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京都外国語大学校友会



国際交流会館一階正面ロビーに、岡本太郎画伯制作『目と
目』と題する陶版による壁画が飾られている。
海外の諸大学との国際交流時代を迎えて、京都における海

外からの国際文化交流の一大拠点としての役割を果たす目的
で建設された国際交流会館。この一階ロビーに日本を代表す
る岡本太郎画伯による陶版壁画を飾られた。
岡本太郎画伯は'70年の大阪万博で「太陽の塔」を設計され、
'72年にミュンヘン・オリンピックの記念メダル、'75年のパ
リ国際センター会議場の大壁画の制作等、まさに世界的大家
である画伯が一大学のために作品の制作に取り組まれたこと
は異例のことである。
これは森田嘉一理事長・総長の熱意と岡本太郎画伯の本大

学に対する深い理解によって実現したものである。
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会員の皆様にはご清祥のことと大慶に存じます。平素は本会の活動にご理解いただき、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、本会会長を20年余に亘り務められ、この歴史ある校友会を今日の立派な姿にまで育ててこられ
た中村日六士氏が会長を退任されました。篤い想いと強力なリーダーシップで、設立後の混迷時から安定した

組織を構築されるまでの長い道のり、ご苦労は想像を超えるものがあったに違いありません。中村前会長のご

功績とご労苦に対し、皆様と共に心からのねぎらいと感謝の気持ちを表したいと存じます。

そして、図らずも不肖私が、中村前会長の後を引継ぎ会長に就任することになりました。このような重責を

お引受けするには甚だ浅学未熟ではありますが、皆様方の温かいご協力とご支援を頂きながら、役員・常任幹

事の皆さんとスクラムを組んで、新たな感性で活動を展開していきたいと考えています。何卒宜しくお願い申

し上げます。

本会は、昭和37年（1962年）４月に設立されて歴史を重ね、本年度は45年目を迎えています。今では会員数
が３万６千人を数えるまでに成長し、本会の目的に沿って活動も年々活発になってきています。国内10支部・
海外７支部での活動状況、同じ業界に身を置く会員同士や同じ学科で学んだ仲間らとの交流の模様、さらに全

国各地・世界各国でキー・パースンとなって活躍されている多くの会員の様子などが日々伝わってきています。

卒業生すべからく会員となって組織されている本会の力強い鼓動は、同窓の絆の証であると同時に、会員にと

っての誇りであり、皆様お一人おひとりの励みとなっているに違いありません。また、大学の発展を願い精一

杯応援することも本会の大切な目的であり、母校が立派に発展していく様子は何よりも嬉しいことです。そし

て忘れてはならないのは、森田嘉一理事長・総長はじめ大学教職員の方々から、本会に対する深いご理解と全

面的なご協力を頂いているからこそ、今日の校友会活動が成し得ているのであり、ここに改めて感謝申し上げま

す。

ところで、いま社会が大きく変革していく中にあって、コンピュータを利用した犯罪や、倫理の欠如からく

る様々な事件などが社会問題を生んでいることは周知のとおりです。本会としても、社会の流れを見極めなが

ら、常に適正・公平で的確な運営に努め、校友会活動を将来に亘って維持し発展させていかなければなりません。

そこで、さらに明るく愉しい校友会を目指し、「会員にとって、より分かり易く参加し易い運営」及び「会員

の個人情報保護とデータの安全管理」をキーワードに役員会・常任幹事会で検討を重ね、この度、会則の改正

と関連諸規程の制定・整備を行い、運営のあり方について刷新を図りました。併せて、役員・常任幹事・支部

長など会の運営に携っていただいている皆さんに対し、コンプライアンスの徹底ならびに会員の個人情報保護

と安全管理に万全を期すよう、厳しくお願いしたところです。

校友会活動は愉しくなければならないと思っています。利害や利権に煩わされず、平等と友情を追求する世

界を体現できるところに活動の愉しさがあるといえるでしょう。今後も、会員の皆様がこれまで以上に活動に

参加していただけるよう努めていく所存です。ご一緒に校友の絆を愉しみましょう。どうか、皆様のお近くの

支部、所属学科の仲間、所属クラブの仲間等が活動している場に、気軽にノックしていただけることを期待し

ています。

結びにあたりまして、会員の皆様の益々のご健勝とご多幸、併せてご活躍をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせ

ていただきます。

～母校愛と校友の絆を愉しもう～

会　長

坂 本 　 利 正
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校友会会員の皆様方、お元気でご活躍されておられるでしょうか。諸情勢に揺れ動く激動の世界に立ち向か

って、それぞれの職場や家庭で奮闘されている皆様の姿が目に浮かんできます。

私は、３月末日をもって会長を退任いたしました。校友会の再構築に我を忘れて専心してきた20年間が夢の

ようです。

思い起こせば、仕事に情熱を燃やしていた若き49歳の私は、設立されてはいたが無に近かった校友会の再構

築に、力を貸して欲しいと強く求められました。当時の役員から会長を引き受けて欲しいと強く推されたので

す。これから自らの事業の拡大に燃えていた私は、悩み苦しみました。尊敬する森田嘉一総長先生の顔が浮び、

愛校心が胸を燃やしました。そしてその時、同期生でもあった私の家内が「母校のため、森田総長先生のため

に勇気をもって頑張ってほしい。家は私が守る」と激励してくれましたので、私は校友会の再構築に情熱を燃

やすことができました。また、森田総長先生が私を支援して下さったお陰だと思っています。

当初は校友会室もなく、冬には寒風で冷えきった廊下に机を並べ、役員や常任幹事一同が必死になって組織

改革に取り組み、ときには色々なセクションと衝突することもありました。新しい校友会が誕生する前の２年

間は、特に波瀾万丈の時期でした。そしてようやく、苦労を共にしてきた同志達に、心を開き、助け合う精神

が生れてきたのでした。

京都外大あっての校友会であり、校友会は卒業生同士の美しい友情で結ばれています。日本各地や世界各国

で活躍している校友達が一つになって力強く支え合いながら、世界平和を願い、母校を思う熱気を持っている

ところに大きな意義があるのです。そして、世間の評価というものは、実に大きく広がります。私たち一人ひ

とりの行為は、社会にあっては、直ちに母校の名前に結びつけられて評価されるものです。今や京都外大は、

歴史ある高名な大学に負けないぐらいに大きく発展し、成長してまいりました。これもひとえに、森田嘉一総

長先生はじめ教職員の情熱と努力の賜でありましょう。また、校友達が「不撓不屈」の建学精神を忘れず頑張

っている姿に感銘を受けます。私もこれまで、大病をも乗り越えて活動に専心できたのは、大学の温かいご支

援と、校友会の役員および常任幹事や各支部の皆様方の、深い友情があったからであります。

これからは新しい時代に相応しい、融和と調和のとれた校友会が必要であり、新会長に坂本利正氏が就任さ

れ、４月１日から校友会の代表として采配を奮っていただいています。私は名誉会長を委嘱されましたので、

当面名誉会長として、縁の下から新会長を支援していきます。

拡大する校友会を運営するために、会則の改正や新しいルールができました。これらの会則やルールをしっ

かり守っていくことが大事です。そして、校友会会員はお互いに協力し、誠心誠意をもって助け合う気持ちが

大切であります。会員のための校友会であり、人と人の心のつながりを大切にしながら、皆に喜んでもらえる

活動を展開していかなくてはなりません。

これからは、新会長坂本利正氏に対し、これまで私に賜わった以上のご支援、ご協力をお寄せいただくよう

宜しくお願い申し上げ、会長退任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

～新しい時代に立ち向かって～

前会長（名誉会長）

中村　日六士
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今年も無事に新しい年度を迎えることができました。これも偏に、校友会会員のみなさんの母校に対する変

わらぬご厚情に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

さて、明年2007年は学園創立60周年の節目にあたります。｢社会に必要な学びの場｣というわが学園の基本理
念を再認識し、今年度もまた新たな一歩を踏み出していきたいと考えています。引き続き、学園発展のため、

みなさんの一層のご理解とご協力を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

今年も例年のように桜舞う季節にキャンパスでは、別れと出会いのいくつもの悲喜こもごもの光景が見受け

られました。本学校友会においても、中村日六士氏（1962年度卒業）から坂本利正氏（1967年度卒業）への会
長交代という大きな人事があったとお聞きいたしております。永年にわたり校友会の発展に大きく寄与された

