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京都外国語大学校友会



兵馬俑（へいまよう）

秦俑
しんよう

すなわち兵馬俑は、1974年、陝西
せんせい

省潼臨県に位置する

秦始皇帝（B.C.259～B.C.210）の墳墓の東側で発掘されたも
ので、始皇帝の守護部隊といわれる。

因みに陝西省は1983年に京都府と姉妹府省になっている。
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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、当会の活動にご理解とご協力をいただき、誠に有

難うございます。

本年、母校が学園創立60周年を迎えられました。心からお祝い申し上げます。
振り返れば、森田一郎・倭文子両先生が大戦後の混迷の中で、我が国の針路は世界と平和を語れる若者の育成で

あることを篤く提唱され、京都の地に学園を創立されました。そして、現理事長・総長森田嘉一先生が「不撓不屈」

の建学の精神をしっかりと引継がれ、今日の立派な学園に育て上げられたのです。先生のご功績に深く感謝申し上

げ、60年という歴史の重みを噛締めながら、母校が立派に発展している喜びを皆様とご一緒に分ち合いましょう。
去る５月18日の創立記念日に、学校法人京都外国語大学は目出度く記念式典を挙げられました。当会からは、60
周年を記念して「可搬型音響装置一式」を寄贈し、謹んで祝意を表しました。大学や学生諸君の諸行事でお役立て

いただけるだけでなく、当会行事でも活用させていただけるものと期待されます。

さて、既に皆様のお手許に母校から、60周年記念事業の中心となる新体育館建設の基金寄付募集趣意書が届いて
いることと思います。後輩たち学生の体育授業に資する大切な施設であり、多数の校友の思い入れが一杯詰まった

新体育館にしていただきたいと切望し、未だ応募されておられない皆様に重ねてご協力をお願いする次第です。

いま、大学を巡る環境は大きく変革しつつあり、母校と校友会との“車の両輪”のような連携態勢がますます重

要になってきています。母校の発展が校友の誇りであり、校友の人となりが母校の品格だと言い換えることもでき

るでしょう。母校を愛し、応援する心を持ち続けることが大切なのです。

ところで、当会も45年が経過しました。昭和37年４月に設立され幾多の困難も克服しながら発展を遂げ、現在の
確立した組織を見るに至っています。この間、会員各位や関係各方面のご協力と、役員らの地道な努力が結集され

なければ為し得なかったことであり、そして何よりも、母校ならびに教職員の皆様から絶大且つ弛まぬご支援をい

ただいていることを忘れてはなりません。

３万８千名を超える校友がいるからこそ、そして世界中で頑張っておられる校友との絆があるからこそ、私ども

の“校友会は愉しい”のです。目に見えない糸で結ばれ、愉しいときも苦しいときも互いに分ち合い、励まし合え

るのが同窓の仲間なのだと思います。

「人とひと　心とこころの　ふれあいを求めて」のスローガンの下、「母校愛と校友の絆を愉しもう」を活動理

念に、“愉しい”活動の拡大を目指しています。支部活動の充実や所属クラブＯＢ会の活発化に向けた取り組みを

進め、とりわけ若い会員の皆様が気軽に活動の輪に入れるよう参加機会を増やしたり、行事内容に工夫をお願いす

るなどの努力も重ねて行きます。

いよいよ本年度は、５年毎の「総会ならびに懇親会」の開催年に当たります。来る12月２日（日）に森田記念ホ
ール及び母校キャンパスでの開催を計画いたしており、学園創立60周年と校友会設立45周年を祝す楽しい催しにし
たいと考えていますので、今から同窓の方々をお誘い合わせいただき、賑やかにご参加くださるよう期待していま

す。

本年度も引き続き会員個人情報の保護など規律ある運営を念頭に、役員・常任幹事・支部長がしっかりスクラム

を組んで活動を展開して参る所存ですので、いっそうのご協力ご支援をよろしくお願い申し上げます。

結びにあたり、皆様のご健康とご多幸を祈念いたしましてご挨拶とさせていただきます。

母校の学園創立60周年を
ご一緒にお祝いしましょう

会　長

坂 本 　 利 正
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本年2007年5月18日に、おかげさまで本学園は創立60周年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たいする変わらぬご厚情のたまものと存じ、心より感謝申し上げます。併せて、校友会

におかれましては、今年、設立45周年を迎えられたとのこと、なお一層のご発展を期し、衷心よりお慶び申し
上げます。

申すまでもなく、学園にとりまして、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。みなさんのご活躍は母校の発展であり、母校の発展は卒業生の誇りでもあります。これか

らも引き続き、本学園発展のため、みなさんのより一層のご理解とご協力を賜りたいと思います。

学園創立60周年という節目にあたり、これからも「社会が必要とする学園」づくりという社会的使命を果た
すため、『おかげさま、世界をみつめて60年』の標題をかかげました。この言葉には、多くの人の努力の結集に
支えられてきた60年という真摯な感謝の気持ちと、この60年間、日本が平和であり、戦争を味わうことなく過
ごしてこられたという幸福の意味も含まれています。

本学園は、ご存知のように、戦後まもない1947年、森田一郎・倭文子によって創設されました。日本の再建
と新しい出発のためには外国語教育が不可欠だというのが学園創設の動機だったのですが、創立者夫妻は、単

に語学に堪能な若者を育成するにとどまらず、語学とあわせて外国の文化を身につけた真の国際人を養成する

ことを教育の主眼に据え、『Pax Mundi per Lingus』（言語を通して世界の平和を）という理念を建学の精神

としてかかげたのです。

この節目の年、単に歴史を振り返るだけでなく、「力を合わせて、ひとつになって」と、創立者も学生も教職

員も一緒に汗を流したという学園創設のころの熱意と熱気に思いを馳せたいと思います。そして、建学の精神

に謳われております「平和」の問題についてもあらためて考える機会にしていきたいと思っています。

日本は、戦争の深い反省から、広島、長崎の被爆体験から、平和を希求することで戦後の歩みを踏み出した

ように、長らく、物理的な戦争や紛争などの範囲で私たちは平和をイメージしてきました。もちろん、どのよ

うな時代であってもそのような観点での平和の取り組みは最重要課題ですが、今日、「自然との共存」といった

新たな視点ぬきでは平和は語れないと思います。自然を破壊して平和は成り立ちません。自然環境を守るため

のさまざまな取り組みは、まさに平和の取り組みであると私は考えています。京都議定書「温暖化防止」は地

球環境対策の重大な戦略です。また、貧困の問題を離れて地球環境の問題の解決はありません。いまや、地球

環境は国際政治の主要な議題となっているわけです。

どうか、校友会のみなさんにおかれましては、本学の建学の精神に「自然との共存」という新しい視点を加え、

今後もいろいろな舞台で活躍していただきたいと願っています。

開学からこれまでの60年を第一とすれば、これからは第二ステージに入っていきます。創立者の情熱の象徴
というべき「建学の精神」を、教職員も学生も、そして卒業生のみなさんも共有しながら、一層の発展を第二

