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会員の皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げま
す。
平素は本会の活動にご理解とご協力を賜り、誠に

有難うございます。
昨年9月29日には、本会設立50周年を祝賀する

卒業生の集い（総会・懇親会）を開催し、本学理事長・
総長森田嘉一先生をはじめご来賓の方々や、多くの
会員の皆様にご出席いただき、お陰さまで盛会裡に
記念行事を終えることができました。実行委員各位
ならびにご協力いただいた皆様に心から感謝申し上
げます。
この催しについては別頁に特集しておりますが、

久し振りに恩師や旧友との旧交を温めることができ
た喜びが、どの写真からも伝わってきます。そして、
ご出席の皆さんに、学園創立65周年と本会設立50
周年の歩みをグラフィックに纏めた記念誌を進呈さ
せていただき、大変ご好評をいただきました。また、
この記念事業を機に、校友会オリジナルグッズを数
量限定で製作しました。銀色で小さめの会員バッ
ジ、西陣織正絹のネクタイとスカーフ、金色のタイ
ピン、紺地の綿Ｔシャツ、ソフトで白いスポーツタ
オルなど、何れも本会シンボルマークを採り入れた
素敵なデザインに仕上がっており、実費で頒布して
いますので是非ご愛用ください。
さて、本年度もこの春卒業された新会員をお迎え

し、会員数は45,000名を超えました。本会が将来に

向けてさらに飛躍するために、半世紀の歴史を通過
したいま、改めて校友会の意義と目的をしっかりと
噛みしめましょう。
校友会は、同窓である会員相互の親睦と交流を図

るとともに、母校とは車の両輪の如くあって大学の
発展を積極的に応援していく使命を帯びています。
私どもは、建学の精神である「PAX MUNDI PER 
LINGUAS」を合言葉に、世代を超えた会員相互の交
流を図り、在学生や留学生を励まし、同時に良識あ
る国際人としての人生をより豊かにしていく努力を
続けなくてはなりません。本会は、会社でもなく、役
所でもなく、同窓の会なのです。本会は、これからの
50年を見据えた校友会を目指し、初心に返って運
営改善に取組んでおり、役員と常任幹事・支部長等
が一丸となっての協力が期待されます。
世界中におられる会員の皆様が本会活動にご参加

いただくことを願っているところであり、先ずは本
会のホームページのご活用をお勧めいたします。本
会の活動の様子や大学の動きがご覧いただけます。
本年８月には福井支部が設立される運びとなり、

発起人の皆様によって設立総会の準備が進められて
います。他に兵庫や北海道で支部設立の動きがあ
り、今後の活動が楽しみです。
結びに、皆様の益々のご健勝とご多幸をご祈念し、

ご挨拶とさせていただきます。

半世紀を経た本校友会が
目指すこと

京都外国語大学校友会　会長

坂本　利正
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支部・クラブ・学科OB会だより

　福井支部／石川支部／メキシコ支部

　柔道部／ ESS ／自然科学研究会／学生放送局

　空手道部／貿易研究会／ドイツ語学科／スペイン語学科

平成24年度　校友会事業報告、会計報告

平成25年度　校友会事業計画／クラブ・学科OB会

嵐山といえば京都を代表する観光名所である。
大学からも西北に近い距離にあり、訪れた方も多いと思う。
この辺りを大堰と呼び、平安時代から皇族、貴族が好んで
訪れていた景勝地であった。
水平に真っ直ぐに伸びる渡月橋は、装飾性を排除し、橋脚
以外すべてヒノキでできていて、嵐山の自然と見事に調和
して美しい。
近くには天竜寺や清凉寺、法輪寺、嵯峨野の二尊院、祇王
寺などの寺が点在し、嵐山一帯はいまで言う、貴族の別荘
地、デートスポットだったそうです。
「昔、学生だった頃のあなた…心当たりはありませんか？」

「いまも昔も…」

MESSAGE from Toshimasa Sakamoto
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　左　：嵐山・中ノ島公園
右下：法輪寺・多宝塔
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　大きな災害が東日本を襲って2年になります。東
日本大震災では多くの尊い命が失われ、その傷は現
在もまだ癒えておりません。被災された方々には衷
心よりお見舞い申し上げます。

　まずもって、昨年9月に開催されました校友会設
立50周年記念総会並びに懇親会が無事成功裡に終
了されましたことを心からお慶び申し上げます。併
せて、校友会会員皆様の母校への変わらぬご厚情に
たいし、心から感謝申し上げます。これからも引き
続き、皆様のご活躍を期待し、本学園発展のため、よ
り一層のご理解とご協力を賜りたく存じます。

　さて、世界のグローバル化を目の当たりにして、
卒業生の皆様は、「外国語ができる」「第二外国語を
話せる」など語学力はもちろんのこと、総合的なグ
ローバル化への対応力に懸念はないと思います。し
かしながら、「国際化」とは単に語学が堪能になるこ
とではなく、異文化への理解を深め、互いに共生で
きる道を探ることにあります。グローバル人材と
は、自分の考えを持った上で、異なった考え、意見を
しっかりと聞き、双方の違いを認識し、同じ目的の
ためにその違いを縮める議論ができる人、つまり違
いがわかり、違いを認めることができる人がグロー

バル人材であると私は考えています。卒業生の皆様
は、社会のそれぞれの活躍のフィールドで、まずは
自分の考えをしっかりと持てるための教養と専門性
を高める訓練を経て、グローバル化に対応されてい
ると思いますが、これからも現状に満足するのでは
なく、より「心のグローバル化」を図って、自己鍛錬
に励み、相手とその努力を讃えあって共に生きる道
を探っていただきたいと希望します。