中村日六士氏には、そのご労苦を労い、またその残された大きなご功績に対し深く敬意を表するものであります。

新会長に就任された坂本利正氏には、中村氏同様、引き続き、卒業生と学園の良きパイプ役として、校友会

の発展にご尽力されますことを祈念いたします。そして校友会の伝統とされる「人と人、心と心のふれあい」

のスローガンのもと、今後もなお一層校友の輪を広げていただきたいものであります。新旧会長に対し教職員

一同、心からの期待と謝意を申し上げます。

申すまでもなく、学園にとりましては卒業生のみなさんは社会に出られてからも在学中と同じようにもっと

も大切な存在です。卒業生と母校とは相関関係にあり、皆さんのご活躍は母校の発展につながり、母校の発展

は卒業生の誇りでもあると私は考えています。そういったことからも、｢教育は人づくり｣と言われる所以であ

ると思います。

「教育の原点は寺小屋にあり」と考えれば、古来より学校というところはそれぞれの道で存在感あるひとか

どの人物をつくって財産としてきました。人の痛みがわかるバランス感覚を併せ持った人づくりがなされてき

たのです。ところが近年のわが国の中・高等教育では、高度な知識をもった人づくりばかりに注目が集まり、

痛みや違いのわかる｢心づくり｣にはあまり力が注がれませんでした。

本学園の理想は、語学を通して、心の琴線にふれるような人間教育にあります。face-to-face、heart-to-

heart を基本にした人づくり、これができるのが私たちの大学であると考えています。

これからもバランス感覚を基軸にした身の丈に合った学校運営を心掛けていきたいと考えています。今後と

もご協力とご理解のほどよろしくお願い致します。

卒業生の皆様のご活躍を心より期待します。

理事長・総長

森 田 　 嘉 一

2007年（平成19年）４月、京都外国語短期大学は変わります！認可申請中
学園創立60周年にあたる2007年（平

成19年）４月に、京都外国語短期大学
は、英語教育を中心に、さまざまなラ
イフスタイルをめざした人づくりに取
り組むため、現行の「英語科」から
「キャリア英語科」に学科名を変更し、
「英語コミュニケーションコース」と
「観光文化コース」の２つのコースを
設け、入学定員を合わせて140名にす
る予定です。

キャリア英語科

総合科目

専門基礎科目

専門リメディアル科目

英語コミュニケーションコース

総合的な英語力＋幅広い教養

観光文化コース

実践的な英語力＋観光文化･ビジネス

ビジネスキャリア
（就職）

社会人キャリア
アップ

進学キャリア
（編入・留学）



京都外国語大学に入学したのは1960年４月だった。「六十
年安保」で日本中が揺れた年だった。在学中の四年間、一心
不乱に勉強した記憶はどこをひっくり返してもない。実に貴
重な機会を無駄に過ごしたとの反省の思いが今もある。大学
は勉学に励む最高の場所だと言う簡単な事実を全くないがし
ろにして過ごしていた。
部活とアルバイトに明け暮れる日々だった。デートもちょ

っぴりあった。残念ながら私達の時代には「合コン」はなか
った。仲間と一緒に「F.G.C.」と言う、日本の歴史や文化を
学び、それを英語で外国人観光客にコミュニケートする事を
目的としたクラブを創立した。その一環として京都三条大橋
から東京の日本橋まで旧東海道を十八日間掛けて歩いたりし
た。清水寺や平安神宮で外国からの旅人を見付けては下手な
英語で案内をした。その頃に知り合った一人の米国人との縁
は今も続いている。
卒業したのは1964年３月だった。｢東京オリンピック｣が開

催された年だった。新幹線が走り、名神高速道路が開通した。
海外渡航が自由化された。「国際化元年」と呼ばれ、それと
共に日本経済が世界を驚かす発展を始めた年だった。社会人
となり、「猛烈サラリーマン」の一人として働き出した。
1966年10月には会社から二年間のロサンゼルス支店駐在を命
ぜられ渡米した。「貴重な外貨を稼ぐ尖兵となって呉れたま
え」と社長じきじきに発破を掛けられ、「企業戦士」の一人
になった。人生は判らない。二年どころか現在在米四十周年
目を迎えている。今は吹けば飛ぶよな零細コンサルタント会
社の社長である。
カリフォルニアのフリーウェイを走りながら、京都で過ご

した学生時代の四年間を思い出している。明るい陽光の中で、
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」との平家物語の
冒頭の句が頭をよぎる。二十代の若者だった私も六十代半ば
の老人になった。「光陰矢のごとし」が実感として身に迫る。
思えば三十代、四十代、五十代と世界を飛び回る中で、時が
忙しく流れて行った。年を取り、やっと家の裏庭の草木にも
目が向くようになった今、自分の将来の死に向けての準備を
考えるようになった。同年齢のみならず、親しい後輩までが
すでに世を去った。
足掛け三年掛けて私が三歳の時に戦死した父の調査をし

た。父が機関長として乗っていた潜水艦がボルネオ沖で沈め
たオランダの潜水艦乗組員の遺族と親しくなった。逆にマラ
ッカ海峡で父達の潜水艦を沈めたイギリスの潜水艦の艦長を
探し出した。現在九十五歳でアイルランドに住む彼とは親子
みたいな交流が続いている。父と共に今も異国の海に眠る戦
友達の家族を探し出し、一緒に六十年ぶりの慰霊祭も行った。
日英蘭三つの潜水艦家族による「平和なる世界を祈る」植樹
祭も日本と欧州で行った。父の面影がクリアーになり、今で
は時折その存在を自分の周りに感じる事さえある。
自分のささやかな一生を振り返る時、京都で過ごし、京都

外国語大学で学んだ時間の大切さを実感する。勉学には勤し

まなかったが、それでも多くの親しい友人が出来、また生業
を続けるための語学力も付いた。米国で生活し、世界中を飛
び回り、各国の人々と曲がりなりにもコミュニケート出来る
のは京都外国語大学のお陰である。大学のモットーである
「不撓不屈の精神」を自分がどれだけ貫き通せたかは判らな
いが、少なくとも苦しい時には口ずさんで来た。「言語を通
じて世界の平和を」にも億万分の一ながら参画している思い
がある。母校への感謝の思いは尽きない。
最近、永六輔さん作詞、中村八大さん作曲の「借りたら返
す」と言う歌が心に残っている。「生きているということは
誰かに借りをつくること　生きてゆくということはその借り
を返してゆくこと　誰かに借りたら誰かに返そう　誰かにそ
うして貰ったように誰かにそうしてあげよう」と言うのであ
る。言われてみれば、自分のこの肉体もひょっとしたら借り
物である。両親からと言うよりは、両親を通じて大宇宙から
の借り物かも知れない。それにしては大分粗末に扱ったもの
である。身体のいろんなところにボロが出始めている。自分
の物だと思い込み、申し訳ない事をした。その内には土に戻
るのだろうが、借りた物ならばもう少し大切に扱って戻した
い。京都外国語大学でも色んな借り物をした。四年間の生活
を通じての様々な体験や、多くの人々から受けた恩恵である。
本などから得た知識も先人からの借り物である。これからは
死ぬまで少しづつ返して行きたいと思っている。現在はロサ
ンゼルスの近辺の大学に留学している日本人の若者達とのパ
ネル・ディスカッションに参加したりして、ささやかながら
私の四十年余りの経験を語り始めている。ブログで日本の若
者やビジネスマン達にカリフォルニアからの視点などを伝え
始めている。あまり急いで返してしまうと寿命が早く来そう
で、なるべくのんびり、ゆっくりと返そうと考えているこの
頃である。

鶴亀　彰プロフィール ――――――――――――――――――――
1964年３月京都外国語大学外国語学部英文語学科卒。ニュー・オ

リエント・エキスプレス（株）に入社後1966年10月に渡米し、同社ロ
サンゼルス支店ならびにニューヨーク支店で駐在勤務。

1979年一年休職し、家族と一緒に世界一周旅行後、1980年に日米
の中小企業やベンチャー・ビジネスの国際化支援を行うカリフォル
ニア・コーディネーターズ社をロサンゼルスで創立、現在に至る。

