同伴せず､ 娘と渡仏したという噂が
流れていた (実際はタヒチで保養)｡ 現政権の無策
ぶりは明白だった｡ 首長選挙を秋に控えていた市内
の道路には ｢フジモリは生きている！｣ という小さ
な落書きがあった｡ フジモリについては､ 今より安
心して生活できたと治安面の功績を評価する意見と､
ペルー人に拝金主義を刷り込んでしまい､ ダメにし
たという否定的な意見とがあった｡
南部アレキパ市で乗ったタクシー (この市はタク
シー標識あり) の運転手(元公務員)は､ ｢奴のせい
で年金がない｡ あの泥棒やろう！｣ とまくしたてた｡

誰の呪い？
冬期のリマは ｢アタワルパの呪い｣ といわれる海
霧ガルーアに覆われ､ 最高気温19度､ 最低気温17度､
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湿度90％､ 太陽が見えない日々が延々と続く｡ 上記
のような事件もあったため､ 長居は無用と､ 太陽光
を求め早々に乾期のアンデス高地に向かった｡ だが､
マチュピチュ遺跡の訪問時を除き､ クスコでも青い
空にはお目にかかれなかった｡ ウルバンバ河谷のカ
ルカ村を調査中の民博の藤井氏も今年は晴天が少な
いと言っていた｡ その後､ ボリビアに向かったが､
国境のプーノ一帯では､ 30年ぶりの大降雪で大きな
被害が出ていた｡ リャマやアルパカが牧草を食べら
れず､ 数千頭が餓死する事態になっていた｡
メキシコに帰って荷物を整理していると､ 未現像
のフィルム７本が抜かれていたことが判明した｡
｢もう一度アンデスに来いという神の思し召しでは？｣
と､ Ａさんは慰めてくれた｡

コンドルは鼻をつまんでアレキパ上空を飛ぶ
メキシコに比べて､ アンデス地域では先住民と非
先住民の対立関係が極めて明白な形で観察できる｡
ボリビアの憲法上の首都スクレでは､ コカ栽培農民
の指導者エボ・モラーレスと偶然出会った｡ この話
をラパスの旅行代理店の日系女性に話すと､ ｢彼は
嫌われているんですよ｣ と言った｡ 彼は大統領選挙
で２位になり､ ボリビア初の先住民大統領誕生か？
とも噂された｡ だが､ 米国は彼の反新自由主義の姿
勢を拒絶していた｡ 国会議員による決選投票で大統
領に就任したのは､ 今回が３度目の大統領就任とな
る富裕な白人エリートだった｡ 東部のガス資源を売
却するという新政権の新自由主義政策に抗議するデ
モがラパスの街頭で日々展開されていた｡
国会では山高帽姿の女性議員がケチュア語やアイ
マラ語で演説するため､ ニュースにスペイン語字幕
が出ることもある｡ しかし､ 両者の溝は極めて深い｡
ラパスに滞在中､ ボリーバル生誕記念日に軍学校の
生徒主体の行進があった｡ その行進に向かってひと
りの年配の先住民女性が ｢人殺し｣ と叫び続けてい
た｡ 彼女の親族が1970－80年代の軍政による鉱山労
働者や農民の虐殺の犠牲になったものと思われる｡
アンデス高地の先住民が太平洋岸低地の都市に移
住する現象は､ ｢コスタのアンデス化｣ と呼ばれて
いる｡ リマで雑貨店を営むルーチョはアイマラ語が
話されるプーノの出身だが､ 母語を日常的に使うこ
とはない｡ 訪問したアレキパ市が小奇麗であったこ
とを話すと､ 次のような小話をしてくれた｡
｢アレキパの上空では､ 白人の臭いがきついので､
コンドルは鼻をつまんで上空高く飛ぶんだよ｣

非識字の大学生？
Ａさんの配偶者セノンは国立サンマルコス大学文
学部の教員である｡ 彼はトレド政権の教育省次官の
顧問を務めていた｡ 任務は､ 1990年代に雨後の筍の
ように出来た多くの大学を整備統合するため､ 大学
改革案を策定することだった｡ だが､ 大統領は地方