　卒業生の皆様は、在学中と同様、実社会に出られ
てからも学園にとって最も大切な存在であります。
皆様の活躍は母校の発展の証しであり、母校の発展
はまた卒業生の誇りとなるものであります。校友会
会員皆様の今後のますますのご活躍を心よりお祈り
申し上げます。

改めて
「心のグローバル化」を

学校法人　京都外国語大学　理事長・総長

森田　嘉一

MESSAGE from Yoshikazu Morita

9月29日（土）、母校森田記念ホールにて総会（11時～）、続いてフリー
アナウンサー（元TBS）生島ヒロシ氏と本学ジェフ・バーグランド教授
とのトークショー「人生を豊かにする語学のチカラとポジティブ思考」
が実施されました。
英語をマスターするための生島氏の波乱に満ちたエピソード、ジェ
フ・バーグランド教授からは日本語に興味を持たれてマスターされた
極意など、楽しいトークに会場も和やかムードいっぱい。
特に、50歳を過ぎてから社交ダンスを始めたり、ファイナンシャルプ
ランナーの資格を取得されたりしてポジティブに生きてこられた生島
氏の「何かを始めるのに遅いなんてことはない」という意見には全員が
納得…という感じでした。
 午後からは会場を武道体育館のアリーナに移しての懇親会。参加者の
数もぐーんと増え、残暑の名残もあって会場内は熱気むんむん、天井か
らの冷気を落とす装置をフル回転させても効果は？　それでも暑さに
めげず参加者の皆さまは並んだ美味しいメニューの数々に舌つづみを
打ちながら懐かしい同窓生たちとの歓談を楽しまれていました。
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50周年記念総会・懇親会
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総会風景

創立者ご夫妻像

プログラム

坂本校友会会長

懇親会風景
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50周年記念総会・懇親会

総 会 感 想
文

Essay

野村誠也
s48年度英米語学科卒　徳島支部長

　校友会が50年の歴史を重ねてきたことに、卒業生のひとりとして感慨深く、また嬉しく思いま
す。正門から見上げる8号館と時計台は、故郷の山を見るように心を和ませてくれました。
　徳島支部からは梶本前支部長を始め9名が総会・懇親会に参加し、各界で活躍する多くの卒業
生や同級生との再会に感激したものです。かけがえのない貴重な時間を共有できたことに深く感
謝しています。

山本正太
h14年度英米語学科卒

当日は天候にも恵まれ、実りある一日でした。午前中のトークショーでは英語をマスターするた
めの生島ヒロシ氏の波乱に満ちたエピソード、ジェフ・バーグランド先生からは日本語に興味を持
ちマスターされた極意など、楽しいトークに会場も和やかでした。 午後からは武道体育館で懇親会。
各地からの多数の参加者と、残暑の厳しさもあって会場内は熱気ムンムン。それでも暑さにめげず
参加者の皆さんは、並んだ美味しいメニューを楽しみながら歓談しました。懇親会はブッフェ形式
で、約40種類ものメニューとドリンク類は飲み放題で、外大らしく皆さんワインを主に楽しんでい
ました。卒業年度毎に集合して写真を撮るのも一騒動（笑）、僕の年度は6名でしたが、韓国からも参
加されていました。僕は卒業して約10年ぶりの再会でしたが、久しぶりに外大の地を踏んだ同級生
達は母校の新しい建物を見上げ驚きの表情の連続でした。久しぶりに教職員の方々、同級の仲間と
会えてとても楽しかったです。またこのような機会があれば是非参加したいと思います。

山田実行委員長
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ました。卒業年度毎に集合して写真を撮るのも一騒動（笑）、僕の年度は6名でしたが、韓国からも参
加されていました。僕は卒業して約10年ぶりの再会でしたが、久しぶりに外大の地を踏んだ同級生
達は母校の新しい建物を見上げ驚きの表情の連続でした。久しぶりに教職員の方々、同級の仲間と
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スカーフ（31×152cm 西陣織 絹 100%）
3,000円  

半袖紺色Tシャツ（S・M・L 綿 100%）1,000円

お問い合わせは校友会事務局まで

カフスボタン（直径 1.5cm 金色）2,000円
　　タイピン（直径 1.5cm 金色）1,000円

ピンバッジ（直径 1.2cm 銀色）1,000円

ネクタイ（西陣織 絹 100%）
2,000円

スポーツタオル
（39×114cm 綿 100%）
1,000円

Collection of The Alumni Association
of Kyoto University of Foreign Studies

校友会
オリジナルグッズ

http://www.kufs.ac.jp/koyukai/各グッズはホームページからもご注文いただけます

校友会設立 50 周年を記念して、ロゴマーク入りオ

リジナルグッズを製作し、実費にて頒布しています。

数量限定ですので、お早めにお申し込みください。

名簿作成にご協力いただき、有難うございました。

少々残部がありますので、会員データ作成資料をお送りいただいた方で、

未購入の方は、校友会事務局にお問い合わせください。

校友会事務局　TEL:075-322-6057　FAX: 075-322-6220

平成 24 年度　会員名簿

馬　秀政
h21年度日本語学科卒

2013年4月まで韓国支部の総務を務めさせていただきました。今はボランティアでタイに来て
います。
この度の校友会設立50周年記念総会、懇親会には韓国支部の支部長代理として参加させていた

だきました。
初めて参加できた懇親会が50周年記念だなんて、私にとってはとても意味深く、たくさんの先

輩の方々や校友会の皆さんにお会いできただけでもとても光栄に思える出来事でした。
実際、先輩の方から聞かせていただいた話は、どれもが私たち後輩において崇めるべき大先輩の