ステージに期したいと思います。

理事長・総長

森 田 　 嘉 一

学園創立60周年
「自然との共存」
平和への新しい視点
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卒業生の皆様には、各界においてご活躍のことと拝察し、
お慶び申し上げます。また、日頃は、母校をさまざまな形で
ご支援いただき、心から感謝申し上げます。
第二次大戦直後の1947（昭和22）年、まだ不安定な社会情
勢のなか、創立者森田一郎・森田倭文子両先生の先見性に満
ちた、世界平和の実現を志向する崇高な理念によって、学園
の母体である京都外国語学校が創設されました。そして、そ
の後、学園は幾多の変遷・改革を経て大きく発展を続け、今
では大学院、大学、短期大学、専門学校、高等学校を擁する、
わが国有数の私学としての地位を確立しております。
今年は創立60周年の節目の年で、人間なら「めでたい還暦」
ということになります。還暦を迎えた人が、自分の来し方を
振り返って感慨に耽るように、学園の過去を回顧すれば、そ
れぞれの時代に、それぞれ時代精神があり、キャンパスに豊
かな人間関係があり、それぞれが明日を夢見て努力し、また
新たな夢をつなげてきていただいたことに、深い感謝の念を
禁じえません。今日の学園があるのは、そうした方々全員の
お力添えのお陰であります。
ところで、ここ数年来、本学では、一号館の新築やマルチ
メディア教育研究センターの設置など、ハード面における改
善・充実は勿論のこと、教育制度や教育内容等のソフト面に
おきましても、さまざまな特徴ある施策を講じて参りました。
制度・教育内容の面では、2005年４月に改組された大学院は、
研究意欲旺盛な院生で活気に溢れ、また大学は、充実した新
しいカリキュラムを導入して2年目を迎えました。最新のも
のとしては、短期大学が、今年4月、定員140名（20名増）の
「キャリア英語科」として改組、再スタートしました。今年
はまた、イタリア語学科が開設されてから４年目を迎え、来
年3月には、初の卒業生を世の中に送り出します。
近年、大学は従前以上に教育内容や水準が問われるように
なり、大学間の競争は激しくなる傾向で、当然のことながら、
大学の教育力がクローズアップされるようになりました。そ
の端的なものが、通称「GP（Good Practice）」と呼ばれる
もので、これには「特色GP」と「現代GP」があります。こ
れは文部科学省の主導によるもので、教育面で特色がある大
学、あるいは現代社会の教育ニーズに応えている大学を財政
的に支援するためのプログラムです。このGP競争では、数
多くの申請大学の中から京都外国語大学が、「ティームティ
ーチングによる二言語同時学習－外国語教育の新たなる教授
形態－」で、平成18年度「特色GP）」に選定されました。こ
れは英語を基軸とした二言語同時学習を目指す教育プログラ
ムです。すでに平成16年度には、京都外国語短期大学が「特
色GP」に選定されると同時に、京都外国語大学が「現代GP」
に選定されており（詳細はホームページをご覧ください）、
単科大学としては比類のない成果をあげております。これら

学　長

堀 川 　 徹 志

学園創立60周年記念行事について
－夢をつなげて100周年へ－

は、本学の教育に対する社会的評価が高いことを証明してい
ますが、さらなる向上を目指すために重要なことは、学生の
学習環境をよりよくすることであります。現在、学園では、
森田嘉一理事長・総長のリーダーシップのもとで、創立60周
年記念事業を推進中ですが、大学関係の事業のあらましをこ
こに紹介いたします。
紹介する記念事業の中心は施設に関するもので、その一つ
は、老朽化が目立つ天神川体育館の建て替え（2009年3月竣工
予定）であります。授業で、あるいはクラブ活動で使用され
た方々には、学生時代の思い出があり、取り壊されることに
ついては、複雑な想いがあることでしょう。新しい体育施設
は環境に配慮したもので、正課の体育授業のみならず、柔道
や剣道など、課外活動にも利用され、可能な範囲で地域住民
にも開放される予定です。完成後は若い学生の情熱発散の場、
人生修養の場として愛され、また地域住民から親しまれる新
たなランドマークとなるものと確信します。
もう一つの記念事業は、「マルチメディア教育研究センタ

ー」に最新設備のスタジオを設置することであります。すで
に同センターは、本学の教育活動で重要な役割を果たしてい
ますが、さらに、独自の教材開発などの機能を充実させて、
IT機器を利用した外国語教育の特色を強化する考えです。こ
の計画は、CALL教室の増設などと共に、本年度から複数年
度にわたって実施します。
その他の記念事業としては、すでに本年5月から京都市交

響楽団によるコンサートを皮切りに、年度を通じて、在学生
や一般市民を対象に、大学主催による国際シンポジューム、
ポルトガルのノーベル文学賞受賞者ジョセ・サラマーゴ氏に
よる特別講演、学生による各種イベント、そして各種の記念
誌の発行などが予定されており、詳細が決定されしだい、そ
れぞれホームページに掲載されます。なお、恐縮ながら、こ
れらの記念事業のための募金活動も行っておりますので、何
卒ご理解とご協力をお願いいたします。
昨年は、学園の母・森田倭文子先生が他界（1994年11月）

されてから13回忌の年でしたが、来年は、初代総長・理事長
森田一郎博士がハワイで急逝（1976年８月）されてから33回
忌の年に当たります。改めて時の流れの速さを痛感しますが、
今年の現役新入生はすべて「平成生まれ」で、昭和はだんだ
ん遠くなっていきます。いずれ「平成生まれ」が社会の中心
になる時が来ますが、創立者両先生の夢を、これまでに関係
された方々の、教職員の、そして多くの卒業生、在学生の夢
を、さらに、これから入学してくる若人の夢を、いくつも時
代を超えてつなげて、創立100周年を目指していきましょう。
永遠に未完成の絵巻物を作るために、今後とも母校をご支援
ください。



JULY  1 2007（4）No.22

ブラジルから
京都外大創立60周年並びに、校友会設立45周年のお祝い申

し上げると同時に今後の更なるご発展を心より、お祈り申し

上げます。

日本移民100周年をひかえ活気づいているサンパウロより
（校友会ブラジル支部）

メキシコから
この度は、京都外大創立60周年、校友会設立45周年という
ことで、太陽の国メキシコからエールを送りたいと思います。

2007年2月に開いた同窓会では、朝食会でしたので、テキー
ラで乾杯はしませんでしたが、爽やかに、メキシコ産コーヒ

ーとトロピカルジュースで乾杯しました。

Muchas Felicidades !（校友会メキシコ支部）

海海海海外外外外かかかかららららのののの

おおおお祝祝祝祝いいいいメメメメッッッッセセセセーーーージジジジ

アルゼンチンから
今年で京都外大創立60周年そして校友会が発足、創設されて

45周年を迎える事となり、アルゼンチン、ブエノス　アイレス
からお祝いの言葉を差し上げます。外大校友会設立45周年、お
めでとう御座います！スペイン語で、FELICITACIONES! 中