都市に行くたびに､ 大学設置の空手形を振りまいて
いた｡ 地方への出張も夜行バス､ 必要最低限の経費
しか申請しないという真面目な彼の姿勢に省内役人
は違和感を感じていたという｡ 彼が見本を示さない
と､ 報告書や計画案の作成も始まらなかったという｡
守旧派の長老が新大臣に任命されたので､ 実行され
ることのない改革案を提出し､ 顧問を辞任した｡
中南米全域でかつての日本の大学増設ブームにも
似た現象が起きている｡ ４月にメキシコ市に到着し
た後､ インスルヘンテ大学､ 国際大学､ ソル・フア
ナ大学､ メキシコ市大学など､ 初めて聞く名前の大
学が多いことに気づいた｡ 大半は､ 英語､ コンピュー
タ､ 秘書､ 事務経理､ 旅行業務など実務資格の取得
を旗印とした大学である｡ 大学の急増と並行し､ 入
学者の学力が著しく低下していることも事実である｡
大学で講義を担当するCIESASの同僚も､ ｢今の学
生ときたら本が読めない｡ 非識字者だ｣ と嘆いてい
た｡ ｢日本もだよ｣ と私も相槌を打った｡

ワステカ研究計画の仲間たち
メキシコ北東部のワステカは､ メキシコの最貧困
地域のひとつで､ マヤ系のワステカ (自称テネック)
など７つの民族が混住する多民族地域である｡ 『メ
キシコからの手紙－インディヘナのなかで考えたこ
と』 (岩波新書) の著者バイオリニストの黒沼ゆり
子が1970年代半ばに滞在していた地域である｡
CIESASのワステカ研究計画に参加している大学院
生はまじめに研究に取り組んでいた｡ 私の机があっ
た研究計画資料室の隣にある文書化室では､ 彼女た
ち (メキシコでは人類学専攻の男性は少数派) が自
分の研究だけでなく､ データベース作りに励んでい
た｡ 入手困難な研究書などをデジタル化した
CD-ROM 『ワステカ－過去と現在』 が成果として
公刊されている｡
ユカタン半島やメキシコ中央高原に比べ､ ワステ
カは研究の蓄積が少ない地域である｡ 研究計画の責
任者の一人ヘスス (2001年10月に外大で講演) は､
マヤに関するイメージ調査の科研で立ち寄った東北
大学の吉田氏 (本学イスパニア学科出身) に向かっ
て､ ｢どの村にも研究者が入っているユカタンなど
やめて､ ワステカをやらないか｣ と勧誘していた｡
現在まで日本人では二人の女性が現地調査を行なっ
ている｡ 一人はゼミ卒業生のKさんである｡ 日墨交
換留学生として彼女が10年前に行ったウエフットラ
周辺の ｢死者の日｣ に関する調査報告は､ メキシコ
の研究者にとっても必読文献となっているそうだ｡
ワステカは私の民族史研究の直接の対象地域では
なかった｡ しかし､ 研究計画のスタッフの厚意によっ
て､ 大学院生などといっしょにシエラ・ゴルダなど
の現地踏査､ およびワステカ国際研究者会議 (詳細
は日本ラテンアメリカ学会会報80を参照｡
wwwsoc.nii.ac.jp/ajel) へ参加することができた｡
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こうした機会にかいま見た指導教官と大学院生との
関係は､ とても家族的で親密なものだった｡ 研究計
画のスタッフは日本側研究者との共同研究をかねて
から提案していたが､ それを実現する手立てがなか
なか見当たらない｡ 日本の大学院生を留学生として
受け入れてもらうだけの一方的関係をなんとかして
変えたいものである｡