1985年には世界初のハイテク企業経営者のネットワーク大会を東
京で開催したり、日本からカリフォルニアやメキシコに進出する企
業の現地法人設立を行ったりした。現在は優れた技術を持つ日本の
中小企業のニッチな製品を米国でメジャーにする支援事業に努力中。
新聞、雑誌、メルマガ、ブログ（http://plaza.rakuten.co.jp/akiratsurukame/）
等を通じてのカリフォルニアからの情報発信を行うと共に、インタ
ーネットを使った遠隔授業で大阪産業大学の経営大学院コースや金
沢工業大学の大学院コースで講師や客員教授を務めたりしている。
その他、ゴールドコースト・イノベーション・センター始め地元

の各種団体の理事や事務局長として活躍中。
鹿児島県出身。カリフォルニア州ロミタ市在住で、家族は妻と息

子一人。
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鶴 亀 　 彰
（s38A/F.G.C.）

マレーシアにて艦が眠る場所（左上）
父を殺した英国潜水艦艦長と（右上）
自宅の庭にて妻と（左下）
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外大卒業後、流通関係の会社に15年間勤務し、初心に戻っ
てスペイン語を生かした仕事をしたいと５年半前に１年間の
滞在予定でバルセロナへ来た。当初は語学力を回復するだけ
の目的であったが、いろいろな人と知り合い、とりわけカタ
ルーニャ人の日本文化への興味の深さを知るにつけ、まだま
だやりたいことがあるとこちらに残って、５年半が経過した。
滞在２年目からは何か仕事をしなければと、日本文化を紹介
するギャラリーで書道クラスや茶の湯などの通訳や日本語の
個人クラスを始めた。スペインでも特にバルセロナを中心と
したカタルーニャ州では、マンガ、武道から盆栽、いけばな、
茶の湯など日本文化への興味が深く、日本へ行きたい、日本
語を勉強したい人がたくさんいる。また、バルセロナ市にセ
ンターを置くカサアジアではスペイン政府、カタルーニャ政
府、バルセロナ市、日本国総領事館の後援の下、アジア各国
の文化交流、ビジネスのサポートなどを行っている。
３年前、バルセロナ文化フォーラム2004のボランティアミ
ーティングで、外大の名誉教授であるアンジェル・フェレー
先生に再会した。在学中、先生のゼミは取っておらず、直接
の接点はなかったが、私の外大時代においてカベサス先生、
マルティネス先生と共にイスパニア語学科には欠かせないス
ペイン人教授のお一人だった。フェレー先生は外大を定年退
職後、故郷カタルーニャに戻られ、総領事館の文化顧問、ユ
ネスコ友好クラブメンバーとして、日本文学を中心に日本文
化の紹介をされている。たびたび日本文化関係イベントでお
会いするうちに、先生が準備されていた俳句集の翻訳をお手
伝いすることになった。これは先生が日本滞在中に吹田市の
ＮＨＫ文化センターでスペイン語講座をもたれていた時に知
り合った俳人、川口禎一氏との長年の夢であった。川口氏は
数学教師を定年退職後、俳句創作の傍ら、ご自分の俳句をス
ペイン語に翻訳したいとフェレー先生にスペイン語を学び始
めた。残念ながら、川口氏は14年前に他界されたが、フェレ
ー先生は彼との友情、約束を果たすべく、この計画を温めて
こられた。１年がかりで、日本語、ローマ字表記、スペイン
語訳、カタルーニャ語訳を準備し、ようやくこの春にはスペ
インで出版される。カタルーニャのシンボル的なお祭り、４
月23日のサン・ジョルディでは家族や恋人同士でバラの花と
本を贈りあう。この日を前に出版発表会も準備中である。
こちらでは最近、ちょっとした日本文学ブームで、源氏物
語をはじめとする古典から村上春樹作品、2004年の芥川賞受
賞・金原ひとみ作品まで書店の店頭で、ベストセラーとなっ
ている。その上、ひそかな俳句ブームでもある。芭蕉や蕪村、
子規をはじめ、フェルナンド・イスキエルド氏、ビセンテ・
アヤ氏などスペイン人研究者による選集翻訳も数多く出版さ
れ、たくさんの詩人や作家が俳句の手法を取り入れている。
小学校で俳句創作に取り組んだり、スペイン国鉄RENFEが
俳句コンテストを主催したりと日本文化への興味が多岐にわ
たっていることがわかる。
アントニオ・カベサス先生も日本滞在中から芭蕉や蕪村な
ど日本を代表する俳人たちの翻訳に従事され、スペインでは

何冊も翻訳が出版され、日本古典文学の翻訳家として成功を
収められている。先生はスペイン帰国後、故郷アンダルシ
ア・ウエルバに在住され、フェレー先生を通じてお元気であ
ると伺っていたが、カタルーニャからアンダルシアは遠く、
お会いする機会はないものとあきらめていた。しかし、2005
年10月20日カベサス先生がバルセロナ自治大学翻訳通訳学部
で講演をされると聞き、胸ときめかせて参加させていただい
た。とにかく私の外大時代で一番インパクトが強かったのは
カベサス先生の講義だった。アンダルシアなまりのスペイン
語と流暢な日本語でスペイン語文学について、熱く語ってお
られた。20年ぶりの再会は私にとって非常に感動的なものだ
った。もちろん年令は重ねておられるものの、20年前とお変
わりなく、「きみのこと、覚えてるよ。」といってくださった。
もうそれだけで、私は目頭が熱くなり、「ああ、スペインに
来てよかった。」と思った。バルセロナに住んでいなければ、
先生と再会することは一生なかっただろうから。先生は日本
語をスペイン語に翻訳すること、特に古典文学を翻訳するこ
とのむずかしさについて講演され、日本からの留学生も含め、
バルセロナ自治大学で外国語を学ぶ学生たちは熱心に聞き入
っていた。まず第一に日本語を習得すること。第二にスペイ
ン語を国語として習得すること。第三に文化や習慣について
知ること。これはスペイン語を日本語に翻訳する場合も同じ
であり、テキストや日本の語学学校では今現在、口語として
話されているスペイン語を学ぶことは難しい。反対にこちら
の生活が長くなると、日本語が瞬間的に思い浮かばないこと
があるし、日本の流行語にはほとんど触れられない。こちら
に来てから、学び始めたカタルーニャ語と併せると語学の習
得には終わりがない。一生学び続けることになるだろうが、
外国語を学ぶことは非常に楽しい。言葉だけでなく、いろい
ろな国の文化や習慣、何よりも人と知り合えるのだから。
カベサス先生の講演会にはもちろんフェレー先生も参加さ
れ、私は大学時代の恩師お二人に同時に再会する幸運に恵ま
れた。まるで20年前のキャンパスに戻ったようだった。
今回はとにかく両先生方のお元気な様子をイスパニア語学科
の卒業生、先生方にご報告したいと寄稿を申しださせていた
だいた。フェレー先生は今後もスペイン語やカタルーニャ語
に翻訳したい日本文学やテーマをたくさん用意しておられ、
私は図らずもこのバルセロナで少しでもお役に立てることを
うれしく思う。

土保弥生 ―――――――――――――――――――――――――――
2006年３月　バルセロナ
プロフィール
1962年　三重県津市生まれ
1980年　私立高田学苑６年コース卒業
1985年　京都外国語大学イスパニア語学科卒業

株式会社ビブレ入社
2000年　同社を退社。スペイン・バルセロナに転居。

ドン・キホーテ語学学校、バルセロナ自治大学語学センタ
ー修了。カタルーニャ州立語学学校在籍。翻訳･通訳、日本
語個人教師。

2006年　アンジェル・フェレー先生との共同訳「川口禎一俳句集」
スペイン語版・カタルーニャ語版出版

土 保 弥 生
（s59E/スペイン在住）

左からバルセロナ自治大学学
長、カベサス先生、フェレー
先生
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フランス在住が日本で生まれ育った年数より多くなった時