英雄談であり、進むべき道を照らしてくれる灯台のようなすばらしいものばかりでした。
京都外国語大学における歴史のパノラマを見ているような不思議な、そして素敵な経験だった

と思います。
生島ヒロシさんとバーグランド教授とのトークショーも、私たち卒業生なら誰もが興味を持っ

て楽しく聞ける話題で観客席に座って聞いているだけでもとても盛り上がりました。
特に私のような留学生にとって、バーグランド教授の日本語習得までの道のりはまるでバイブ

ルのようなものではないかと思います。
今回の懇親会で私は母校との強い絆のようなものを感じました。
同じ学校出身ということだけで、こんなにも温かく優しい方々と触れ合えるなんてすごく感動

しています。
このように頼りになる方々が世界各地で活躍されているという事実だけでもとても心強いもの

です。
私はこれからは日本とは少し離れたタイでしばらく過ごすことになりますが、きっと慣れない

その地にも我が母校の同窓の方々はたくさんいらっしゃると思います。
もしチャンスがあるなら校友会タイ支部の設立を目標にたくさんの同窓の方々と触れ合ってい

きたいと思います。

頒布価 5,000円（送料込）

A
B C

D
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1973年　ドイツ語学科（そしてドイツ語研究会を）卒業
1975年　ドイツ語専攻科 大学院 修了
2011年　ネスレ日本株式会社　退職
2011年　アルク株式会社（人材紹介業）を設立

PROFILE ／神屋信仁（かみや・のぶひと）

1110

我がドイツ語学科草創期において多大な貢献をさ
れ、我がドイツ語研究会の顧問でもあった谷進先生
が、惜しくも昭和63年２月22日に55歳の若さでご
他界されてから、はやくも今年は没後25年を迎えま
す。先生の教え子の大方も既に先生が亡くなられた
年齢を超えている訳で、四半世紀という歳月の流れ
を感ぜずにはいられません。折しも昨年の10月21
日には「ドイツ語学科創設45周年記念同窓会」が盛
大に執り行われ多数の卒業生が参集しました。記念
式典後のパーティーでは思い出話に花が咲き、皆が
大学時代に戻って大いに楽しみました。分けてもド
イツ語研究会の部員にとっては谷先生との思い出は
忘れ難く、今も胸中に鮮やかに蘇ってまいります。先
生が教え子に発せられた「諸君は何の為に独逸語を
学んでいるのか」という問いは、永遠のテーゼとして
今も変わることはありません。
10月21日に是非、ドイツ語研究会の同窓会も開

きたいという話が急遽持ち上がったのはその一ヶ月
前、校友会のご協力を得て昭和44年から昭和55年
の間に英米語学科・ドイツ語学科を卒業した独研部
員73名に世話役の4名より連絡を取らせて戴きま
した。何分にも開催日が迫ってからの案内であり、ま
た遠方にお住まいの方々も多い中、それでも東京か
らの参加者も含めて同窓会当日の夕刻には四条烏丸
の会場に14名が参集しました（写真）。ドイツ語研
究会という同じ釡の飯を食った仲間同士はやはり格
別で、得難い思い出に溢れる同窓会になりました。
ところでドイツ語研究会は果たして今も続いてい

るのだろうか？　同窓会に先立ってドイツ語学科羽
根田准教授に伺ったところ、「ちゃんと活動しており
ますよ」とのご返事。
勇躍して学科長橋本教授にご紹介頂いた現役のド

イツ語研究会会長に連絡を取り、折から語劇祭に向
けて練習中の「劇団復興物語」（オリジナル作品）の
リハーサル風景を同窓会当日の午後に皆で見学させ
て頂く運びとなりました。現役部員が演じるドイツ
語劇を見ている内に、次第に自分達の時代の語劇祭
の練習風景が甦ってきて、感無量の思いに浸りなが
らも「発音がマダマダ！」、「この時期に台本が手離
せていないようでは…」とか思わず心の中で呟いて
しまったのは先輩部員の性というものでしょうか。
（現役の皆さん、ホントはみんな素晴らしかったですよ）

谷先生没後 25 年を迎えて

神屋　信仁
s47 年度ドイツ語学科卒

寄稿文

Contribution

Nobuhito Kamiya 

〈後列〉田中、奥元、岡澤、
谷口、福井、金森、〈中列〉
斧江、神屋 、寺川（中島）、
川副、〈前列〉村田、荒川、
岡村、湯口（橋本）

●現在の仕事に就いた経緯
2001年カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州

政府退職後、セカンドライフとして日本酒の輸入事
業を始める。2007年、カナダ初の日本酒の醸造所
（SAKE WINERY）を立ち上げる。日本文化、特に「米
文化」の紹介と海外での継承を目的とする。

●在学中の心に残る思い出
1968年、学生運動の最中入学したものの、授業が

なく意味のない学生生活を送っていた。何かしなけれ
ばという思いで、海外に出る決心をし、カナダで1年
学び帰国した。そして将来カナダで生活をすること
を目標に就職活動を行い、カナダの金融機関に職を
得た。今思えばこのきっかけがなければ、カナダに
40年在住することにはならなかったであろう。
福井大学付属中学卒業以降、英語学習への興味はさ

らに増し、高校卒業時には英語が生かせる海外での生
活を夢見ていた。そのために京都外大に入った。それ
が図らずも大学在学中にカナダ留学、さらには卒業後
のカナダ企業への就職で実現することとなった。