日本語 (母語) を探索する
総合文化コース 益岡 隆志

総合文化コースには多彩なゼミが開講されている
が､ 私のゼミは日本語関係の３つのゼミのうちの一
つである｡
外国語学部に日本語のゼミがあるというのを意外
に思う人もいるようだが､ 日本語は世界に数ある言
語の一つであるというだけでなく､ 大半の学部生の
母語でもある｡ さらに､ 日本語を非母語 (外国語)
とする日本語学習者が年々増えている状況を考える
と､ 外国語学部に日本語のゼミが開講されているこ
とは驚くには当たらない｡
総合文化コースのゼミが開設された1996年に私の
ゼミもスタートした｡ 本ゼミは開設時から日本語を
対象としており､ しかも私の専門である文法をテー
マに掲げている｡ 当初､ 文法をテーマに掲げること
には多少の逡巡があった｡ 私のそれまでの経験から
言って､ 日本語文法に関心を寄せてくれる学生がい
るようには思えなかったからである｡
ところが､ 蓋を開けてみると､ これが杞憂である
ことがわかった｡ 今年で８年目を迎えたが､ この８
年間ゼミが途切れるということはなかったのである｡
多数の魅力的なゼミが開講されている本学の状況を
考えると､ 嬉しい誤算と言ってよい｡ この紙面を借
りて､ これまで私のゼミに参加してくれた学生諸氏
に感謝したい｡
私は常々､ 本学で誇ってよいことの一つに少人数
教育が挙げられると考えている｡ そして､ 特にゼミ
は少人数で､ 密度の濃いものであってほしいと願っ
てもいる｡ 私のゼミも (私の努力の結果ではないが)
二学年併せて一桁の規模である｡ 他大学の同様のゼ
ミでその何倍もの学生を指導しているという話を聞
くことがしばしばあり､ 自分がいかに恵まれている
かを痛感するのである｡
どのゼミもそうだと思うが､ 私のゼミの基本的目
標は､ 参加学生が自分で調べたり考えたりしたこと
を他のゼミ生の前で報告・発表し､ それを全員で討
議するということである｡ 大学入学までにそのよう
な訓練をほとんど受けていない現在の状況にあって
は､ ゼミの果たす役割は大きい｡ 自分の考えをまと
めお互いの考え・意見を交換するという機会を提供
することはきわめて重要である (ついでに言えば､
一部の大学が試み始めているように､ １・２年次で
の基礎ゼミのようなものを今後の取り組みとして考
えてみるのも一案だろう)｡
最後に一言｡ 母語を探索することは､ 身近にある
ものを見つめることである｡ 離れたところにあるも
のを知るためにも自分の足元がどうなっているのか
を見ておきたいものである｡

メキシコ・プレペチャのウアルウクア競技(02.10.19)

メキシコ市ソカロ広場の ｢死者の日｣ (02.11.3)
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英米学科 ４年 高田 窓香
派遣先ーイギリス・マンチェスター大学

私は2002年８月から2003年６月まで単位互換留学
生としてイギリスのマンチェスター大学に留学しま
した｡ 最初の１ヶ月間は留学生向けの語学コースに
通い､ 主にプレゼンテーションの方法､ エッセイの
書き方などを勉強しました｡ 今思うと､ この間に習っ
たエッセイの書き方は授業が始まってから本当に役
に立ちました｡ また､ 授業が始まる前には一週間オ
リエンテーションがあり､ 世界中の留学生たちと一
週間同じ寮で過ごしました｡ 結局､ ここで仲良くなっ
た友達とは１年間通して頻繁に遊びにいったり旅行
に行ったりしたような気がします｡