村日六士前会長ならびに発足当時からの役員の皆様ご苦労様で

した。この会が存在する事により日本国内では勿論、京滋、大

阪、東京それに各地方を含み数十箇所の支部が設立され、海外

でも６ヶ国あります。そのお陰で益々交流の輪も世界的に広が

り、校友会のめざすもの、どこに行っても人と人 心と心のふ

れあいを求める和合の場や機会がふえています。

校友会の益々の発展と共に皆様のご健勝とご活動をお祈り致

します。

綺麗な南十字星の見える、又タンゴの宝庫で有名なアルゼン

チンのブエノスアイレスから。………………………… 谷口庄平

京都外大創立60周年、校友会設立45周年おめでとうございま
す。地球の裏側アルゼンチンからお祝いの言葉をお送りいたし

ます。…………………阿部　梨江子（校友会アルゼンチン支部）

EU・フランスから
2007年4月13日、ヨーロッパ支部のパリ会員６人でタイ

料理レストランに集まりました。全員パリ在住10年以上の
メンバーですが、京都外大は創立60周年、校友会設立45年。
キラキラ光るエッフェル塔より我が母校に愛をこめて！ジ
ュテーム、京都外大！ （校友会ＥＵ支部）

ロサンゼルスから
京都外大創立60周年、校友会設立45周年を心からお祝い

申し上げます。私共は不撓不屈の精神を心に刻み、太平洋
の対岸で、日々頑張っております。ささやかながらも日本
と米国の架け橋になれればと願っています。ロサンゼルス
から京都を想い、感謝と共に、母校のますますの発展を祈
ります。 Congratulations!

鶴亀　彰（校友会ロサンゼルス支部）
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建学の精神
京都外国語大学創立60周年を迎えられ、お祝い申し上げる

と共に敬意を表したい。
「不撓不屈」は我が母校の建学の精神である。この言葉を
抱き、卒業生達は様々な状況下にあっても、艱難辛苦を乗り
越え世界各地で活躍している。
創立者、森田一郎、倭文子ご夫妻は会津出身であり、会津
魂を教育の柱としておられたと聞く。教育立国をめざした会
津藩は石高二十二万石、当時の幕藩体制にあって、19名の留
学生は第３位の進学率とされている。１位佐賀、２位薩摩は
いずれも会津よりも石高の勝った大藩である。幕末の動乱期
において、朝敵となる会津は多大な労苦の中でも教育、人材
の育成を復興課題としていた。教育とは人を育てるものであ
る。グローバル化が進む中、外国語を中心とした本校の学園
創りは先見性があると同時に、会津の気風を受け継ぎ、見事
に活かされていると思われる。
「不撓不屈」は今の日本人が忘れている多くの事柄を再起
さすに必要な教えではなかろうか。国際競争が激化する中に
あって、主義主張をはっきりさせ、目先の利を計ることなく、
信念と勇気を持つ事が互いの理解につながるのである。
私は現在高等学校を経営している。その立場から見れば学
校にとって、建学の精神がいかに大切なものかよく分かるの
である。厳しい学校経営の中で、建学の精神をいかに具現化
するかが特色を活かすことに繋がる。今後とも母校で学んだ
多くの事柄をさらに活かしていきたい。

応援団のこと

入学後否応無しに、應援團の方に團室に案内された。やさ
しそうな先輩もおられたので、さほど恐怖心は湧かなかった。
一言、「まあ頑張れや」と同時に、いきなり学生服にブスブ
スと穴があけられ、当時日本一大きいと噂される應援團バッ
チが重たく、威厳に満ちた風格で鎮座した。ここに京都外国
語大應援團第六代一回生が誕生とあいなったのである。１回
生ドレイ、２回生兵隊、３回生幹部、４回生神様の社会は常
にオッス、NOは許されないオッスの世界であった。４年間
の大学生活、いや應援團生活は夢と希望の生活とは遠く離れ
た別天地であり、ただひたすらに團旗の元に自己を鍛え、忍

耐と不撓不屈の精神で母校を敬愛し、誠を尽くすことを美学
としたのである。漫画「嗚呼!!花の応援団」に出てくるスト
ーリーの中に、我が應援團のエピソードが参考にされている
との事を聞いたことがある。あの当時はよく似た事をやって
いたのだろう。武勇伝を二、三紹介しよう。
１、某大学應援團と円山公園で乱闘。非常呼集で集合。長
上会議で和解する。

２、某大学空手部と抗争。男の義で和解。
３、木屋町で恐ろしい人達と乱闘。何名か警察にごやっか
い。某教授にもらい下げられた。

その他色々あり、幕末の新撰組の如く都大路を團と母校の名
誉のために走り回っていた。以外と柔らかい部分もあった。
恋も花咲き、また、散った。ほんの一瞬を緊張感から解放さ
れ、楽しい想い出もあった。剛柔一体を体験できたのも外大
の校風が調和の世界を創ってくれたおかげと思う。各クラブ
とも仲が良く、各行事には協力し合い、交友を温めていた。
ある時を境に應援團は活動を閉ざしたが、團室は開かずの
間として健在であり、團のシンボル團旗は静かに動ずる日を
待っている。森田倭文子創立者夫人が他界された折、OB諸
氏が團旗を立て、お見送りしたのは強烈な出来事であった。
必ずや母校の大事な時には團旗を立て、校歌を歌い、エール
を送るため、年を重ねても気力、体力維持を図っている。建
学の精神「不撓不屈」は脈々と未だ熱き血潮で時を待ってい
るのである。
現役の皆さんには、母校とは何か、をしっかりと学校生活
の中から掴んで下さることを願っている。京都外大西高校が
一昨年の夏の甲子園で見事準優勝を果たした。学園歌が流れ、
全国の外大卒業生は感動した事と思う。
ブラスバンド部の応援で使われている「コンバット」は我
が應援團の第２応援歌であり、それが編曲され甲子園で使用
されていることに誇りを感じる。これぞ「動」としての場で
あり、永遠不滅の再生であり、建学の精神の実践である。
いろいろと強がりを言っていても寄る年波には勝てないか
もしれない。ただ過ぎ去りし青春を元気印で過ごし、母校の
更なる活躍と後輩諸氏が外大精神で世界をリードする人材と
なられることを切に願い、ここにエールを送るものである。

堤　　清彰（s41A/應援團）

プロフィール ――――――――――――――――――――――――――――
1944年　京都生まれ
1967年　京都外国語大学英米語学科卒業
1967年　自営（染色業）
～

1980年
1980年　（学）南京都学園勤務
1984年　（学）明珠学園創立
1994年　京都翔英高等学校開校（昼間定時制・単位制）
2003年　京都翔英高等学校開校（全日制・単位制普通科移行）

役職
（学）明珠学園 理事長・校長
（財）少林寺拳法連盟 副会長（理事）
（財）日本武道協議会 理事
――――――――――――――――――――――――――――――――――

（団バッチ、実物大）
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京都外国語大学創立60周年おめでとうございます。
母校が発展することは、私たち卒業生には大変嬉しいこと

です。早いもので、大学を卒業して37年になります。今回、
寄稿依頼があり、原稿を書きながら学生時代を大変懐かしく
回顧しています。オシコルヌ先生・井田先生、そして一緒に
学んだ同級生の顔を思い出しながら文章をまとめています。
私は大学２年生の時、アメリカ・ミシガン州サギノー市に