●在学中に学んだこと（得たこと）で現在、
　役に立っていること（生かされていること）
前述の福井大学付属中学時代の「会話を中心とし

た」英語教育が現在でも生きている。

●後輩へのメッセージ
英語で“Think outside the box”、訳して「箱の外

で考える」「視野を広くもって物事に対応することが
大事」という意味。｢客観的に物事を見る｣という意味
にもつながり、「日本の外から日本を見つめる」こと
の大切さを後輩に伝えたい。

●京都外大について思うこと
学生の将来の展開に大きな影響を与えるユニーク

な教育姿勢と、内容が実践できる国際的な教育機関
ではないかと思う。早期に学生の興味や得意とする
分野を鑑定し、それを伸ばす教育が行えるという、教
授陣にとっても比較的「自由な環境」ではないだろう
か。ただ卒業証書を与えるというより、個々の能力を
最大に伸ばすことが可能な、実践的な教育機関とい
えるのではないか。

Think Outside The Box

白木　正孝
s48 年度英米語学科卒

寄稿文 Masataka Shiroki

1974年　英米語学科卒業
・現在の住まい　カナダ・バンクーバー
・職業　ワイナリー経営
・現在、従事している仕事の内容　
　日本酒醸造メーカー経営：「アーティザン・サケ・メーカー」
　www.artisansakemaker.com

PROFILE ／白木正孝（しろき・まさたか）
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谷先生没後 25 年を迎えて

神屋　信仁
s47 年度ドイツ語学科卒

寄稿文

Contribution

Nobuhito Kamiya 

〈後列〉田中、奥元、岡澤、
谷口、福井、金森、〈中列〉
斧江、神屋 、寺川（中島）、
川副、〈前列〉村田、荒川、
岡村、湯口（橋本）
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Think Outside The Box

白木　正孝
s48 年度英米語学科卒

寄稿文 Masataka Shiroki

1974年　英米語学科卒業
・現在の住まい　カナダ・バンクーバー
・職業　ワイナリー経営
・現在、従事している仕事の内容　
　日本酒醸造メーカー経営：「アーティザン・サケ・メーカー」
　www.artisansakemaker.com

PROFILE ／白木正孝（しろき・まさたか）
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幼い頃、父の仕事の関係で、ブラジルで３年を過ご
した私は、当時本当に多くの現地の方にお世話にな
りました。その恩返しを少しでもしたいと思い、日本
語教師になることを決意してから約10年、2009年
より2年間JICAから日系日本語学校教師として、再
びブラジルの地を踏むことができました。
ブラジルは、約105年前に多くの日本人が移民し、

過酷な待遇の中、必死に生き抜き現在のブラジル社
会に大きく貢献してきました。最初の正式移民がブ
ラジルに渡って105年を超えた現在は、日系ブラジ
ル人7世も誕生しています。私の主な仕事は、日系子
弟の子どもたちに日本語の授業をすることや、日本
の文化を伝えることでした。町の小高い丘に建てら
れた日本語学校に通う生徒は約30名です。彼らの多
くは、家庭内で日本語を使用する機会がほとんどな
く、また何故日本語や日本文化を学ぶ必要があるの
か分からない中、日本語学校に通っていました。モチ
ベーションが上がらない生徒たちを指導することは
思ったより難しく、日本語・日本文化を教えること
の意味や必要性を見失いそうになることもありまし
た。
そんな時、一世の方から移民としてブラジルに来

た当時のお話を聞く機会がありました。貴重なお話
の中、最も心打たれたことは、「どんな辛いことが
あっても、日本人であることの誇りが自分を支えま
した。日本人であったからこそ乗り越えられたと思
います。」というお話でした。
苦しみの中でも決して諦めることなく、ひたむき

に努力し続けてきた日本人、たとえ自分が騙された
としても、人を騙さない誠実な日本人、どんな時も思
いやりの心をもち、互いに支えあってきた日本人、私
は日本語や日本文化を通して、子どもたちに「日本の
心」を伝えていくことの大切さを強く感じました。そ
して現在、日本語教師として、いつも大切にしている
気持ちです。
日本の素晴らしさや誇りを世界のどこにいても伝

えられる…私はこの仕事が大好きです。

日本語教師としての
喜びと誇り

松本　茜
h18 年度日本語学科卒

寄稿文 Akane Matsumoto

2007年 日本語学科卒業
2007年～ 2009年　韓国（大田）　時事日本語学院勤務
2009年～ 2011年　ブラジルピエダーデ日本語学校JICA日系社
 会青年ボランティア日系日本語学校教師
2011年～ 2012年　NPO法人神戸定住外国人支援センター（KFC）
 にて日本語コーディネーター及び生活日本語
 講師として勤務
2012年～ 2013年　大学院博士前期課程
 実践言語教育(日本語教育 )
2013年～ 2015年　国際交流基金日本語専門家としてロシアへ
 派遣予定

PROFILE ／松本　茜（まつもと・あかね）
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支部・クラブ・学科OB会だより

メキシコ支部

福井支部 福井支部設立発起人一同

石川支部 副支部長　宮谷隆之　s59年度フランス語学科卒

左近公裕　h4年度ブラジルポルトガル語学科卒

石川支部では2年に一度支部総会を行なっておりま
す。昨年の11月17日（土）に記念すべき第10回の総
会と懇親会を市内の料理屋で開催しました。昨年卒業
した若い会員も参加され、校友会の坂本会長をはじめ
大学からもご出席頂き、和やかに総会・懇親会を終え
ることができました。今後も継続して校友の“和”を広
げていきたいと思います。