まず､ 最初の授業登録のとき驚いたのは授業の数
の少なさです｡ 私は第１ターム中主に社会学を専攻
したのですが､ 登録できる授業数はたったの３つで
した｡ １つの授業は主に講義２時間とTutorial１時
間から成り立っています｡ 授業の前には分厚い
Reading Listを渡され､ そのうちのいくつかを読
んで基本知識を独学した後に､ 講義を聞き､
Tutorialで討論する､ という形です｡ 最初の頃は講
義を聞き取るのに精一杯､ Tutorialは話についてい
くのが精一杯という感じでした｡ また､ 読まなけれ
ばいけない本､ 締め切りが重なるエッセイも大量あ
り､ 時間がいくらあっても足りませんでした｡ 私
のクラスは留学生がほとんどいなくて､ 日本人も私
だけで最初は少し不安でしたが､ 英語力を伸ばすに
は最適な環境だったと思います｡ 授業後や､ エッ
セイ提出後にはクラスメートと一緒にパブにもよく
行きました｡ 討論中は話しにくそうだな､ と思って
いたクラスメートとも､ パブでは本当におもしろく
て､ 授業にいくのがだんだん楽しみになっていきま
した｡ エッセイに行き詰ったり自分の英語力に悩ん
だりした時は､ Tutorが心強い味方でした｡ 毎回頼
りになるアドバイスをくれて､ 何度も救われました｡
私は何もないときもTutorの部屋に度々遊びに行っ
たり一緒にお茶を飲んだりしました｡ 年齢的にも近
いこともあって､ 一年間付き合ったTutorとは今で
もいい友達のような関係です｡
授業の他に私はCommunity Actionというサーク
ルに所属していました｡ 月に１､ ２回マンチェスター
のいろいろな場所を回り､ ホームレスの方に温かい
スープとコーヒー､ 紅茶､ サンドイッチなどを配る
スープリレーにはよく参加しました｡ 毎回５人から
７人ぐらいの少人数で配るので､ 友達を作るのには
いい機会でした｡ また､ マンチェスターのいろいろ
な社会問題に関わることで､ 別の角度から物事を考
えられるようになりました｡ その他に､ 難民の子供

のためのクリスマス会､ お年寄りのためのクリスマ
ス会などいろいろな企画に参加しました｡ お年寄り
のためのクリスマス会で仲良くなった方とは週末に
一緒に近くに旅行に行ったりしました｡ 全てのイベ
ントは学生が中心になって企画したもので､ 一つ年
下の代表のイギリス人の男の子はしっかりしていて､
自分もがんばらないといけないな､ と思いました｡

週末は主にinternational society主催の日帰り旅
行に参加して､ イギリスのさまざまな場所を見て回
りました｡ また､ 私は料理がとても上手なベトナム
の女の子と家をシェアしていたので､ よく家でホー
ムパーテイを開きました｡ いろんな国の友達が一品
ずつ料理を作ってみんなでわいわいしながら食べる
時間は本当に楽しかったです｡ 帰国前には感謝の気
持ちもこめて､ 日本人の有志でJAPANESE NIGHT
というイベントを企画､ 運営しました｡ これは日本
の料理､ 文化などを紹介するという趣旨のイベント
です｡ 当日は100人ほどの方が来てくれ､ チケット
も売り切れになるほどの大盛況でした｡ 私は料理担
当だったのですが､ 必死で大量のにんじんやジャガ
イモを切り､ 肉じゃがを100人分作ったことは今で
はいい思い出です｡ 日本の文化に興味を持ってくれ
る人が想像以上にたくさんいることを知り､ とても
嬉しくなりました｡

一年間留学してみて思ったことは､ 何でも自分か
ら動かないと始まらない､ ということです｡ 授業で
もそうですが､ 本当に勉強したい人は毎日図書館に
通って本を調べています｡ 友達になりたいときは自
分から声をかけないと他人のままで何も変わりませ
ん｡ チャンスはどこにでも転がっていますが､ それ
をどう活かすかは結局自分次第なのです｡ そういう
当たり前だけど､ とても大切なことを私はこの一年
間で学びました｡ また､ つらいときにはたくさんの
人達に助けられ支えられて感謝の気持ちでいっぱい
です｡ いっぱい笑って泣いたこの一年間が私の今ま
でで一番の宝物です｡
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バドミントンをやったことがないなんていう人は
あんまりいないのではないだろうか？日曜の公園の
定番スポーツだし､ どの家にだってバドミントンセッ
トは置いてあるものだ｡ ただ､ そのお手軽なスポー
ツも真剣にやるとなると､ 公園のそれとは全く違っ
たものになってくる｡ 13メートル×６メートルのコー
トの中でシャトルを追って走りつづける地味で苛酷
なスポーツというのがバドミントン本来の姿である｡
大学に入ってやろうと決めていたことの一つがバド
ミントンだった｡ 中学の時にやってみてその魅力に
取り付かれたのだが､ 僕の通った男子高校にはあい
にくバドミントン部がなく､ 高校三年間は帰宅部で
通すことになってしまった｡
大学に入ってバドミントン部があることを知って､