には、何か不思議な感慨にとらわれました。それもずいぶん

昔の事です。今年でフランスでの生活が35年になりますから
…。なぜフランスで暮らすようになったのか、今まで文章に

した事はなかったのですが、そもそもの発端が京都外大のフ

ランス語学科に在籍したことでもあり、これまでの経緯をお

話したいと思います。

大学３回生の時、フランス人の講師から、翌年に始まる大

阪万博フランス館のコンパニオンに応募してみないか、と勧

められました。フランス語学科とはいえ、まだまだまともに

会話も出来ず、フランス語で仕事をする実力はまったくあり

ませんでした。そのフランス人講師がもう１名のクラスメー

トとともに３ヶ月間特訓をしてくださったのですが、そんな

に簡単に上達するわけはありません。それでも二人とも合格

したのは、もしかしたら当事はフランス語が出来る適当な人

材が少なかったからかもしれませんね。その後３ヶ月間の研

修、６ヶ月間の開催期間を通じてフランス人とともに過ごす

機会が増え、フランス人同士のものすごいスピードの会話が

徐々にわかるようになり、少しずつ会話に参加できるように

なりました。（大学の４回生のときは、仕事の休日に講義を

受けに行くという生活でした。）高度成長期の大阪万博はど

この国も比較的裕福で、“フランス旅行に招待”という、夢

のようなプレゼントが、私たちコンパニオンや事務系のスタ

ッフに、フランス政府より期間中に発表されました。70年代
始めの事ですから、海外旅行は今のように簡単なことではあ

りませんでした。また、語学を学ぶ者にとって、その国に行

くことは最高の喜びです。しかもこの旅行が私の人生に大き

な転機を与えてくれたのです。

さて、パリに到着して、パリの街並みを好き勝手に散策す

るにつれ“この国に住んでみたい！”という感情を抑える事

が出来なくなりました。若気の至りか、思いついたら実行に

移さないと気がすまない私の性格の為か！ 私にとってはそ

れほど魅力的な街でした。パリで生活する為には、どうすれ

ばよいか？やはりどこかに就職しなければいけない。そして

両親を説得するには、両親が安心してくれるような、多少な

りとも名の知れた会社に就職する必要があると、考えました。

数少ないパリでのフランス人の知り合いに相談したとこ

ろ、その女性の唯一の日本人の知り合いが日本航空パリ支店

勤務だとか。そんな理由で、パリ滞在中に試験を受け、無事

合格した次第です。そして、翌年の大学の卒業式に出席でき

ないまま、今度は仕事のために渡仏したわけです。

私の職場はオルリー空港でした。毎日、日本とフランスを

往復する飛行機に接し、日本語も使い、この飛行機に乗れば

いつでも日本に帰れる、という感覚でしたので、当時パリで

留学生活をされていた方々に比べると、ずいぶん楽な環境だ

ったと思います。オルリー空港で４年間、新しくできたシャ

ルル・ド・ゴール空港で４年間勤務しました。

フランス人と結婚、そして出産、子育てに一段落ついた時、

1991年にアート・コーディネートの会社を設立しました。主
婦としての仕事を軽視していたわけではありませんが、私に

とっては物足りないものがあり、たまに通訳の仕事をし、さ

まざまな職種の人々と出会いました。その時に知り合った画

廊主との仕事がきっかけでアートの世界に魅力を感じるよう

になりました。美術に関して何の知識もなかった私ですが、

仕事をしながら美術館を巡り歩き、美術書を読みふけり…ま

すますこの世界が好きになりました。

80年代以降、日本では数多くの欧米作家の展覧会が開催さ
れ、巨匠の作品が日本人によって購入されました。それに比

べて、日本人のアーティストが海外で活躍するという話は非

常に少なく、また日本の伝統的な芸術がほとんど紹介されて

いないという矛盾に気づきました。

一個人の力で何が出来るわけではない、と思いつつも日本

人であり、長年のフランスでの生活経験がある、どちらの国

民性も理解できるという人間がすべき仕事ではないか、と思

いこの仕事を始めてはや16年が経ちました。日本の事を少し
でもよく知ってもらいたい、また、フランスの人々に少しで

も日本の良いものを見せたい。私にとってかけがえのない大

切な二つの国である事から自然に生まれる感情かと思いま

す。

美術展、伝統工芸展のみならず、現在では伝統芸能の舞台

コーディネート、まず会場探しから始まり、プレスへの紹介、

一般広報、作品選択のアドヴァイス、展示作業、舞台の場合

は技術面での通訳、オープニング・パーティの準備　等等。

最近では記者会見のアレンジや日本文化の発表会も手がけて

おります。

遅まきながらはじめた仕事ですが、ようやく自分自身に合

った仕事が見つかり、仕事の面白さを味わっております。何

よりも見せる人と見に来られた人々両者の喜びの声を聞く

と、やった！という喜びで、準備期間のさまざまな苦労がす

べて解消し、この仕事をして良かった !と思える一瞬です。

年齢的にいつまで続ける事が出来るかわかりませんが、私

の第二の故郷の人々に、一回でも多く、一人でも多くの人々

に、私の母国、日本の文化や芸術を楽しんでいただきたい、

と思っています。日本製品の外国進出にはここ30年来、目を
見張るものがありますが、文化を伝える事の重要性も決して

忘れてはならない事だと確信しております。微力ながらもそ

のような仕事に携わる事が出来たのも、やはり語学を志した

結果です。

語学はコミュニケーションの手段に過ぎません。人間同士

の付き合いですから、愛情を持って接しないと良い結果は生

まれません。しかし単なる手段の語学が誤解を解き、相互の

理解に役立つ事は間違いありません。今後は技術の進化で通

訳や翻訳が誰でも出来るようになるでしょうが、人間の本質

としての心を伝える事はやはり語学を勉強して、生身の人間

が成すべき仕事だと思います。

一人でも多くの外大卒業生が、さまざまな形で各国間の役

にたつ仕事、自分自身にぴったり合った仕事を見つけていた

だけるように願っております。

GGG

GGG

GGG

MORIN 幸枝（旧姓・松本/s45F/F.G.C.）
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私、香月 誠は、1992年に英米語学科を卒業しました。
1987年に入学し、その当時下宿先でいっしょだった友人達
と留学（遊学？）を決意しました。３回生の修了後、私は

California State University of Sonomaに編入しました。

この友人の一人、大塚氏は現在サンパウロに駐在中で、この

Alumini Newsにも投稿されたことがあります。

この１年間の留学中には、一人でアメリカ大陸を１ヶ月以

上かけて車で横断するというと若い冒険もしました。車に電

子レンジを積み込み、スーパーマーケットで買い物をして、

安いモーテルで自炊しながら次の目的地へ向かうという、学

生の貧乏旅行でした。それでもこの間、色々なアメリカ人と

知り合うことが出来、とてもいい思い出となっています。

例えば、Atlantaで知り合った観光客でSanta Fe から来

ていたおじさんに当方の旅の話をしたところ、気さくに帰り

にSanta Feにも寄ってくれと言うのです。来たら家に泊め

てあげるからと温かい言葉と連絡先をもらいました。その言

葉に甘えて、訪問してみました。確かに家にも泊めてもらい、

本当に歓迎してもらったことは有難かったのですが、４日ほ

どの滞在中のある日、その家でパーティーを催すことになり

ました。その際、何の気兼ねもなく、お客さんのValet

Parkingを頼まれ、その家の息子と２人で雪が降る中、がん

ばって手伝いました。こんなふうに気軽に人を招待するし、

客人にもあまり気を使ったりせず、気軽に用事を頼む、気さ

くなアメリカ人の気質を寒空の中でひしひしと感じました。

1992年に外大を卒業し、神戸の商社に勤務しました。その
後、1996年10月に駐在という形で渡米し、現在はNew York
Cityの隣、New Jerseyに住んでおります。今年で在米10年
を迎えます。その間いろいろなことがありましたが、何と言