2ヶ月間のホームステイをする機会がありました。今から39
年前のことです。
当時の日本は、まだ発展途上でありアメリカで見るもの全

てが珍しく、毎日が感動の連続でした。
ホームステイの後、３週間かけて、東はニューヨーク、西

はバンクーバーからロサンゼルス、北はモントリオールとア
メリカ大陸をグレイハウンドバスで旅行をしました。この経
験により、私の人生観も大きく変わりました。
アメリカには、ビジネスチャンスが無限にあり、何時しか

この地でビジネスすることを夢見た旅行でした。
大学を卒業後、私は、東京の大手家具量販店へ就職をしま

した。そこで3年間販売を通して日本の家具の知識や接客す
る喜びなどを勉強しました。その後、家具の商社へ転職し、
初めてヨーロッパへ行く機会がありました。33年前のことで
す。
家具見本市にて、ヨーロッパの一流家具を見た時の衝撃は

今も忘れません。目から鱗が落ちるという諺がありますが…。
洗練された商品群、デザイン、品質レベルの高さ、素晴ら

しい座り心地、そしてファッショナブルな展示など、まるで
別世界へ来た感じがしました。こんな素晴らしい商品が、な
ぜ日本に存在しないのか、その夜は寝ることが出来ないぐら
い興奮したのを今も覚えています。
この感動が原点となり、2年後私の故郷である徳島へ帰り、

会社を設立することになりました。社名は独創性のある会社
を目標とすることで ORIGIN CO.LTD と命名しました。工
場は、レンタルで約200㎡のスペース、技術もお金も人材も
ない状況のスタートです。
最初の商品は、フロアークッション（座椅子）を企画、開

発しました。このアイデアは、ドイツを歩いていた時に発見
しました。小売価格は、10,000円でした。この商品が大ヒッ
トして会社が軌道に乗ることができ、3年後には自社の土地、
建物を買うことが出来ました。しかし、良いことは続きませ
ん。
技術がなくて、簡単に造ることが出来ることで多くのコピ

ーが出て、価格はどんどん下がって儲からなくなり５年で生
産を中止することにしました。現在ホームセンターで2,980
円で売られている商品です。
その後、素晴らしい技術者との出会いがあり、フロアーク

ッションから本格的なソファーへ転換する事が出来ました。
資金の関係上、操業から15年間は、問屋や商社を通して全国

へ販売をしていましたが、操業16年目に販売先の商社が倒産、
約7,000万円の損失と売上げが30％以上減りました。
創業以来、初めての大ピンチに遭遇しました。修羅場、土
壇場、正念場という３場をこの時期経験しました。この体験
は経営者としての私を大変強くしました。
時代は、バルブが弾け、家具のマーケットもそれ以降大き
く縮小しています。この変化は、我社にとって大きなチャン
スになりました。下請けからの脱皮を決断し、販売会社
ESTIC,INC を設立、全国の家具店・百貨店へ直接販売する
ことになりました。
当時、日本ではソファはビニールレザーが中心に売られて
いました。その理由は、汚れた時に拭くことが出来るといっ
た機能性中心でした。そこで、我社はファブリック（布）ソ
ファを前面に販売することにしました。ファブリックは汚れ
るという欠点がありますが、デザイン性が高く、快適さはビ
ニールより優れ、ヨーロッパでは普及しています。そこで、
洗える、着替えるカバーリングソファを企画開発しました。
ファブリックは、全てイタリアを中心としたヨーロッパか
ら直輸入、そしてお客様が自由に選んで頂けるオーダーシス
テムを採用。納期も２週間でお客様にお届けすることが出来
る日本で初めてのシステムを構築しました。この企画は大ヒ
ットし、ファブリックソファにおいて我社のシステムが日本
のスタンダードになりました。
マクドナルドの創業者レイ・クロックの言葉に Be

daring, Be first, Be different (勇気を持って）(誰よりも先
に）(人と違ったことをする）… 私はこの言葉を創業以来、
座右の銘として経営してきました。
現在は、イタリアのブランドメーカー３社と技術提携。中
国においても７年前よりパートナーを指導し、ソファを輸入
しています。そして昨年、独資にて上海に会社（VERTEX
CO, LTD）を設立。6,000㎡の工場が2007年３月より稼働し
ます。上海工場は日本だけでなく、アメリカやヨーロッパへ
輸出する計画です。
学生時代、アメリカ大陸を旅行しながら、夢見たことが可
能になります。
現在、日本の工場も22,000㎡になり全国へ販売ネットワー

クも確立できました。そして、ショールームも東京、大阪に
5カ所展開しています。これからも危機感を持ちながら高い
目標に向って勇気ある挑戦をしていきたいと思います。
もしも、京都外大に入学していなかったら、アメリカやヨ
ーロッパへ行くこともなかったし、会社もグローバル化され
た時代の流れにのることもできなかったと思います。
大学で学んだことを大変感謝しております。

エスティック・オリジングループ
代表取締役　福村 八十八

（s45F）
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特　集

「英和・和英辞典」に
魅せられたライバルたち（2）

徳島大学総合科学部　教授　井 上 永 幸
（s56A）

私が英語、とりわけ辞書や語法研究に興味を持ち始めたのは、
中学１年の時、郷里尾道市で忍甲一先生が主宰されていた「イ
チロウ英語教室」に入塾し、先生の薫陶を受けたことによりま
す。先生は米雑誌のThe New YorkerやConsumer Reports
を中心にフィールドワークを実践され、当時、『英語教育』（大
修館書店）の「クエスチョンボックス」欄や『ランダムハウス
英和大辞典』（1973、小学館）などに資料提供されていました。
「わからないことはわかったふりをせず質問をする」ことを教
えてくださり、質問には辞書やフィールドワークの資料を使っ
て誠意を持って応えてくださいました。当時、まだ一般の英和
辞典には掲載されていなかった成句swear in について質問し
た際、American Heritage Dictionary of the English
Language（1969, Boston: Houghton Mifflin; AHD）を示
されながら問題解決の方法を示してくださいました。後日、隣
の福山市にある書店までAHDを買いに行ったことは言うまで
もありません。また、中学２年の時、近く米国の英語大辞典の
翻訳版〔上でふれた『ランダムハウス英和大辞典』、全4巻〕が
日本で刊行されるということを先生よりうかがい、両親に無理
を言って買ってもらいました。当時各巻が４ヶ月ごとに刊行さ
れていて、全巻がそろうのが楽しみでならなかったのを覚えて
います。
大学に入ると、小学館が一般読者からの投稿形式で『最新英

語情報辞典』を計画していることを知り、初版（1983）と第２
版（1986）に参加しました〔後で知ったことですが、本特集の
（1）執筆者の高瀬博君も参加していたようです〕。大学４年生
の終わりころに、高校生のころから愛読・投稿していた「クエ
スチョンボックス」欄を担当されていた小西友七先生〔当時、
神戸市外国語大学教授〕より、「辞書に興味があるようなので、
今度つくる辞書の執筆をやらないか」というありがたいお話し
をいただきました。これが、『ジーニアス英和辞典』（1988、初