2013年4月27日メキシコ・グアダラハラに在住する同窓生で
初めての同窓会を開催しました。当地は協定大学であるグアダラ
ハラ自治大学のお膝元であることもあり、当日は学部卒業生7名、
留学生別科卒業生1名、計8名が集合しました。今回の出席者内に
は、専攻学科の違いや卒業年度差（なんと最大24年！）があり、当
初は堅い雰囲気で始まった同窓会でしたが、やはり同じ学び舎で
学んできたもの同士、そんな違いはものともせず、あっという間に
楽しい時間が過ぎていきました。会の終わりには『次回はいつ？』
との声も聞かれ、遠く日本を離れて暮らす中、頼りになる同窓生の
絆を大切にしていきたいと感じさせてくれた会でした。
昨今のメキシコは、特に自動車産業の拡大基調と共に日系企業

の進出が進んでいます。卒業生の皆様、メキシコ・グアダラハラへ
お越しの際は、是非テキーラで乾杯しましょう！　お待ちしてお
ります。

メキシコ支部では、3月16日にメキシコシティ（Ｄ.Ｆ.）でも2
年ぶりの校友会の集まりが実施され、少数（4名）ながら楽しいひ
と時を過ごしました。（次回は11月16日の予定です）
メキシコ支部では、3月16日にメキシコシティ（Ｄ．Ｆ．）でも集

まりを持ちました。ほぼ２年ぶりでしたが、３月は異動の時期とい
うのもあって、たった４名という少ない顔ぶれでしたが、とても楽
しいひと時を過ごしました。次回は11月16日に予定しています。

（松本美里　h1年度スペイン語学科卒）

●「福井支部」が誕生します！　─設立総会・懇親会を開催─

日時：平成25年8月11日（日）11：30～ 15：00
会場：福井アカデミアホテル　TEL.0776-29-1020
　　　〈アクセス＆マップ〉http://www/fukui-academia.com/
会費：5,000円

福井在住の会員には封書でご案内していますので、同封はがきをご利用
の上、お申込み＆お振込みをよろしくお願いします。

Contribution
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支部・クラブ・学科OB会だより

空手道部 松本充末　h4年度中国語学科卒

OB・OG会創設から4年目、東山の「京玄庵」に集まった70歳から50
歳代の同窓の会員。まだまだ現役の方もおられます。学生時代に共に勉強
した仲間が今も各方面で活躍されており、このように集まって当時を懐か
しく思い出しています。
クラブでの体験を生かして、社会経験を十分に積み上げ、元気で今を迎

えることができていることに感謝し、これからも継続的に集まって旧交を
温め、貴重な人生を楽しんでいこうと考えています。縁あって同じクラブ
で過ごした学生時代の思い出をこれからも大事にしたいと思います。

貿易研究会 西村正規　s48年度英米語学科卒

平成24年10月21日（日）、ドイツ語学科の創設45周年を
記念し、同窓会が催された。
第一部では、神屋信仁氏が「グローバル人材の育成と外国

語大学の役割」と題して講演し、第二部の懇親会では、ドイツ
の音楽を奏でるバイエルンブラスの生演奏を楽しみながら、
参加者は思い出話に花を咲かせた。

ドイツ語学科 ドイツ語学科長　橋本政義　s49年度ドイツ語学科卒

平成24年9月29日、OB総会をリーガロイヤルホテル（下
京区）で開催しました。校友会設立50周年の記念行事と日程
を合わせたもので、実に6年ぶりのこと。懐かしい顔が揃い、
現役部員や、顧問の先生、校友会役員も迎えての賑やかなひと
時となりました。参加したのは22人。若いOBの参加がもっと
増えてくれるとうれしいのですが…。
次は、4年後です。オリンピックと開催を合わせました。高

齢幹事には覚えやすいからです!?

学生放送局 小杉征義　s38年度英米語学科卒

昨年9月29日（土）京都外大「国際交流会館」のインターナショ
ナルホールで、平成24年度OB総会を開催しました。 今回の
OB総会は、校友会の50周年記念総会と同調して行う形となり
ました。 
当日は爽やかな秋空に恵まれ、OB・OG18名、現役部員16

名が参加して、世代を超え和やかに親睦を深めました。 またOB
総会終了後には、校友会懇親会「卒業生の集い」に参加しました。
みんなは、何十年（？）ぶりかの再会で、思い出話に花を咲か

せていました。

自然科学研究会 大國純二　s52年度スペイン語学科卒

校友会50周年行事終了後、「すいしん西院店」でOBG総会を実施しま
した。OBGの皆さんが過ごした時代と今とは状況が大きく変わっており、
時代にあったクラブの運営方法が望まれます。
昔は女子部員が少なく、男子部員も髪の毛を短くしていました。教師を

しているOBGからは、教え子をできるだけ外大に入れるべきだという意
見等も出ていました。「昔はよく先輩からしごかれたなぁ」などと、懐かし
んでおられる方々が大半で、楽しく過ごせました。
またOBG総会は定期的に開催し、できるだけ多くの人に参加してもら

えるようにしようとの意見があり、今後の課題です。

昨年9月29日（土）校友会設立50周年記念総会終了後、自然科学研究
会OB総会が開催され、その後「おだいどこ　はなれ西院店」で懇親会を
持ちました。参加者は東は東京、西は広島からの総勢20名。
昭和45年度から昭和58年度卒と非常に幅広く印象的でした。年齢に