っても大きな事件は9.11の同時多発テロでした。当方の会社
では電化製品を扱っており、ショールームには様々なテレビ

が置いてあるのですが、その日は弊社の社員のみならず、同

じビル内の他のオフィスからも人がどっと押し寄せ、我が社

のショールームの大きなテレビの前で、食い入るように事件

の様を見つめていました。誰もが、目の前で起こっているこ

とが信じられず、言葉も出ない状態でした。その内、号泣す

る人、家族の安否を確認しようと必死に携帯電話に向かう人、

ただただ立ち尽くす人、反応はそれぞれでしたが、その後私

が感心したのは、アメリカ人のいざとなった場合の行動力と

団結力の強さです。

すぐに募金をつのり、その日の夕方には遠方からもボラン

ティアの人達が駆けつけました。私のところにもNew York

にボランティアに行こうと方々から回覧板が回って来まし

た。緊急物資の毛布、シーツ、衣服などもすぐに集まりまし

た。必要以上に集まってその処理に困ったくらいです。市と

警察が団結し、全ての段取りが早く、思わず日頃効率よく仕

事が進まないのはなぜ？と疑いたくなるくらいでした？！

募金もかなり集まったようです。事件後の犠牲者の家族への

対応も丁寧です。主人や財政的に家庭の中心だった人が亡く

なった場合、残った家族が仕事を見つけられるまで職業訓練

的な世話もしているそうです。精神的にもストレスマネージ

メントとして、カウンセラーをはじめいろいろな講師を呼び、

彼らのためのクラスを今でも設けています。その殆どがボラ

ンティアベースで行われています。

去年ハリケーン・カトリーナがNew Orleansを襲い、市

街地の８割が冠水し、今だに行方不明者がいるという壊滅的

な大打撃を受けました。このハリケーンの損害額は、保険金

だけでも＄30Bil（３兆円）にもなると言われています。そ
の他、原油価格の高騰など、アメリカ経済に与える影響は膨

大なものでした。実際我々の生活にも影響が数字で表れ、そ

れまでガソリンを満タンにして１回あたり＄30だったのが、
一挙に＄50を超える、1.5倍以上の値上がりでした。実際、
刻々と値上がった価格は、一日の間でも、朝と夕方では値段

が違うという状態です。車社会のアメリカにとって、原油高

騰は各家庭にとっても大打撃でした。価格高騰は、Air Line

業界にも直撃し、全米３位のDelta航空、４位のNorth

West航空はChapter 11 Bankruptcyを申請するまでの状
況に追い込みました。

しかし、このような状況下においても非常時の団結力は変

わらず、感心するほどです。前件同様、ボランティアの輪が

どんどん広がり、被災地救済にあたったと聞いています。一

方で、New Orleansの街では略奪が横行し、警察からは暴

徒にかまうなという指示が出るほど無秩序な状態に陥ったと

いうのも事実ですが。ただ、国民全体として、いろんな人種

が混ざる中、非常事態には一丸となり団結して助け合う、ボ

ランティア精神旺盛で行動力のあるアメリカ人の国民性には

学ぶべきものがあると、その度に私自身感銘を受けています。

カトリーナへの募金は、企業、個人ともに寄付金額がもの

すごいペースで集まり、9.11同時多発テロ事件の額を上回る
とも言われています。

日常生活では、ビジネス相手のBuyer、アメリカ人の勝手

さに腹を立てることも少なくありませんが、それを加えても、

非常事態時の彼らは尊敬出来ます。それぞれの立場で、では

今自分には何が出来るかということを考えさせられます。普

段、苛立つことがあっても、私にとってはこの尊敬がポジテ

ィブなエネルギーとなり、また次へと進むことが出来ている

ような気がします。

こんなアメリカの中で、私自身も揉まれながら、もう10年。
今年の抱負はチャレンジ。これからも色々なことに、悔いが

残らないよう、全力で挑戦していきたいと思っています。

日本、または海外の在校生、卒業生の皆さんもポジティブ

精神で、それぞれのFieldでご活躍されることを心より願い

つつ、筆を置かせていただきます。

気さくだが、
団結力のある
アメリカ人

香 月 　 誠
（h3A/U.S.A.在住）



JULY  1 2006（10）No.21

特　集

「英和・和英辞典」に
魅せられたライバルたち（1）

福岡県立光陵高校　教諭　高 瀬 　 博
（s56A）

１）英語との出会い
私が初めて英語と出会ったのは、小学校３年生の時、両親

の勧めで近くの塾に行くようになったのがきっかけでした。
そこで、初めて手にした教科書は、東京書籍の『NEW

HORIZON  English Course』でした。
太田朗（東京教育大）、伊藤健三（立教大）、浅野博（東京

電機大）、日下部徳次（京都教育大）、牧野勤（青山学院大）、
（敬称略・勤務大学は当時）といったすばらしい編集者たち。
（10年後に、その先生方の一人に弟子入りすることになろう
とは誰が想像できたでしょうか？）オーヘンリーの「The
Gift of Magi」を辞書を引き引き読み上げた時の感動は今も
忘れません。当時、愛用していた英和辞典は、カバーが青く、
はがき位の大きさの辞書でしたが、中学を卒業する頃にはカ
バーもとれて、ボロボロになっていました。
２）初めて手にした英和・和英辞典
私が小学校３年生の頃から７年間愛用していたのが　三省

堂の『初級クラウン英和辞典』でした。河村重治郎先生編集
のもので、その当時「中学生のための理想的な学習辞典」と
して広く使われていたようで、私もボロボロになるまで引き
まくったのを覚えています。和英辞典もやはり三省堂の『新
クラウン和英辞典』。山田和男先生監修のもので緑色がかっ
たねずみ色のカバーに「生きた英語が書ける最新の学習和英」
という帯、ローマ字に直して引かなくてはならなかった苦労
を思い出します。
３）初めて出会った学習参考書
「英語についてもっと深く知りたい」というきっかけを与

えてくれたのが小川芳男先生の『よくわかる英文法』と
いう旺文社発行の参考書でした。小川先生に大学でまさかお
世話になろうとは全く想像できませんでしたが、先生が「英
和辞典にはね、最初にその単語の持つ意味をあげ、全体の意
味を示した後、個々の意味における用例を挙げていくのがわ
かりやすい記述の方法なんだよ。」と教えてくれたのを今で
もはっきり覚えています。現在発行されている辞書のほとん
どが、その手法を取り入れているのはすばらしいことだと思
います。
４）大学時代の心に残る諸先生方
私が大学３年生になった時、（故）大塚高信先生の後に赴

任されたのが日下部徳次先生です。小学生の頃から名前だけ
は知っていた先生に直接習えることに感動し、一昨年お亡く
なりになるまで西京区のご自宅には何度となく足を運び教え
を受けたのを昨日のことのように覚えています。
また、「ことばのおもしろさ」を教えてくれたのが堀井令

以知先生（現在　関西外国語大学理事）でした。（「芸能人・

雑学王選手権」というテレビ朝日系列の番組に解説者として
よく出演されていますから、ぜひ一度ご覧ください。）
言語学の最初の時間、初対面の生徒に自己紹介（但し出身
地は言わない）をさせ、どこ出身かを当てるのにはびっくり
しました。また、英語だけでなく、いろんな国のことば、昔
のことばなども知っていられて「ことばに対する学問の深さ」
に、隣でともに学んでいる井上永幸君と感動を分かち合う毎
日でした。
５）辞書に魅せられた私
日下部徳次先生から「英語学」を、堀井令以知先生から

「言語学」を学んだ私は、日本にある全ての英語の辞典を読
んでみたいという衝動に駆られ、可能な限り読みあさりまし
た。気がついてみたら、現在の日本の英和・和英辞典作成の
手伝いをするようになっていました。私が最初にモニターを
したのが『英語情報辞典・第２版』（小学館）で、【これには
井上君も参加しました。】それ以降、『ラーナーズプログレッ
シブ英和・和英』（小学館）、『ニューサンライズ英和』（旺文
社）、『サンライズクエスト英和』（旺文社）、『スーパーアン
カー英和・和英』（学研）、『グランドセンチュリー英和』（三
省堂）と微力ながらお手伝いをやってきました。今後もぞく
ぞくと新辞典が誕生することでしょう。「引くたびに新たな
る発見」のできるすばらしい辞書づくりのお手伝いができれ
ばと思う毎日です。
６）次回投稿者紹介
私の席の隣でいろんな講義を受講

していたのが井上永幸先生です。彼
とはその頃からの親友でありライバ
ルでもあります。京都外大を優秀な
成績で卒業した彼は、三省堂から
『ウィズダム英和辞典』という、コ
ーパスを使った画期的な英和辞典を
世に送り出しました。彼の次回の投
稿をお楽しみに。