版）でした。校閲し
てくださったのが南
出康世先生〔当時、
大阪女子大学助教
授〕です。この経験
は、私にとって大き
な財産となりまし
た。その後も、小西
先生が編集された各
種辞典に参加する機
会をいただきまし
た。主として大学院
生の間に『英語基本
形容詞・副詞辞典』
〔 1 9 8 9、研究社出
版；執筆〕、『ニュー
センチュリー和英辞

典』〔1991、三省堂；編集協力、執筆〕、また、島根大学教育学
部在職中は『ニューセンチュリー和英辞典』〔1996、第2版、三
省堂；編集委員、執筆〕、『ジーニアス英和大辞典』〔2001、大
修館書店；校閲〕に関わることができました。
話は戻りますが、大学院に在学中、小野隆啓先生〔当時、京

都外国語大学講師〕主宰の研究会に参加させていただき最先端
の変形文法にふれることができました。この経験のお陰で、日
本国際教育協会学生国際交流派遣留学生として米国州立サンフ
ランシスコ大学大学院に留学した際には（language studies
専攻）、統語論の授業に違和感なく参加することができました。
同じ頃、赤野一郎先生〔当時、京都外国語大学助教授〕に出会
いましたが、実際に親しくしていただくようになったのは、日
下部徳次先生〔当時、京都外国語大学教授〕のお取りはからい
で私が京都外大の非常勤講師を務めるようになってからです。
小西先生門下で語法研究をされているということであこがれの
的でしたが、実は赤野先生から直接授業で教えていただいたこ
とは残念ながらありません。赤野先生からそのころ一般に普及
しつつあったパソコン〔NEC PC-9801シリーズ〕の手ほどき
を受け、語法研究に用いる用例や語法情報の整理に使えないか
という試行錯誤を繰り返していました。私が島根大学教育学部
に就職後、コンピュータで言語資料の集積を処理するコーパス
言語学がイギリスを中心に話題となってきました。赤野先生や
中村純作先生〔当時、徳島大学教授〕が英国のバーミンガム大
学に留学されて帰ってこられた後、幸運にも、バーミンガム大
学とノルウェーのノルウェー人文科学電算処理センターに在外
研究員として出かける機会を得ることができました。在外研究
中に日本では英語コーパス研究会〔英語コーパス学会の前身〕
が立ち上げられ、帰国して数年後、『英語コーパス言語学－基
礎と実践－』研究社出版〔1998（初版）、2005（改訂新版）、研
究社；第10章「コーパスに基づく辞書編集」執筆〕やEnglish
Corpora under Japanese Eyes〔 2004,  Rodopi :
Amsterdam/New York；共編〕に関わる機会を得ました。
在外研究後は、赤野先生と共編で、日本で初めて本格的にコ

ーパスを英和辞典に活用した『ウィズダム英和辞典』〔2003、
三省堂〕を世に送り出すことができました。そして、2006 年
秋には第2版を出させていただき
ました。今後も、これまでお世話
になった先生方へのご恩返しの意
味も含めて、英語教育に少しでも
貢献できるよう精進してゆきたい
と考えております。
なお、この原稿執筆中に、小西

友七先生の訃報に接した〔2006年
9月10日、89歳にてご逝去〕。この
場をお借りして心よりご冥福をお
祈りいたします。メビウス月例研究会100 回記念シンポジウムで赤

野先生と〔2002年5月10日　京都外国語大学で〕
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卒業生の皆さんへ　How are you?

TTTThhhhoooouuuugggghhhhttttssss  aaaabbbboooouuuutttt  oooouuuurrrr  ddddaaaayyyyssss  aaaatttt  GGGGaaaaiiii ----DDDDaaaaiiii !!!!   

Today is the 12th anniversary of the Great Hanshin Earthquake! I

was literally tossed out of my bed at Gai-Dai!  "God, so teach us to

number our days...!" [Psalm 90:12] Docs declared our oldest son Paul

had leukemia; Stephen lung cancer; Dawn cancer of the jaw; my wife

stomach cancer & me prostate cancer! Sad? God healed us all!

This year I was asked to lecture in my 8th college! Early on, but I am

not sure exactly when, I discovered my 50,000 students were good at

the "What" of Life, but not the "Whys! They, for example knew the exact

date Perry, not Terry, came to Japan! They knew of Pearl Harbor and

Hiroshima! But they canfessed as powers. Professor Terry we could pass

entrance exams because we  memorized "whats" but you are my only

teacher that constantly asked why, why, why? Why was I born?

For now we see through a glass darkly. but then face to face; now I

know in  part; but then shall I know even as I am known. "[I Cor 12:13]

There was a reason that our paths crossed, although at times, we didn't

know exactly why? My main thoughts of Gai-Dai are teaching on the

"cell blocks! And our chats between periods. My students wre not just a

number in passing. I recall one who flew back from the UK to chat with

me two years in a row for 6 hours each. Jesus had healed her of brain

cancer...!  

John Richmond Terry
プロフィール
昭和35年9月
京都外国語大学非常勤講師
昭和37年9月
京都外国語大学助教授（昭和55年3月まで）
昭和55年4月
京都外国語大学教授
平成10年3月31日
京都外国語大学退職日

▲長女ご一家と ▲ご長男の結婚式で

蜻ご次男夫婦と二人のお孫さん
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学園創立60周年にあたる2007年、貧困のない平和な世界構
築のために、私たち一人ひとりは何が出来るか、その第一歩
となるアクションプラン（行動計画）を作ろうと、本学の学
生サークル団体の一つである「国連サークル」とボランティ
ア活動団体である「ハビタットサークル」が一つになって、
新しく「イマジン・ピース実行委員会」を立ち上げました。
そして、この「イマジン・ピース」の平和イベントは、京都
外国語大学60周年記念行事の一つとして認定され、在学生は
もとより卒業生、教職員、地域の人たちなど広く呼びかけて
いくことになりました。
「イマジン・ピース」とは、世界各国の人たちと共に貧困

のない平和な世界を構築するために、本学の建学の精神であ
る「Pax Mundi per Linguas」を追求しようというもの。
具体的には、６つの異なる企画を通して、いろいろな角度か
ら世界の貧困を考え、実感し、平和につながる解決策を模索
していく。まずは地球的規模の貧困の事実を一人でも多くの
人に知ってもらい、考えてほしいという狙いです。
６つの企画とは、①模擬国連②「平和はグローバルランゲ

ージ」会議③ハンガーバンケット④チャリティーコンサート
⑤子どもの絵画の作品展示、ボランティアサークル記念展示
⑥ゲストスピーカーによる講演。いずれも世界の現状を知り、
理解するための有意義なイベントです。

京都外国語大学60周年記念　Imagine Peace
～貧困と平和～

2007年10月26日（金）～28日（日）
絵画展のみ　2007年10月22日（月）～28日（日）

模擬国連

［日時］10月26日（金）午後6時～　開会式
10月27日（土）午前9時～午後8時
10月28日（日）午前9時～午後7時

午後7時～午後9時
閉会式・フェアウェルパーティー

［場所］１・７号館（予定）
［内容］テーマ「教育を通した貧困緩和」
地球上では、5人に1人が1日に1ドル未満の所得で生活して

います。模擬国連会議では、192の国連加盟国の代表となる

参加者と共に、実現可能なア
クションプランを立案してい
きます。
（狙い）
①模擬国連会議という形を
とることによって、より
多くの人に国連の活動と
仕組みを理解してもら
う。
②貧困をあらゆる背景から
リサーチしてもらうこと
によって、世界が今どの
ような問題を抱えている
かを理解してもらう。
③最終的に、決議案ではなく計画案をつくることによって、
国連ミレニアム開発目標「極端な貧困・飢餓の削減」に
貢献できる結果を残す。