次の日にはもう入部していた｡ それから丸三年この
部に身をおいて思うのは､ 他の部と比べて変わった
部活だなあということだ｡ まず､ 経験者より初心者
が多い｡ 体育の授業でやってみて面白かったからと
いう人や見学でラケットを振ってみて楽しかったか
らという人がたくさんいる｡ バドミントンは他のス
ポーツに比べて手軽に始められるスポーツだと思う｡
体力がそれほど要求されるわけでもないし､ きちん
と練習すれば上達は早い｡ 実際入って二年程でリー
グ戦に選手として出場している部員達もいる｡ 練習
が男女合同で同じメニューをこなし､ 一緒に試合を
するというところも変わっていると思った｡ しかし､
その分部内の雰囲気は和やかだったし女子特有の細
やかなテクニックを学ぶことが出来､ 自分のプレイ
に生かすことが出来た｡ 部員の性格も様々で､ 無口
な人もいればやたら騒々しい人もいる｡ 在籍４年で
四回しかラケットを握ったこともない部員もいるし､
在籍年数が実に７年目で今では外大の教壇に立って
いる部員もいる｡
私がバドミントン部に入部して今年で４年目にな
るが､ この４年間を振り返って思うのは部活に入っ
ていて本当に良かったということだ｡ 部活は大学生
活を充実させてくれた｡ 練習は楽しいし､ 友達がた
くさん出来たし､ 良い先輩達とも知り合うことが出
来た｡ 部活という一つの団体でキャプテンを経験し

たことはとても勉強になったし､ その経験が就職活
動の中でも大いに役立った｡ 部活というものはただ
楽しいだけではなくて､ 人を成長させてくれる要素
をたくさん持っていると私は思う｡
夏合宿を終えて､ 部活が掲げる次の目標は秋季リー
グ戦となる｡ 春期のリーグ戦では女子が五部リーグ
残留を勝ち取ったが男子は芳しい成績を残せなかっ
た｡ 試合まで練習を積んで男女共に少しでも良い成
績を残せるように頑張っていこうと思っている｡