Jonathan Sorianoとチームティーティングする高瀬氏
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現在私はフリーのスペイン語通訳として仕事をしていま
す。なぜ通訳を目指すことになったか、それは大学時代に出
会ったボランティア活動がきっかけでした。「京都府立医科
大学こども病院にメキシコから１才半の赤ちゃんが治療を受
けに来るので、スペイン語通訳のボランティアをお願いした
い。」アルゼンチン留学を終え大学卒業を控えた私に、当時
所属していた「西語研究会」を通して依頼が寄せられました。
スペイン語が話せるよい機会だと軽い気持ちで引き受けたの
ですが、この体験がその後の私の人生を大きく左右するとは
夢にも思いませんでした。
１．リンパ管腫とOK-432
メキシコの赤ちゃん・カルロスに伊丹空港で初めて会った
衝撃は今でもはっきり覚えています。生後まもなく気道確保
の為気管切開され、太いチューブが小さな体に刺さった状態
で、舌は約６cmの厚さに腫れ上がっていました。病名は
「リンパ管腫」。先天的なリンパ管形成異常で、首や舌等リン
パ管の通るあらゆる部位に腫瘤ができる疾患です。発症率は
白血病とほぼ同じと言われています。
従来リンパ管腫の治療は腫瘤部分を取り除く外科的治療し
か選択肢がありませんでしたが、リンパ管腫は重要な神経や
動静脈を内包することが多く、リンパ管腫のみを取り除く治
療は極めて困難なものとされてきました。そんな状況に光を
あてたのが、京都府立医科大学の小児外科医・荻田修平医師
でした。1986年、当時抗がん剤として使用されていた薬剤
「OK-432」を用いた局所療法（注射）で目覚しい治療成績を
あげ、日本においてこの治療法を確立したのです。
一方、カルロスの父親は自ら世界各国の治療法を探し求め
る中荻田医師の論文と出会ったのですが、当時、治療に必要
な薬剤は日本国外では流通していませんでした。治療を受け
る為には全資産を投げ売って家族で来日するしかない、そん
な家族の窮状を知った荻田医師は「カルロスちゃん基金」を
創設、外国の患者を支援するサポート体制を整え、カルロス
一家は計４回もの来日を果たすことが可能となりました。
２．数々の出会い
懸命に我が子を救おうとするカルロスの両親、献身的な荻
田医師、小さな身体で必死に病気と戦っている子供たち、彼
らの姿に感銘を受けながら毎日を過ごしました。忘れ難いの
は、日本人患者の母親達とカルロスの母親パトリシアとの昼
食会に通訳として同席した時のことです。日本の母親が「病
気の子供を持つ親は孤独です。この辛さは他の人にはわかっ
てもらえない。私達はあなたの気持ちがよくわかります」と
語ったとき、パトリシアは突然堰を切ったように泣き始めま
した。この時、「人と人の心をつなぐことができる通訳の仕
事は何と素晴らしいのだろう、私の目指すべき道かもしれな
い」と熱い思いがこみ上げました。
３．忘れた頃にやってくる
こうして一ヶ月の貴重な時間を過ごし大学を卒業した後、

在外公館派遣員として在ホンジュラス日本大使館へ赴任、２
年間を同地で過ごしました。帰国後は外務省外郭団体・国際
交流サービス協会に採用され、外務省の要人招聘事業に関わ
る仕事につきました。やりがいのある仕事でしたが、日々の

忙しさに追われせっかく芽生えたボランティア精神はおろか
通訳を目指す夢も次第に薄れていきました。そんな生活に疑
問を抱いていたある日。同僚が担当していたカナダからの招
聘客が、知人の孫が首の腫れる病気で苦しんでいて、その病
気の専門家である京都の病院の医師に連絡を取りたがってい
る、という話を偶然耳にしました。「もしかして荻田医師の
ことでは？」と思い確認すると、まさにその通りだというこ
とで、早速面識のある私が連絡を取ることになったのです。
実に４年ぶりの連絡にも拘らず、荻田医師は診断に必要な情
報を快く提示してくれました。その後一人の患者が救われた
ことを、取材で来日したカナダのテレビ局クルーから知らさ
れました。
４．あの夢よ、再び
その２ヶ月後、荻田医師から突然の電話が。「メキシコか

ら招待されたので通訳で同行してほしい」とのこと。戸惑い
つつもこのチャンスを逃してはならないと、時期外れの有給
休暇を申請しメキシコへ。そして不安と期待を胸に同地に降
り立った私を空港で出迎えてくれたのは、７歳になったカル
ロスとその家族だったのです。当時赤ちゃんだったカルロス
が「Midori ! 」と叫びながら抱きついてくれた時は感激も一
入でした。到着早々病院で患者の診断を開始し、現地医師と
の治療相談やテレビの取材などハードなスケジュールでした
が、通訳として現場に立てる喜びを噛み締め、進むべき道を
確信しました。
５．現在そして未来へ
帰国してすぐ夜間の通訳学校に通い始め、１年間通訳技術
のノウハウを勉強した後、結婚を機に協会を退職してフリー
の通訳として活動を開始しました。様々な分野でプロとして
の経験を積む一方、荻田医師のサポート活動を続け、海外へ
の治療啓蒙活動の通訳やメールでの問い合わせの翻訳を手掛
けてきました。荻田医師の地道な活動は徐々に実を結び、世
界各国に協力医療機関・医師が少しずつ増え、特に懸案だっ
たアメリカ・FDAの承認においては、現地医師の多大な尽力
により大きく前進することができました。
しかし活動が軌道に乗りかかった矢先の2003年春、荻田医
師は55歳という若さで急逝されました。最後まで自分よりも
患者を優先された荻田医師の姿は多くの人々に感銘を与え、
他界後、志を同じくする仲間が集まり「カルロスちゃん基金」
を改め「荻田修平基金」を設立。今後も一丸となって、世界
中のリンパ管腫患者への支援を継続していこうと誓い合いま
した。
ボランティア活動の最
大の醍醐味は何といって
も素晴らしい人々との出
会いです。通訳として更
に研鑽を積みながら、こ
の活動を通して難病の子
供たちやその家族を支え
ていきたいと思っていま
す。

プロフィール ――――――――――――――――――――――――
氏　　名　仰木（おおぎ）みどり）（旧姓松山）

1993年イスパニア語学科卒業。在学中交換留学生としてアルゼン
チン・ベルグラーノ大学留学。在ホンジュラス日本大使館在外公館
派遣員、（社）国際交流サービス協会勤務を経て、98年よりフリーの
スペイン語通訳として活動開始。主に神奈川県警通訳、JICE（日本
国際協力センター）非常勤研修監理員、神奈川県下の医療機関にて
医療通訳を行う。03年より慶應湘南高等部スペイン語非常勤講師。
04年、NPO法人「荻田修平基金（http://www,fund-ogita.org）」
理事兼事務局長に就任。一児の母。

「難病の子供たちと共に」
スペイン語を通しての
医療ボランティア活動

仰木みどり
（h4E/西語研究会）
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東京支部 支部だより

徳島支部 支部だより

第17回関東地区卒業生の集いを、平成17年７月９日（土）赤坂
プリンスホテル40階のトップ・オブ・アカサカにて開催しまし
た。
今回のテーマは「“LOVE & PEACE”～校友会を通じて愛

と平和を～」と題しました。
テーマ決定の経緯は、昨今海外では中東諸国をはじめとする

テロ事件やスマトラ島沖の大地震など戦争や自然災害が頻発し
ており、国内では、家庭内、学校内、学校内暴力やカードスキ
ミング、振込め詐欺事件も増加傾向にあり社会全体が不安の多
い世の中になってきています。また昨年は戦後60年の筋目の年
であり、外大の建学精神「言語を通して世界の平和を」を礎に、
校友会を通じ先輩・後輩と交流することにより、お互いに刺激
を受け与え、新たな情報、知識が得られることができ、個人の
問題だけではなくグローバルな視点に立ち考えたのがこのテー
マです。
集いは、大学から森田総長、影山副学長、校友会本部から中

村前会長はじめ来賓の方々のご挨拶でスタートしました。会場
ではテーマにふさわしく“IMAGINE”はじめジョンレノンや
ビートルズのBGMを流し、スクリーンには校友会からお借り
しました大学のビデオを放映しました。また、素晴らしい都心
の風景をバックに食事や歓談が進むにつれ、懐かしい会話や情
報交換で和やかな雰囲気となり、ショータイムではプレスリー
の歌のご披露もあり、集いは最高潮に。今回は出席者同士で多
くの交流が出来るよう例年より歓談タイムを多く設け、最後に
は全員で校歌斉唱、記念撮影そして奥津支部長の閉会の挨拶に
より15：30終了しました。
参加者の中には、初めて参加された方、卒業間もない方、ご