広がりがあり、一緒に活動したことはなくても、自然科学という共通の
分野で研究した仲間であれば瞬時に打ち解けたように思えます。今から
40年前のクラブ活動の写真が披露され、若かりし昔に全員が涙あり、笑
い顔がありと大変楽しい時間を過ごしました。
これからは、毎年5月中旬に開催することになりました。

柔道部 東　啓治　h2年度英米語学科卒

　ESS第６回同窓会を昨年9月29日、校友会設立50周年記
念総会と共に開催。ESSも第一期卒業生から数えて50周年
の記念の年。
祇園KENTO’Sにて第６回目となる開催に、昭和37年度

卒から昭和51年度卒の同窓生が久しぶりの会話に花を咲か
せながら、ハウスバンド「イェロージャケッツ」のoldiesを
楽しみました。名残を惜しみつつ次回の開催を期待して散会
となりました。

ESS 利根川正則　s51年度英米語学科卒

スペイン語学科（2007 年 4 月にイスパニア語学科をスペイン語
学科に改称）は、創設 50 周年という大きな節目を迎えました。こ
れを記念してスペイン語学科創設 50 周年記念同窓会を右記のとお
り開催いたします。スペイン語学科卒業生の皆さまには、お誘い
あわせの上、ぜひともご出席いただきますようお願いします。
なお、ご案内状は、9月下旬に郵送させていただく予定です。

記
開催日時●平成25年11月23日（土・祝）
 11時～ 15時
会場●京都外国語大学
　　　森田記念講堂ほか
会費●5,000円

スペイン語学科
創設 50周年記念同窓会開催について
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支部・クラブ・学科OB会だより

空手道部 松本充末　h4年度中国語学科卒

OB・OG会創設から4年目、東山の「京玄庵」に集まった70歳から50
歳代の同窓の会員。まだまだ現役の方もおられます。学生時代に共に勉強
した仲間が今も各方面で活躍されており、このように集まって当時を懐か
しく思い出しています。
クラブでの体験を生かして、社会経験を十分に積み上げ、元気で今を迎

えることができていることに感謝し、これからも継続的に集まって旧交を
温め、貴重な人生を楽しんでいこうと考えています。縁あって同じクラブ
で過ごした学生時代の思い出をこれからも大事にしたいと思います。

貿易研究会 西村正規　s48年度英米語学科卒

平成24年10月21日（日）、ドイツ語学科の創設45周年を
記念し、同窓会が催された。
第一部では、神屋信仁氏が「グローバル人材の育成と外国

語大学の役割」と題して講演し、第二部の懇親会では、ドイツ
の音楽を奏でるバイエルンブラスの生演奏を楽しみながら、
参加者は思い出話に花を咲かせた。

ドイツ語学科 ドイツ語学科長　橋本政義　s49年度ドイツ語学科卒

平成24年9月29日、OB総会をリーガロイヤルホテル（下
京区）で開催しました。校友会設立50周年の記念行事と日程
を合わせたもので、実に6年ぶりのこと。懐かしい顔が揃い、
現役部員や、顧問の先生、校友会役員も迎えての賑やかなひと
時となりました。参加したのは22人。若いOBの参加がもっと
増えてくれるとうれしいのですが…。
次は、4年後です。オリンピックと開催を合わせました。高

齢幹事には覚えやすいからです!?

学生放送局 小杉征義　s38年度英米語学科卒

昨年9月29日（土）京都外大「国際交流会館」のインターナショ
ナルホールで、平成24年度OB総会を開催しました。 今回の
OB総会は、校友会の50周年記念総会と同調して行う形となり
ました。 
当日は爽やかな秋空に恵まれ、OB・OG18名、現役部員16

名が参加して、世代を超え和やかに親睦を深めました。 またOB
総会終了後には、校友会懇親会「卒業生の集い」に参加しました。
みんなは、何十年（？）ぶりかの再会で、思い出話に花を咲か

せていました。

自然科学研究会 大國純二　s52年度スペイン語学科卒

校友会50周年行事終了後、「すいしん西院店」でOBG総会を実施しま
した。OBGの皆さんが過ごした時代と今とは状況が大きく変わっており、
時代にあったクラブの運営方法が望まれます。
昔は女子部員が少なく、男子部員も髪の毛を短くしていました。教師を

しているOBGからは、教え子をできるだけ外大に入れるべきだという意
見等も出ていました。「昔はよく先輩からしごかれたなぁ」などと、懐かし
んでおられる方々が大半で、楽しく過ごせました。
またOBG総会は定期的に開催し、できるだけ多くの人に参加してもら

えるようにしようとの意見があり、今後の課題です。

昨年9月29日（土）校友会設立50周年記念総会終了後、自然科学研究
会OB総会が開催され、その後「おだいどこ　はなれ西院店」で懇親会を
持ちました。参加者は東は東京、西は広島からの総勢20名。
昭和45年度から昭和58年度卒と非常に幅広く印象的でした。年齢に

広がりがあり、一緒に活動したことはなくても、自然科学という共通の
分野で研究した仲間であれば瞬時に打ち解けたように思えます。今から
40年前のクラブ活動の写真が披露され、若かりし昔に全員が涙あり、笑
い顔がありと大変楽しい時間を過ごしました。
これからは、毎年5月中旬に開催することになりました。

柔道部 東　啓治　h2年度英米語学科卒

　ESS第６回同窓会を昨年9月29日、校友会設立50周年記
念総会と共に開催。ESSも第一期卒業生から数えて50周年
の記念の年。
祇園KENTO’Sにて第６回目となる開催に、昭和37年度