英米学科 ４年 早瀬 確
私はこの６月､ 母校の中学校で教育実習を終えて
きた｡ 久々に戻った母校での３週間は私にとって
｢伝える｣ ということについてもう一度真剣に考え
直す機会となった｡
実習の日々はとても忙しいものであった｡ 登校す
る生徒への ｢おはよう｣ という挨拶から始まり､ 朝
の学活､ 授業や授業見学､ 生徒と食べるお弁当､ 掃
除時間､ 帰りの学活､ 部活の指導､ そして下校する
生徒への ｢さようなら｣ の挨拶で生徒との一日は終
わる｡ しかし実習生の一日はそこからもう一度始ま
ると言っても過言ではない｡ 自分が生徒だった時に
は知ることの無かった未体験ゾーンである指導案の
作成､ 授業の準備が深夜まで待っているのだ｡
授業の準備は本当に大変だった｡ 指導案では言葉
遣い一つから徹底的に直すことになった｡ 今まで正
式な文章をあまり書いたことがない私には､ ｢自分
にだけ分かる｣ 文章を ｢他の先生方がそれを読むだ
けで授業をイメージできる｣ 文章にするのは大変で
あった｡
授業では ｢生徒に伝える｣ ということを意識しな
くてはならない｡ 最初の授業では､ 私なりに生徒の
ことを考えていたつもりだったのだが､ 生徒の目を
見て話していたつもりがふと気が付くと黒板を見な
がら話していたりしたし､ ｢自分にとって分かりや
すいから生徒にとっても分かりやすいはず｣ と思い
込んだりしていた｡ その時の私には伝える相手がよ
く見えていなかったのだ｡ 伝え方は相手によって変
えなくてはならない｡ 英語のよく出来る生徒と苦手
な生徒に同じやり方で教えると反応は驚くほど異な
る｡ 相手のことを分かっていないと､ 何かを伝える
ことはとても困難なのだ｡ それは例えると英語しか
話せない人に日本語で延々と話しかけ続けてもうま
くいかないのと同じことである｡ どういう言葉なら
相手が理解してくれるのかを考え､ 方法を工夫する
必要がある｡ そこを考えなければその授業は結果と
して ｢教師が言いたいことを言うだけの授業｣ にな
り､ ｢教師が言いたいことを生徒に伝える授業｣ に
はならないのだ｡ どんなに ｢英語を話して！｣ とい
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うメッセージを発しても､ 結果として ｢英語を話し
たくない｣ という反応だった場合はまた別の方法を
考える必要があるのだ｡ 教師が生徒に何かを積極的
に伝えることが出来る時間は､ 授業の時間が主であ
る｡ その限られた時間の中で生徒に何かを最大限に
伝えようと思ったら､ 身ぶり一つ目線一つおろそか
には出来ない｡ 言い換えると､ 身ぶりや目線一つで
生徒に気持ちが伝わるのだ｡ そしてそこをおろそか
にすると､ 生徒には全てを見透かされてしまうのだ
ろう｡ さらに逆に言うと､ 身ぶりや目線といった､
非常に多くのことを表現できる手段を私たちは持っ
ているのである｡
私が実習に行く前から授業で心掛けようと思って
いたことは ｢英語で話しかける｣ ということである｡
例文を使った問答をする､ という意味ではなく､ 一
人一人の生徒に自分の気持ちを英語を使って話すと
いうことだ｡ それは非常に大変なことだったが､ 苦
労の甲斐もあり､ 最初は恥ずかしがって英語を話さ
ない生徒も次第に英語で話しかけてくるようになっ
た｡ 何かを伝えると必ず何かの反応が返ってくる｡
逆に､ 相手に何らかの反応を期待するならば､ まず
自分から何かを伝えなくてはならない｡ 今回生徒に
期待したのは ｢英語で話す｣ という反応であり､ そ
の為にまず自分が英語を話し､ その結果として､ 生
徒が英語で気持ちを返してくれたのだと思う｡
教育実習を振り返ってみると本当に充実した日々
であった｡ 唯一生徒とのんびり話ができるお弁当の
時間では ｢先生グレープフルーツ好きなん？毎日入っ
とるね｣ とか ｢お母さんが作っとん？いっぱいおか
ずあるね､ 感謝して食べんといけんよ｣ 等と生徒が
言ってくるのがかわいくて仕方なく､ とても大切な
時間であった｡ また､ 生徒が私の控え室の黒板に残
してくれた ｢先生ファイト！｣ 等のたくさんのメッ
セージには大きな力をもらった｡ 最後に､ 私を笑顔
にさせる生徒達､ アドバイスを下さった先生方､ メー
ルや電話で励ましてくれた友人達､ おかずいっぱい
のお弁当を毎日用意してくれたお母さん､ 家族､ そ
して執筆の機会を与えて下さった外大の職員の方々､
杉山先生､ その他大勢の私を支えてくださった皆様
に､ この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいと思い
ます｡ 本当にありがとうございました！

神戸市外国語大学(法経商コース)・講師
林 秀弥

この度､ 第18回 ｢横田正俊記念賞｣ を受賞するこ
とができた｡ 甚だ面映いことではあるが､ 以下､ 簡
単に受賞の辞を述べることとしたい｡
｢横田正俊記念賞｣ とは､ 経済法の若手研究者の