夫婦で参加された方もおられ、学校関係者はじめ学生時代には
交流できなかった年代、学科、クラスなどの垣根を超えた会話
ができ有意義なひとときを過ごされたのではないかと思いま
す。
この場を借りて大学・校友会本部の来賓の方々や支部役員メ

ンバーの方々そして出席者の皆さまのご支援、ご協力のもと、
無事開催できましたことに対し改めて御礼申し上げます。
今年の関東地区卒業生

の集いは、例年通り７月
の第２土曜日の平成18年
７月８日に開催しますの
で、一人でも多くの卒業
生ならびに家族の方々の
ご参加をお待ちしており
ます。
第17回東京支部（関東地区）卒業生の集い実行委員長

木村健司（s57F）
東京支部校友会HP:http://www.kufs.ac.jp/koyukai/tokyo-shibu.html

校友会を通じて愛と平和を

第14回総会懇親会を開催　“踊るアホォに見るアホォ”

平成17年度（第13回）京都外国語大学校友会徳島支部総会，
懇親会は、校友会中村前会長はじめ多数の本部支部の役員、会
員の方々の出席のもと、平成17年８月14日（日）午後２時30分
より、ホテルクレメント徳島において開催し、例年どおり懇親
会、総会終了後、「京都外大連」として、阿波踊りに参加いた
しました。また来賓として、大学より影山副学長、和田事務局
長、大山学生部長、田上学生部次長、内田広報課長のご出席を
いただきました。
懇親会は毎年阿波踊り「京都外大連」に協力してくれている

「みやび連」も参加して本場一流の阿波踊り一色と化し、熱気
に包まれました。夜は、「みやび連」「京都外大連」の合同連と
して桟敷席のある「演舞場」へと繰り出しました。みやび連の
華麗で伝統的な踊りと、京都外大のブルーを基調とした上品な、
ハッピ、浴衣での踊りが、観客に好評で京都外大を十分ＰＲで
きたと思っています。

～徳島支部会員の皆様へ～
徳島支部の総会・懇親会は今年で14回目、「京都外大連」の

阿波踊りは、12回目を迎えます。、この間一度も休むこともな
く継続してまいりました。特に阿波踊りに関しては、森田総長
先生はじめ大学関係者、校友会の中村前会長、役員、担当者の
方々、またみやび連の武市連長の、ご理解とご協力、そして徳
島支部の役員、会員の努力と結束によるものです。この実績を
今後も続けていきたいと思っています。
その為には一人でも多くの徳島支部会員の皆様の参加が必要

です。本年の予定は8月14日（月）です。7月下旬頃までにはご
案内しますので、是非ご参加ください。
～徳島支部以外の会員の皆様へ～
阿波踊りには、京都外国語大学のPRを兼ねた校友会の大切

な一事業としてできるだけ多くの方々が参加できるよう努力し
ております。是非、県外の方もご参加ください。お問い合わせ
は、京都外国語大学校友会本部（TEL.075-322-6057）です。

（徳島支部 事務局）
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富山支部 支部だより

富山支部第６回総会＆懇親会が、2005年８月20日（土）富山
市のパレブラン高志会館で行われました。この日は全国高等

学校野球決勝戦に初めて臨んだ京都外大西高校の京都勢とし

て全国制覇がかかった試合の日でもありました。理事長先生

は甲子園の方に行かれてから参加して頂けると校友会本部よ

り前日に連絡をもらったので開会時刻を１時間遅らせ、高校

球児の素敵で爽やかな笑顔の熱戦を高志会館のTVで観戦し

ました。

感激した決勝戦の後、総会＆懇親会に入りました。蜷川先

輩の指揮のもと学園歌斉唱で始まり、校友会中村前会長は

「各支部の活動状況と校友会で楽しく友達を作ろう」と話さ

れ、さらに堀川学長は「今の京外大の現状とカリキュラム」

について話されました。鹿児島支部副支部長の鬼丸さん、石

川支部から２名、また富山支部で初めて参加された方が３名

居られました。会場である高志会館には京外大卒業生の笹木

さんが勤務されている関係で、料理長が富山湾の魚を素材に

特別メニューを考えてくださいました。

理事長先生は、お疲れにもかかわらず甲子園から駆けつけ

てくださいました。とっても印象的な第６回総会＆懇親会と

なりました。次回の富山支部懇親会は2006年８月第３土曜日
に開催予定です。今まで参加されていない方も是非一度参加

していただき交流を深めて会を盛り上げていただきたく思っ

ています。

京都外大西高に乾杯！

高知支部 支部だより

高知支部総会は隔年に開かれていますが、今年がその年に

当たり、去る５月13日、連休明けの土曜日に開催しました。
会議終了後、懇親会に移りましたが、大学からは森田総長先

生はじめ５名の先生方、校友会本部からは坂本会長、中村前

会長を含め６名の皆様をお迎えし、交流を深める中で盛大に

意義深い総会を無事終了することができました。森田総長先

生を中心とした京都外大ファミリーの温もりを、支部参加者

一同ひしひしと胸に感じたことでした。終了後、ホテルでの

会場から河岸を変え、その名もPartⅡビルで、のど自慢大会

が盛り上がりました。

例年、総会は曜日に関係なく、８月10日、高知の夏を燃や
す「よさこい鳴子踊り」初日に合わせて行なっていました。

今回、期日を変更した主たる理由は、出席者を少しでも増や

したいという狙いがあったからです。従来の日程はお盆と重

なり、皆さんそれぞれお忙しい時期ですので、たくさんの方

に無理なく集まっていただくには、５月のこのあたりが最適

と踏んだわけです。しかし残念ながら期待していたように人

数は伸びませんでした。しかし、返信のひとことメッセージ

を見ると、欠席する方の‘出席したい’という思いが伝わっ

てきて、大変うれしく思ったことでした。

２年に一度、京都外大同窓という糸で結ばれたわたしたち

が、世代や職域を超え、ルーチンな生活から抜け出し、交

流・語らいの中で元気をもらい、人間関係のネットワークを

ひろげ、生活の色彩を豊かにする、そういったひと時をもつ

ことはすばらしいことだと思うわけです。総会に参加するこ

との意味をもっともっと会員の皆さんに理解していただく努

力が必要だとわたしたちは思っています。

総会翌日は初夏の太陽がまぶしい好天に恵まれました。ゲ

ストの皆さんは300年の歴史を持つ名物市「日曜いち」の散
策を含め、緑豊かな地方都市の素朴な味を堪能していただけ

たものと思っています。今回の大学、校友会本部挙げてのバ

ックアップに重ねて感謝申し上げ、支部活動の報告とします。

［平成18・19年度高知支部役員紹介］
支部長 水田 耕吉（s28T）・副支部長 町田和華子（s37A）・副
支部長 矢田 満城（s38A）・書記 柴岡 和生（s48A）・会計 西本
由美子（s48A）・会計 楠目英子（s62E）・監査 安岡　功

（s38A）・監査 高島　勉（s58A）

目に青葉…ベストシーズン！！
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E.S.S. クラブＯＢ会だより

第３回同窓会、晩秋の京都にて開催
平成17年11月26日（土）紅葉真只中かつ小春日和の京都にて、
第３回ESS同窓会がアメージング・グレースのオープニング音
楽とともに開催。平成15年12月の第２回同窓会後に組織された
役員組織のもと、２年毎に開催しようとの合意に基づいて開催
されたものである。
昭和37年度卒から平成16年度卒の同窓生74名（男性44名、女

性30名）が参加。
卒業後何十年ぶりに同窓生に会った方々、また２年ぶりの再

会など思い思いの気持ちを抱いての参加で、毎回のことながら
各テーブルで、思い出話や現況についての話題がつきなかった
２時間半であった。
森田理事長・総長は当日、大阪、京都での公務ご多忙の中ご