卒から昭和51年度卒の同窓生が久しぶりの会話に花を咲か
せながら、ハウスバンド「イェロージャケッツ」のoldiesを
楽しみました。名残を惜しみつつ次回の開催を期待して散会
となりました。

ESS 利根川正則　s51年度英米語学科卒

スペイン語学科（2007 年 4 月にイスパニア語学科をスペイン語
学科に改称）は、創設 50 周年という大きな節目を迎えました。こ
れを記念してスペイン語学科創設 50 周年記念同窓会を右記のとお
り開催いたします。スペイン語学科卒業生の皆さまには、お誘い
あわせの上、ぜひともご出席いただきますようお願いします。
なお、ご案内状は、9月下旬に郵送させていただく予定です。

記
開催日時●平成25年11月23日（土・祝）
 11時～ 15時
会場●京都外国語大学
　　　森田記念講堂ほか
会費●5,000円

スペイン語学科
創設 50周年記念同窓会開催について
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カフェテラスに集う7人が発起人となり、同好会が発足して、50
年を迎えます。
楽器を持ちより、フォークソング、ブルーグラス、コーラス、楽し
かったあの時代の空気感を語り合いましょう！歌いましょう！

■　主な行事　■
H24年

05月20日㈰ 第7回会長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉

06月11日㈪ 奨学金授与式（外国語学部）

06月30日㈯ 交流会〈京都ブライトンホテル〉

07月01日㈰ 会報発行

07月21日㈯ 第５回クラブＯＢ会連絡会

09月29日㈯ 設立50周年記念総会〈森田記念ホール〉
懇親会〈武道体育館〉

10月06日㈯ 第25回総長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉

10月21日㈰ ドイツ語学科創設45周年記念同窓会〈大学内〉

11月12日㈪ 奨学金授与式（留学生別科）

H25年

001月26日㈯ 新年会〈京都ブライトンホテル〉

※役員会・常任幹事会等の会議を除く。		

■　支部総会・懇親会等　■
H24年

韓国支部 05月26日㈯ 設立総会〈コサン〉

高知支部 05月26日㈯ 〈ホテル日航高知旭ロイヤル〉

東京支部 07月14日㈯ 〈マンハッタンブルー〉

徳島支部 08月14日㈫ 第18回外大連（阿波踊り）
〈ホテルクレメント徳島〉

教志会 08月19日㈰ 〈大学内〉

Club	HAT's 10月10日㈬ 〈大阪　BELLONA〉

石川支部 11月17日㈯ 〈あまつぼ〉

和歌山支部 12月09日㈰
第19回ジョン・ケンドリック杯
スピーチコンテスト
〈和歌山コミュニティセンター〉

会　長　坂本 利正（s42A）
副会長　山田 勝明（s40A）
副会長　藤井 章子（s43A）
書　記　六島 祥伍（s38A）
書　記　山田良至子（s44F）

■ 校友会役員
会　　計　中口 泰幸（s45A）
会　　計　藤本 道治（s45A）
会計監査　長塚 純一（s38A）
会計監査　長者 善高（大学事務局長）

平成24年度　校友会収支決算報告書
（平成24年4月1日〜平成25年3月31日）

◦収入の部  単位（円）

科　　目 予算額 決算額
前期繰越金 11,984,918 11,984,918
会費 30,200,000 31,199,000
　入会金 10,000,000 10,360,000
　終身会費 20,000,000 20,720,000
　ＯＢ終身会費 200,000 119,000
その他収入 1,200,000 1,271,252
　受取利息 200,000 198,513
　雑収入 400,000 447,950
　特別会計から繰入 600,000 624,789

収入合計 43,384,918 44,455,170

◦財産目録 （平成25年3月31日現在）

上記の決算について監査した結果、適正であることを認めました。
平成25年5月13日	 会計監査　長塚純一　長者善高

資産の部
科目 金額

現金及び預金 205,670,673
　現金 862,546
　普通預金 54,808,127
　定期預金 150,000,000
　立替金 2,040

資産合計 205,672,713

◦支出の部  単位（円）

科　　目 予算額 決算額
会報・広報費 4,600,000 4,473,601
　会報製作費 1,600,000 1,527,540
　会報発送費 3,000,000 2,946,061
　広報費 0 0
交流活動費 5,600,000 5,017,265
　交流費 1,500,000 1,314,061
　事業費 1,000,000 793,066
　研修費 500,000 408,855
　会議費 2,600,000 2,501,283
活動助成費 6,000,000 4,897,567
　支部活動助成費 5,000,000 4,052,788
　学科クラブ総会助成費 1,000,000 844,779
委員会等活動費 4,560,445 4,414,338
　事業委員会活動費 0 0
　会報広報委員会活動費 10,000 9,199
　名簿管理委員会活動費 10,000 451
　特別委員会活動費 150,000 125,222
　終身会費啓蒙活動費 0 0
　会長活動費 200,000 89,021
　校友会グッズ製作費 4,190,445 4,190,445
寄付活動費 4,150,000 3,578,415
　卒業記念品費 2,100,000 2,028,840
　留学生奨学金給費 1,500,000 1,443,415
　輝く星奨学金給費 550,000 106,160
運営経費 4,600,000 4,329,211
　事務維持費 3,600,000 3,440,025
　設備費 0 0
　備品費 10,000 8,600
　事務消耗品費 230,000 221,550
　通信費 20,000 10,212
　電話回線使用料 110,000 107,043
　旅費交通費 160,000 154,840
　会計顧問料 300,000 263,025
　慶弔費 100,000 58,679
　雑費 70,000 65,237
積立金繰入 9,500,000 9,500,000
　校友会基金繰入 7,000,000 7,000,000
　総会積立金繰入 1,000,000 1,000,000
　名簿管理積立金繰入 500,000 500,000
　50周年特別会計繰入 1,000,000 1,000,000
次期繰越金 4,374,473 8,244,773

