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外国語の勉強では、新しい発音の練
習はスポーツの身体訓練と同じです
し、新しいイントネーションの練習
は、実は歌を歌うのと同じく音感が重
要になります。スポーツや楽器でもリ
ズム感は大事ですし、言葉による交流
も必要不可欠です。もしも三つの分野
で欠けているところがあれば、何かを
始めてみませんか？（外国語教育研究
室長・担当はドイツ語）
※短縮版。全文はCALL教室ホームペー
ジで

続けるためには、若い頃にある程度の
素養が必要！ という趣旨でしょう。
少しでもできると楽しいのですが、奥
義を窮めようとするとなかなか難し
い。どれかだけを二つとか、三つでは
なくて、それぞれを最低「ひとつ」ず
つ、というのがミソでしょう。外国
語は知的な訓練、スポーツは身体の
鍛錬、楽器は情操の安定で、
「頭と身
体と心」の三つが合わさって、初めて
「豊か」な人生が送れるということに
なります。
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左は囲碁部長の内野教授＝生田キャンパス

当方は語学の教員なので、外国語は
一応ＯＫです。スポーツは若いころは
登山をしていましたが、膝を痛めた現
在は水泳をやっています。残念ながら
楽器は何もできませんが、
「歌う」こ
とを拡大解釈しています。留学してい
た頃には、いつも「♪名も〜知ら〜ぬ
〜遠き〜島よ〜り〜♪」と、しみじみ
歌っていました。
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賞状を手に佐々木学長と握手を交わす大関さん（中央）
。
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小山哲ノ介さん
青年海外協力隊員
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アマチュア囲碁のトップ
小山さん
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続く快進撃「今後も挑戦」
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