このアクションプラン模擬国連によって、世界の貧困に苦し
む人々が一人でも多く笑顔を取り戻すことを願っています。

「平和はグローバルランゲージ」会議

［日時］10月27日（土）午前10時～午後9時（予定）
10月28日（日）午前9時～午後5時（予定）

［場所］1号館（予定）
［内容］テーマ「Cultivating Leadership」

ＮＧＯ関係者、地域活動従事者及び教育関係者に
よる活動発表。
実際にアクションを起こしている人たちと意見交

換を行うことにより、アクションプランをより具体
的かつ実行可能なものへと作り上げます。参加者の
平和や国際問題への理解を決めることも目的としま
す。

ハンガーバンケット

［日時］10月27日（土）正午～午後4時予定
［場所］キャンパス内カフェテリア
［内容］ユネスコのプロジェクトをモデルとした貧富差に

ついて考える食事会およびディスカッション。世界

卒業生のみなさん

「「「「力力力力をををを合合合合わわわわせせせせてててて、、、、一一一一つつつつににににななななっっっってててて」」」」
在学生が「イマジン・ピース実行委員会」を立ち上げる！

英米語学科３年次生
樗木のぞみさん

英米語学科３年次生
二村かおりさん

英米語学科３年次生
佐藤亜子さん

英米語学科３年次生
西村美保さん
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中には今もなお飢えに苦しむ人たちが大勢いる一
方、何一つ不自由なく毎日を送っている人たちもい
ます。ハンガーバンケットは、実際に貧困地域を含
むいろいろな地域の食事をとってもらい、飢餓に苦
しむ人たちをより身近に感じる場を提供し、貧困に
ついて深く考えるきっかけをつくることを目的とし
ています。

チャリティーコンサート

［日時］10月27日（土）ミニコンサート
午後7時～午前3時　チャリティーパーティ

［場所］ミニコンサート　キャンパス内カフェテリア
チャリティーパーティー　木屋町マクラクラニズレ
ストラン＆バー

［内容］音楽やパーティーといった溶け込みやすい形を通
し、広く一般の人にも平和と貧困について考えても
らう。ビラと募金箱を設置します。

子どもの絵画の作品展示
ボランティアサークル記念展示

［日時］10月22日（月）～28日（日）
［場所］1号館（予定）
［内容］テーマ　「平和のイメージ」

現在も世界では紛争や内戦が絶えず、多くの子ど
もたちが被害者となっています。子どもたちが受け
る精神面へのダメージは容易に想像しがたいもので
すが、彼らが心の奥を表現した絵画を通し、現在彼
らが抱える問題や希望、想い等を感じ取ってもらえ
ればと思います。

アートセラピー（絵画展）
地球子供基金の協力を得て、世界60ヵ国より寄せられた絵
画を公開します。日本国内の小学校からも絵画を募集・展示
します。展示会終了後、数枚の絵を選び、ポストカードを作
成し、世界192ヵ国および47都道府県の少年院などに贈呈す
る予定です。
ハビタット10周年記念展示
ハビタットサークル10年の軌跡を辿る展示を行います。

ゲストスピーカーによる講演

［日時］10月27日（土）（時間未定）
10月28日（日）（時間未定）

［場所］未定
［内容］世界で平和に向けた活動を展開しておられるスピ

ーカーを招待します。
平和と貧困について、実際の活動内容を紹介して

もらいます。
講師予定
コロンビア大学ピースインスティテュート

ベティ・リアドン氏
クメール伝統織物研究所　森本喜久男氏

今回の「イマジン・ピース実行委員会」を立ち上げるため
に、昨年に中国・北京大学で開催された「模擬国連会議」
（ハーバード大学主催）に参加したり、今年春にはニューヨ
ークの国連本部を視察するなど、早くからアクションを起こ
してきた英米語学科3年次生の４人、西村美保さん、樗木の
ぞみさん、二村かおりさん、佐藤亜子さん。もちろん「イマ

ジン・ピース実行委員会」のメンバーです。
「私たちは、多くの人にこのイベントに参加してほしいの
ではなく、多くの人と一緒にこのイベントをつくり上げてい
きたいと思っています。みなさんの体験や考えが必要だから
です。一緒に小規模なアクションプランを作り、世界中で貧
困に苦しんでいる子どもたちを一人でも多く助けようではあ
りませんか。政府規模でもなく、ＮＧＯでもなく、私たちで
も、世界の子どもたちを救うことができるはず。多くの人が
ほんの少しだけでも、貧困に目を向けるだけで、それが大き
な力となり、世界は変わると思うのです」と、少しでも興味
があれば連絡をと話します。
メインイベントの「模擬国連」については、「通常の模擬

国連会議は英語のみで行い、決議案を採決することを目標と
していますが、今回行う模擬国連は、そこから一歩踏み出し、
実際に問題解決のための行動を起こすことを目的としていま
す。アクションに重点を置いた会議をめざします。そのため
に、日本語を使用言語とした委員会も設け、自由に貧困問題
への取り組みを協議していきたいと考えています」と熱がこ
もります。世界の貧困削減に向けて、実行可能なボランティ
ア計画をみんなで考える会議にしたいというわけです。
校友会の坂本利正会長は、60周年記念のこの企画を知って、

「京都外大らしい企画。なによりも在学生・卒業生・地域の
人たち、みんな一緒になって考えようという発想がすばらし
いと思います。“力を合わせて、一つになって”という素朴
な心情、確か創立者の気持ちだったと思います。情熱が伝わ
ってきます」と在学生にエールを送ります。坂本会長は1975
年度に総理府（現内閣府）主催の「青年の船」に参加し、国
際社会で通用する考え方や、ディスカッション、国籍混交の
グループによる活動など、異文化や多様性に対する理解に努
めたといいます。「貧困という言葉でも、立場が違えば、そ
れは全く異質なものとして映ります。今まではどちらかとい
うと、欧米の視点でとらえていました。日本の視点、京都外
大らしい視点を期待したいと思います。それに、平和という
と物理的な戦争や紛争などをイメージしがちですが、貧困と
いう視点から平和を考えるということも、これからはもっと
大切になってくるでしょう。今回のイマジン・ピースの企画
に多くの卒業生も参加して、いま一度、平和について考えて
みたいと思います」と応援のメッセージ。
最後に、国連サークルとハビタットサークル、両方の顧問
でもあるクレイグ・スミス先生から校友会会員へのメッセー
ジです。「STEP BY STEP！みなさん、来てください！」。

詳細は、http://www.kufs.ac.jp/MUN/
お問い合せは、京都外国語大学イマジン・ピース実行委員会

imaginemun@yahoo.com

坂本利正校友会会長 クレイグ・スミス先生
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東京支部 支部だより