支出合計 43,384,918 44,455,170

負債・正味財産の部
科目 金額

校友会基金 193,132,545
積立金 4,295,395
　総会積立金 1,000,000
　名簿管理積立金 1,815,395
　過収会費返戻金 480,000
　50周年特別会計 1,000,000
活動準備金 8,244,773
負債及び
正味財産合計 205,672,713

Administrator
長方形



1716

平成24年度　校友会事業報告、会計報告 平成25年度　校友会事業計画 クラブ・学科OB会 （平成25年4月末までの連絡分）

No.28
ALUMNI NEWS

カフェテラスに集う7人が発起人となり、同好会が発足して、50
年を迎えます。
楽器を持ちより、フォークソング、ブルーグラス、コーラス、楽し
かったあの時代の空気感を語り合いましょう！歌いましょう！

東　京　支　部
　 	

（関東地区）
　支部長 本山	裕彦 03-3941-1715

大　阪　支　部 支部長 湯口	信壽 072-641-8007

京　滋　支　部 支部長 古澤	昭人 075-722-7162

徳　島　支　部 支部長 野村	誠也 0884-22-2552

富　山　支　部 支部長 松平	秀人 025-552-6295

石　川　支　部 支部長 安田	嘉昌 0761-24-6670

高　知　支　部 支部長 柴岡	和生 088-841-1939

福　岡　支　部 支部長 小林	利夫 092-844-3330

鹿児島支部 支部長 鬼丸　	宏 099-243-5331

和歌山支部 支部長 佐武	正章 0739-22-2311

Club	HAT's 会　長 田中	明彦 072-866-6710

教 志 会 会　長 田中	道博 075-501-9618

H25年

4月01日㈪ 入学式（大学・短期大学）

04月02日㈫ 入学式（大学院）

04月14日㈰ 京滋支部（日中文化交流）
〈からすま京都ホテル〉 11：30〜

5月19日㈰ 第8回会長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉

10：06
スタート

6月10日㈪ 奨学金授与式（外国語学部）　 12：30〜

22日㈯ 第2回韓国支部総会

29日㈯ 大学との交流会
〈京都ロイヤルホテル＆スパ〉 17：30〜

7月01日㈪ 会報発行

6日㈯ 第25回東京支部総会〈ANAインター
コンチネンタルホテル東京〉 13：00〜

8月03日㈯ 第10回鹿児島支部総会 　

4日㈰ 教志会総会

11日㈰ 福井支部設立総会
〈福井アカデミアホテル〉 11：30〜

14日㈬ 第21回徳島支部総会・第19回外大連
（阿波踊り）〈ホテルクレメント徳島〉

24日㈯ 第10回富山支部総会
〈とやま自遊館〉 17：00〜

10月06日㈰ 第26回総長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉 　

9日㈬ Club	HAT's	第21回総会・懇親会	
〈大阪　BELLONA〉 19：00〜

11月11日㈪ 奨学金授与式（留学生別科）　 12：30〜

16日㈯ 各クラブＯＢ会連絡会 11：00〜

12月08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〈串本町文化センター〉

13：00〜

H26年

1月15日㈬ 第3回　「輝く星となる学生」奨学金
授与式

3月15日㈯ 平成25年度　学位記授与式（大学院）

20日㈭ 平成25年度　学位記授与式
（大学・短期大学）

※事業計画は都合により変更される場合があります。

※役員会・常任幹事会等の会議を除く。	 	 	

	

■ 校友会支部連絡先（国内支部）
※個人情報につき取扱いには十分ご注意ください。

平成 25 年 5 月 1 日現在

［混声合唱団ソレイユOB会］
　4月29日（月・祝）	13：00〜〈京都ブライトンホテル〉

［第５回卓球部OB会］
　5月11日㈯〜12日㈰	12：00〜〈琵琶湖畔　白浜荘〉

［自然科学研究会OB会］ 5月18日㈯	17：30〜〈東華菜館〉
［ソフトテニス部OB会］
5月25日㈯	10：00〜〈第２分館テニスコート〉	
5月25日㈯	19：00〜　懇親会〈ト一京都店〉

［海研OB会］（第３回学移連OB会）
6月16日㈰	11：30〜〈神戸　海外移住センター〉

［能楽部OB会］
8月11日㈰　OB懇親会・ゆかた会〈ホテル杉長〉	
12月8日㈰　OB会共催「第50回記念外大能」〈河村能舞台〉

［少林寺拳法部50周年OB会］
	 10月19日㈯〈大学内リブレ〉

［貿易研究会OB会］	
	10月26日㈯〈アパホテル京都祇園EXCELLENT〉

［ローターアクトクラブOB会］
　10月26日㈯	10：00〜〈大学9号館〉

［スペイン語学科創設50周年］　11月23日（土・祝）	〈大学内〉

［アメリカ民謡研究会］ 
平成26年11月2日㈰	12：00
〜16：00〈大学内ラウンジ〉

　◦創部50周年記念の会
　開催は2014年（来年）です!!　楽器を持ちより、フォークソン
グ、ブルーグラス、コーラス、楽しかったあの時代の空気感を
語り合いましょう！　歌いましょう！

　	e-mail：amemin50th@gmail.com

※	詳細は各OB会にお問い合わせください。HPでもご案内しています。同窓生
をお誘いの上、懇親会とOB会に併せてご出席ください。
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