論文のうち最優秀と認められるものに授与される賞
である｡ 横田正俊氏 (昭和59年逝去) は､ 大審院判
事､ 東京高裁長官等を歴任された後､ 最高裁判所判
事を経てその長官まで務められた日本を代表する法
律家の一人である｡ また､ 氏は､ 昭和22年から33年
まで10年余の永きにわたって､ 公正取引委員会の委
員および委員長として､ 草創期の独占禁止政策の礎
を築かれた経済法の功労者でもある｡ かかる功績を
記念して設けられたのが本賞である (詳細は､ (財)
公正取引協会のホームページを参照)｡
受賞対象となった論文は､ ｢競争法における関連
市場の画定基準｣ と題するもので､ その名が示すと
おり､ 競争法 (独禁法) で問題となる市場の範囲を
どのように決めるべきかという､ 市場の画定基準に
ついて考察したものである｡ 市場の範囲は､ そのと
り方次第で､ 問題となっている行為の独禁法上の違
法性判断に重大な影響を及ぼす｡ 企業合併の規制は
その最たる例である｡ このことから､ 市場の画定は､
独禁法上最も基本的な問題とされてきた｡ 本論文は､
これに一つの解答を与えようとしたものである｡ な
お､ 受賞論文は ｢民商法雑誌｣ 126巻１号､ ２号 (
2002年) に､ これに対する根岸哲・神戸大学教授
(日本経済法学会理事長) の講評と本論文の要旨は､
｢公正取引｣ 2003年７月号にそれぞれ掲載されてい
る (両誌とも本学図書館に所蔵されている)｡
ところで､筆者は､この４月に本学に赴任したばか
りの新米教員である｡今年度は｢経済法｣の授業(講義・
ゼミ)を担当している(来年度は｢国際企業法｣の予定)｡
授業の拙さにもかかわらず､熱意は感じてくれたの
か､幸い､真面目な受講生に恵まれ､少数ではあるが､
毎回質問に来てくれる学生もいる｡概ね受講態度は
良好で､授業は非常にやりやすい(欲を言えば､もう
少し積極的な受講態度を期待したいところだが)｡ま
た研究環境の点でも､閑静で落ち着いた雰囲気をも
つ学園都市の立地が気に入っている｡事務局の方々
による親切なサポートにも助けられている｡何より､
筆者の属する法経商コースの同僚の先生方による学
問的刺激や様々なアドバイスが､研究生活の上で大
いに助けとなっている｡今回の受賞を励みとして､本
学の優れた教育・研究環境を生かしつつ､さらに研
鑽を積んでいきたいと考えている｡
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帝塚山大学法政策学部 末吉 洋文
神戸市外国語大学非常勤講師

この度､ 佐藤栄作賞の優秀賞を頂き､ 光栄に存じ
ます｡ この賞は､ 佐藤栄作元総理大臣のノーベル平
和賞を記念して設けられたもので､ 毎年､ 国連大学
に関連する論文を募集し､ その中から受賞対象論文
を決定するものです｡ 今回のテーマは ｢国際紛争の
解決に果す国際連合および国際連合大学の役割り｣
でした｡
今回の受賞へと繋がったのは､ 私が外大の学部生
時代から帝塚山大学への就職に至るまで多くの方々
のご協力を得ることができたからです｡ この場をお
借りして神戸外大関係者の皆様に厚く御礼申し上げ
ます｡ 特に指導教授であった家正治先生 (姫路獨協
大学法学部長､ 外大名誉教授) と大学院の先輩であ
る多木誠一郎先生 (小樽商科大学助教授) には色々
とお世話になりました｡
私は､ 1993年に国際関係学科に入学しました｡ 当
時はまだユーゴスラビアの内戦が行われていた頃で
あり､ ｢どうしてこのようなことが起こるのか｣ そ
んな疑問を抱いたのが進学のきっかけでした｡ ３年
生の時に家先生と出会ってから国際法の魅力に取り