徳島支部 支部だより

「第18回京都外大校友会東京支部卒業生の集い」

2006年7月8日（土）“第18回東京支部卒業生の集い”を赤坂
プリンスホテル40階の「トップ・オブ・赤坂」で開催致しまし
た。今年の集いは、「卒業生から見た外大のUSRって何？」と

いうテーマで、外大の“社会的責任”について考える機会とし

ました。開催案内の返信はがきに記入をお願いした「卒業生の

立場として外大がこれからも社会と共に一層発展していくため

にはどうあって欲しいか」という質問には、全部で205件もの
投稿をいただきました。成果物として皆さんに提供することも

目的としていましたのでこれらの一言を一覧表にし、当日は参

加いただいた100余名の方々にも配布しました。
イベントとして“質問コーナー：～卒業生からみた外大の

USRについて大学に聞いてみよう～”と題し堀川学長にこの

中から代表的な質問をし、お話を伺いました。大学としての考

え方や取り組みについて理解が得られたのではないかと思いま

す。集いにお越し下さいました堀川学長初め教職員の皆様、校

友会から坂本会長と役員、そして各支部の支部長や幹部の皆様

に心から感謝申し上げます。

2007年「第19回京都外大校友会
東京支部卒業生の集い」のお知らせ

日　時：2007年7月14日（土）12：30～
場　所：日本出版クラブ会館

テーマ：京都外大創立60周年を記念して

本年の集いは上記日程で計画中です。皆様のご参加をお待ち

しております。 第18回東京支部実行委員会

懇親会は『阿波踊り』で盛り上がる
平成18年度徳島支部総会・懇親会は、阿波踊り期間中（８

月12日～８月15日）の８月14日、14時30分より、ホテルクレ
メント徳島において開催しました。
大学より影山副学長、和田事務局長、大山学生部長、岡田

課長補佐、そして校友会より、坂本会長、中野、藤井両副会
長、役員の方々、その家族と多数ご出席頂きました。
懇親会は、阿波踊り『京都外大連』結成当初より協力して

くれている有名連「みやび連」も阿波踊りに参加し、初めて
踊る県外の出席者も加わり、会場は大変盛り上がりました。

『京都外大連』演舞場で乱舞
懇親会終了後、「京都外大連」「みやび連」の合同連として

演舞場での阿波踊りに参加いたしました。大学関係者、県外
の方々も参加し、“踊るアホ”に徹し、南国徳島の夜を満喫
できたと考えています。

～平成19年度支部活動について～
本年度も総会、懇親会、阿波踊りを下記の日程で開催致し
ます。
日　時　平成19年８月14日（火）

総会・懇親会：午後２時30分～５時
阿波踊り出発：午後５時30分

場　所　ホテルクレメント徳島（JR徳島駅）

●徳島支部会員の皆様には、７月下旬迄にご案内申し上げま
す。多数の方々のご参加をお願いします。
●県外の会員の皆様もできるだけ多く参加できるよう、努力
しております。窓口は校友会本部（TEL：075-322-6057
FAX：075-322-6220）です。徳島支部会員の多数の参加を希
望致します。

徳島支部会員の多数の参加を希望
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石川支部 支部だより

石川支部は2年に1度の総会と懇親会をメインの行事として
います。昨年はそのメイン事業を、金沢の壽屋さんにて行い

ました。今年は次年度に向けての準備期間となります。今年

はミニイベントの開催も、と言うことで夏場に小さな集まり

ができればと計画しておりますが、先ずは少しでも多くの方

とのコミュニケーションが取れるように日頃から参加して頂

いた方への連絡をとったり、また役員メンバーとしての参加

をお願いしたりしております。今後も少しずつでもネットワ

ークを広げていきたいと思っております。また会報をご覧の

石川の校友会メンバーの方も是非ご協力とご参加を頂きたい

と思っております。

さて、石川県は3月25日９時42分に起きた能登半島地震で
多くの被害を負いました。石川支部では全てを把握すること

はできておりませんが、役員の中からも自宅に被害があった

との連絡を頂いております。石川県は南北に長い県でありま

す、支部のメンバーは南の加賀地方、金沢、そして今回被害

の大きかった北の能登にも多くの方が住まいされていると思

います。今回の災害に際して校友会会長と石川支部長の連名

でお見舞い状を出させて頂きました。皆様からご心配を頂き

大変感謝しております。このような時こそ校友会としてのネ

ットワークを充実していかなくてはいけないと実感した次第

です。今後は復興も進んでくるとは思いますが、石川支部し

ても校友との親交をいっそう深くとっていけるように努力し

ていきたいと思っております。

今年一年準備をし、来年の総会には多くの方々とまた笑顔

でお会いできることを祈っております。

より充実したネットワークを

京滋・大阪支部合同 支部だより

去る、2006年9月10日（日）校友会京滋・大阪合同支部総
会が母校の「リブレ」にて開催されました。

当日は大学側から森田嘉一理事長・総長、堀川徹志学長を

はじめとする10名のご臨席を賜り、また、校友会の坂本利正
会長以下6名の役員の出席を得、京滋・大阪両支部参加者と
現役学生を含め約230名の参加者で盛大に開催されました。
合同支部総会の後、全員で記念撮影を行いました。

その後の懇親会では、現役外大生「チアリーダー部」と

「軽音楽部」が友情出演で華を添えてくれ、久しぶりに顔を

合わせた者、初めての参加者を含め、大学側教職員、校友会

役員等皆んなで有意義で楽しいひとときを過ごすことができ

ました。

今回の支部総会では、支部役員は、特に、初めて参加され

た方で顔見知りもなく一人ポツンとして居られるような方に

は、積極的に話しかけ交流させて頂くよう、配慮しました。

懇親会も終了し、別れ際には、多くの参加者から「楽しか

った！」とのご感想を頂きました。

2007年は母校創立60周年、校友会創立45周年を迎えます。
また、皆様方と協力し合って、盛り上げて行きたいと思って

います。

支部役員の皆様、本当に準備段階から、当日まで大変ご苦

労様でした。皆様ありがとうございました。

最後になりましたが、校友会役員の方々のご協力に対し深

くお礼申し上げます。

なつかしの母校で新たな思いを！
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HAT's クラブＯＢ会だより

CLUB HAT'S（クラブ　ハッツ）は京都外国語大学の卒

業生で主に観光・航空などいわゆるトラベルに携わるOBで

組織されています。HAT'SはH＝HOTEL、A=AIRLINE,

AIRCARGO、T=TRAVEL AGENCY、’S＝AND OTHRS’