臨席いただき、母校の発展ぶりについてのお話をいただいた。
また、中村校友会前会長も今回は校友会会長として最後の参加
となり、校友会より過分なる援助金と京外大ブランドの紅白丹
波ワイン20本を寄贈いただいた。また、現役ESSで前役員５名
も参加、そして京都外大弦楽アンサンブルチーム12名が演奏し
てくれるなど盛大な第３回目となった。

HAT's クラブＯＢ会だより

2005年11月11日（金）19時より毎年恒例のクラブハッツ総会
を盛大に実施いたしました。この夏には京都外大西高校野球

部が甲子園で優勝戦を戦った記念すべき出来事があったこと

で、集まり始めたメンバーは自然と話題は高校野球にと話の

花が咲き出しました。万難を排してご出席頂いた森田総長を

始め学校関係者、校友会の中村前会長以下多くの幹事の方々

そして旅行業関連で働く仲間が集い、総勢65名の参加となり
ました。

ご来賓の挨拶、島田会長の挨拶の後、株式会社インターの

前田正久専務取締役が外国語にまつわるエピソードを中心に

講演。内容が素晴らしく又非常に楽しく聞かせて頂き、参加

者全員の気持ちが和んだところでメインのパーティーに。パ

ーティーでは参加者全員が一言づつ近況や会への感想その他

を述べ合い同じ業界で働く仲間の一体感を強くさせてくれま

した。今回の参加メンバーの中には、遙々オーストラリアか

らこの日のために来日された酒井理加さんはシドニーで留学

に係わるお仕事をされています。

日本から来る男子学生が年々虚弱化してきている事に問題

意識を持ち、「日本の男子学生をビシビシ鍛えていますので

ご安心ください。強い日本男児として帰国させます。」との

事。

思わず会場からヤンヤノ喝采が起きました。また外大の現

役４年生の岡優美子さんも初参加。今春より航空会社に就職

が決定しており、「これから進む業界の先輩がどの様な活動

をされているのか肌で感じたくて。」と参加。「とても優しく

て素敵な先輩方がおられ心強いです。次回も是非参加したい

です。」と。

最近の総会の参加者の傾向が少し以前と変わってきだしま

した。前回の総会より特に目立ってきた現象は、業界以外の

旅行に興味のある方の参加が増加してきています。業界関係

者の友人であったり、又その友人であったりする訳です。

わが業界人は人気者が多いのでしょう。皆さんとても楽しそ

うに溶け込んでいらっしゃいます。次回の総会は10月に実施
の予定です。旅行に興味のある方は是非ご参加ください。参

加費用も5,000円以下に抑えています。
京都外大クラブハッツ　会長　島田　博文　　　　　　　　

事務局長　藤尾　直樹 090－8377－5316

京都外大クラブハッツ

ESS正装ロゴ ESS副装ロゴ

会場退出時に、記念品のESS同窓会オリジナル２年間卓上カ
レンダーが参加者全員に渡されるとともに、「また次回会おう」
「次回はあいつも連れてくるから」「同窓会はやっぱりいいな」
などの言葉が交された。惜別の念からか、二次会、三次会と各
グループで夕刻の京都市内へと出かけていく姿が見受けられた。
なお、同窓会基盤をより強固にする意味でも、下記のESS同
窓会ロゴマークを制作、（制作は、CMフィルムなどの制作プロ
デューサーである鳥居俊史氏－同窓会事務総長を努める）。
当日はバナーによって会場内に飾られた。今後ともESS同窓
会活動には、これらロゴマークが使用されることになる。また
今後、ESS同窓会のWEBを立ち上げるのを皮切りに、同窓生
名簿も再度整理することになっており、案内状が今まで届いて
いない方々や住所変更された方々は下記事務局までご連絡して
下さい。次回第４回は平成19年12月15日（土）を予定。
連絡先　〒617－0843 京都府長岡京市友岡西山19－15－208

鳥居　俊史
京都外大ESS同窓会事務局

e-mail: kufsess_alumni@yahoo.co.jp

2006年10月20日（金）19時より、レストランフィガロ（心斎橋OPA11Ｆ）にて、恒例のクラブハッツ総会を開催します。
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翻訳研究会

翻訳研究会創部47周年OB会総会開催報告
平成17年10月３日（木）外大祭の日程に合わせて、大学構

内に於いて開催されました。卒業後随分と年月が経ち、名実

ともに新しく生まれ変わった大学での開催は大変有意義なも

のになりました。大学を訪れる機会の殆ど無い卒業生にとっ

ては大学を見つめ直す良い機会でした。

午前11時から12時迄は、１号館ホールにて総会会長の本岡
邦治様よりの挨拶に続き、顧問の奥川義尚先生と現役学生か

らは現状報告・活動報告がなされました。半世紀近くもの間

連綿と続いて来た部活動と機関誌「27」に出席者一同感慨深
い思いで報告を聞かせれもらいました。引き続き、今後の本

会の活動活性化についての活発な意見交換がなされました。

次会開催については、平成19年10月下旬～11月初旬に京都
市内の大学以外の場所で開催ということになりました。

午後は会場をラウンジに移して懇親会、大学から影山久人

副学長以下４名の出席を頂き、校友会から２名、卒業生23名、
現役学生11名が参加、賑やかに楽しい一時を過ごしました。
卒業生と現役生徒との交流も双方にとって大変有意義であっ

たと好評でした。一同再会を期して散会致しました。

報告者　 三木　右至

心とこころのふれ愛を求めて
～京滋支部と大阪支部合同総会・懇親会のお知らせ～

京都外大校友会会員の皆さん、京滋支部・大阪支部の会員の皆さん、合同総会のご案内です。
京滋、大阪各支部は今までそれぞれ総会・懇親会を開催してきましたが、また、相互の交流と母校を中心とした近畿的ま

とまりを目指して、合同総会・懇親会をも開催してまいりました。今回はその合同の総会・懇親会を下記要項で開催します。
どうぞ皆様お誘い合わせの上、多数ご参加頂き、旧交を温め合い、新しい出会いを体験し、今後の生活と活動に新鮮な風と
活力を吹き込んで頂きたいと思います。
永遠に「校友会」は卒業生にとって、オアシスのようなものだと思っています。日頃はそれぞれの領域で精一杯頑張って

いる私たちが少し憩いを求めてお休みをする場、友人や先輩や後輩達等他の校友会メンバーとの交流を通じて刺激やアドバ
イスや元気を与え合う場、それが「校友会」です。
「校友会」にはそういう「何か」があって欲しい、又、そういう「何か」が得られることを目指したいと私たちは思って

います。
記

日　時：平成18年９月10日（日曜日） 受付・11：00 総会・12：00 記念撮影・12：45
懇親会・13：00

場　所：京都外国語大学内「リブレ」
京滋支部、並びに大阪支部在住の卒業生の皆様方には、改めて「案内状」をご送付致

します。是非とも、皆様方お誘い合わせの上ご出席下さい。他の支部の方々も遠慮無く
ご参加下さい。大歓迎です。 京滋支部長　小林昭朗　大阪支部長　田辺　靖

終身会費納付のお願い

本会は、京都外国語大学・同短期大学の卒業生全員が会

員となって組織されています。

本会は、京都外国語大学および京都外国語短期大学の建

学の精神に則り、会員相互の親睦を図るとともに、大学の

発展に協力し、世界平和の進展に寄与することを目的とし、

その目的を達成するため、次の活動を行なっています。

◇会員相互の親睦を図るための活動

◇会員名簿の管理

◇会報［ALUMNI NEWS］の発行

◇支部結成および支部活動への協力・援助

◇本会が認めた会員の自主交流会活動等への協力・援助

◇大学卒業（本会入会）記念品の贈呈

◇大学等から委託を受けた事業の実施・協力

◇大学の発展に必要な事業への参加・協力

◇大学の外国人留学生に対する支援制度の実施

◇本会が認めた大学学生主催行事への協力・援助

◇国際交流や社会文化の進展に貢献する活動の企画・実

施

◇校友会館取得のための活動

◇その他、本会の目的を達成するための活動

同封の郵便振替票をご利用の上、終身会費20,000円をお
振込み下さい。

何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。お振込み

頂きました方には「ALUMNI MEMBER'S CARD」をお

持ち頂いています。
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★校友会活動は卒業生の終身会費20,000円と年間協力金3,000円で運営しています★
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