付かれ､ そのまま大学院の修士課程､ そして博士課
程へと進むことになりました｡ 研究を進めていくう
ちにますます興味が沸き､ ｢ずっと国際法に関わっ
ていたい｣ と思うようになったのです｡
私の研究対象は､ 今いろいろと議論のある国連研
究です｡ 博士論文は､ 今まであまり研究が進められ
ていなかった 『｢国際の平和及び安全｣ に関する国
連事務総長権限の研究』 でした｡ 今後の研究の方向
性としては国連の存在意義や可能性を追求して行き
たいと考えています｡ 対イラク戦争をはじめとして
米国が突出してしまっている現代の国際社会ですが､
国際法学者として積極的に発言することも重要だと
思っています｡
ところで､ 私が現在勤務している帝塚山大学法政
策学部は､ お陰様でとても恵まれた研究環境です｡
奈良にある自分の研究室は､ 幼少の頃に友達と作っ
ていた秘密基地のような場所で､ そこへ行くのがと
ても楽しく､ 充実した研究生活を送っています｡ 垂
水区の実家からちょっと遠いのが難ですが､ ｢職住
接近｣ ではないので良い気分転換になることも事実
です｡
今後は研究と教育のバランスを上手にとりながら
頑張って行きたいと思います｡ 来る30代は院生時代
のハングリー精神を忘れず､ 修行のつもりで更に頑
張りたいと思います｡ 皆様方のご指導とご鞭撻をお
願いして､ 受賞の喜びの挨拶に代えさせていただき
たいと存じます｡
ありがとうございました｡
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日 程 11月１日(土)～11月２日(日)
テ ー マ 未 来
場 所 神戸市外国語大学キャンパス
イベント内容 模擬店､ お化け屋敷､ インディーズライブ､ フリーマーケット､ 出張吉本お笑いライブ､

フットサル大会､ etc

日 程 11月29日(土)～11月30日(日)
場 所 シーガルホール (神戸海員会館 中央区相生町１－３－５) JR神戸駅から東へ徒歩５分
料 金 400円
内 容 11月29日(土)

11：00 開会式
11：30～13：30 イスパニア語劇団 『La barca sin pescador ～漁師のいない舟～』
14：30～16：30 ロシア語劇団

『Ирония судьбы или С Лёгким паром
～運命のアイロニー､ あるいはいいお湯でしたね～』

17：30～19：30 中国語劇団 『情結』

11月30日(日)
11：00 開会式
11：30～13：30 英語語劇団 『Here』
14：00～16：30 Ⅱ部英語語劇団 『MAYBE TUESDAY』
18：30 閉会式

行 事 予 定

９月29日(月) 後期授業開始
10月15日(水) 大学院修士第１次入学試験
23日(木) 大学院修士第１次入試合格発表
31日(金) 大学院修士第１次入学手続き

11月１日(土)～２日(日) 外 大 祭
22日(土・祝) 特別選抜入学試験
22日(土・祝)・23日(日) 推薦入学試験
29日(土)・30日(日) 語 劇 祭

12月４日(木) 推薦入試・特別選抜入試 (帰国子女､ 中国引揚者等､ 社会人) 合格発表
11日(木)・12日(金) 推薦入学・特別選抜入学 (帰国子女､ 中国引揚者等､ 社会人) 手続き
16日(火)～22日(月) 補 講 期 間
16日(火)～25日(木) 集中講義期間
26日(金)～１月４日(日) 冬 季 休 業

１月５日(月) 授 業 再 開
８日(木)～16日(金) 博士・修士願書受付
15日(木) 特別選抜入試 (外国人) 合格発表
16日(金) 入試センター試験準備
17日(土)・18日(日) 入試センター試験
26日(月)～２月４日(水) 入学願書受付
27日(火)～２月２日(月) 後 期 試 験

２月15日(日) 大学院博士及び修士２次入学試験
19日(木) 大学院博士及び修士２次入試合格発表

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………
……………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
………………………………………………………………