のイニシャルです。

我が母校の卒業生の業界での活躍は目覚しいものがあり、

お互いが仕事の上でも先輩・後輩の関係を利用することで大

いに役立っております。そんな交流をもっと有意義にし、お

互いの情報交換や親睦を図ることが出来ればと初代有本会長

の尽力で発会しました。今日では京都外国語大学の校友会で

の大切な組織としてHAT'Sは位置づけられ、会員同士の交流

のみならず、研修会を開催して現役で活躍されている方の講

演会を行い、知識と情報の場として、後輩の皆様にも有意義

な会を目指しております。「ようこそJapan」など、日本政

府も観光立国を目指して観光に力を注いでおり、語学を生か

せる職種としても不可欠な業界です。

若い卒業生の皆様にも是非とも参加して頂き、先輩後輩の

交流を図って頂ければ新しい世界が見えてくるに違いありま

せん。また、この業界で活躍する女性も増えており、私の経

営する会社でも現在３名の女子卒業生が頑張ってくれてお

り、さすが京都外大生と嬉しく思っております。今後のクラ

ブHAT'Sの発展のためにも若いＯＢ、女性会員の参加をお願

いいたします。業界のことで困ったり、悩んだら、HAT'Sに

聞こうと言うOB会を目指しておりますので今後ともよろし

くお願いいたします。

昨年、藤尾氏より事務局長を引き継いで未だ何も出来てお

りませんが、京都外大の発展と校友会のお役に立つ事が出来

ればと存じます。

今年の総会は10月12日（金）下記にて開催します。総会と
は別に島田会長（現ルフトハンザ・ドイツ航空大阪支店長）

と共にサロン形式の勉強会の開催も考えております。この業

界に興味のある方々の参加も歓迎いたしておりますので、是

非CLUB HAT'Sへお気軽にご参加下さい。

記：第16回総会：平成19年10月12日（金）午後7時よりレス
トラン「フィガロ」（心斎橋OPA11階・大阪市中央区心斎橋
1－4－3 TEL06－6120－0501）にて、お一人様5,000円
お問い合わせは　クラブHAT'S事務局長　中口泰幸

Tel 075-223-3535 Fax 075-871-3744 ㈱業務渡航センター

知識と情報の場として

教志会 クラブＯＢ会だより

18年度（冬期）教志会　英語授業実践報告会・研究が去る
18年１月13日（土）に開催されました。現教職20名、在学生
17名、校友会役員４名、大学教職員８名　総計49名の方々が
ご出席されました。

１）京都外国語大学専任講師：吉田　真美先生

特別講演「英語教員養成プログラムにおける現状と今後の

展開：現在の英語教育法での取り組みから新カリキュラムに

おけるTEFLコースまで」

21世紀の英語教員としての資質を備えた人材育成のための
TEFLコースについて概略のお話を頂き、現職教員にとって

は非常に参考になるご講演でした。

２）京都府精華町立精華中学校：須藤　和佳子先生による実

践報告

「真の教育とは！」

英語教員である前に「一人の人間である」という理念を持

ち、奉仕活動を通して自分自身が成長しておられる姿を生徒

に伝え、英語教育にも創意工夫をされた実践報告でした。

３）座談会「英語教育の抱える問題点」を課題として討議。

現職・学生を交えた有意義な会合となりました。

４）私立帝塚山中・高等学校：須藤千佳先生による実践報告

「念願の中学から持ち上がり、３年間を振り返って」

「居心地のいいクラス作り」を目指した３年間の授業・ク

ラス作りの工夫と運営がバランスよくまとめられた実践報告

でした。

全日程終了後和やかな雰囲気の中で懇親会を開催、会員同

士の親睦を図ることができました。

教志会活動報告

イスパニア語学科同窓会のお知らせ
1963年に創設されたイスパニア語学科の名称が時代にそぐ
わないという理由から、本年４月よりスペイン語学科に改称
されることになりましたので、ここにお知らせいたします。
スペイン語学科は平成20年の筋目の年に45周年を迎えま
す。これを記念して同窓会を予定しておりますので、奮って
ご参加下さい。 スペイン語学科同窓会会長　浅井　仁一
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昨年６月に財団法人京都府体育協会より「奨励賞」を賜

りました。この賞は毎年２月に開催される京都府民総合体

育大会の市町村対抗駅伝において、亀岡市民の代表として

10年連続出場を果たした選手に贈られる賞です。今年度も
開催され11年連続出場
することが出来ました。

ただ単に走ることが

好きで続けてきた私に

とって、このような賞

を頂けたことは、この

上ない栄誉であります。

特にこの11年間で印象
深かったことは、駅伝

京都府体育協会から「奨励賞」を受賞
競走においてチームが２度優勝

し、その２度とも私がアンカー

をつとめ、約９万５千人の市民

の代表として栄光のゴールテー

プを切らせて頂けたことです。

またさらに、昨年12月私にと
りましては「夢」だった日本一

のマラソン「福岡国際マラソン」

に出場し、完走出来ましたこと

はこの上ない喜びでいっぱいで

した。これからも体力の続く限

り走りたいと思います。さらにマラソンで培った「強い精

神力」を仕事に活かし、大学の発展に貢献できるように頑

張りたいと思います。

椋梨 景智/京都外国語大学 総務部職員
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第19回総長杯ゴルフコンペ 第２回会長杯ゴルフコンペ
平成18年10月18日、第19回総長杯ゴルフコンペを名神竜

王カントリー倶楽部において開催しました。
気持ちの良い秋晴れのもと、総勢20人でＯＵＴ・ＩＮ同

時スタートし、プレーの終了時間もほぼ同時となり、懇親
会へと移りました。成績は以下の通りです。
優勝は久しぶりに参加された小林弘明氏（s50A）、第２

位中屋介治氏（s38T）、第３位小寺久美子さん（s51A）。
その席上、坂本会長より「総長杯ゴルフコンペ」は毎年こ
の名神竜王カントリー倶楽部で開催しては…という提案が
出され、全員の賛成で決定しました。
まだ参加を迷っている方・ご家族同伴での参加可能な

方・女性の方、どうぞお誘いあわせの上、ぜひご参加くだ
さい。 幹事一同お待ちしております。

平成19年4月15日（日）、名神竜王カントリー倶楽部にお
いて、参加者18名で開催されました。校友会主催のコンペ
としては初めての日曜日ということで、堀川学長もご参加

くださいました。

途中で地震に遭遇というハプニングもありましたが、名

残りの桜を見ながら、晴天の下でプレーが展開された結果、

久々の出場で優勝をさらったのは澤山博一氏（S52A）、第
2位三枝唯光氏（S47F）、第3位中尾介治氏（S38T）。
総長杯と同様、この会長杯も名神竜王カントリー倶楽部

での開催が決定し、4月第2日曜日定例…ということになり
ました。ご参加お待ちしております。

校友会主催
ゴルフコンペ

卒業生による 著書紹介　しづかの海 市川紫都香著
昭和から平成へ　時代と共に生きた一女性の心の旅路

市川紫都香　いちかわしづか
1948年１月７日　大阪府寝屋川市太間に友井豊と貴美乃の長女として誕生する。
1970年３月　京都外国語大学英米語学科卒業。

公立中学校の英語教師として1980年まで勤める。
1988年より2000年まで中学校、小学校、養護学校、少年院で非常勤講師として
教鞭をとる。
1995年　ヘルパー１級取得、４年半程活躍する。
2000年10月　久留米に居を移す。
現在は久留米市高良内に夫（郢康）と二人住まい。長男（敬太）、次男（かおり）
は京都府八幡市男山に在住。
末の娘（さゆり）は福岡市城南区で一人住まいをしている。
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