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京都外国語大学校友会



読谷村の米軍通信所、通称「象のオリ」を臨むさとうきび

畑のなかで、彫刻家・金城実氏は巨大なレリーフの制作に取

り組んだ。テーマは「沖縄の近・現代史」。レリーフは高さ3
メートル、長さなんと134メートル。描かれているのは琉球
王朝下の時代から現代までの沖縄民衆の姿である。

沖縄戦や、戦後の民衆の生活を描いた134メートル彫刻
「戦争と人間」の制作に取り組んでいた金城実氏（s39A/ボ
クシング部）＝読谷村儀間＝が、10年がかりで作品を完成さ
せた。（写真下）

表紙写真：金城実氏作－「平和の像」
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会員の皆様には恙なくお過ごしのことと大慶に存じます。日頃は本会運営に格別のご理解とご協力

をいただき厚く御礼申し上げます。

昨年度（12月２日）開催いたしました「卒業生の集い」（校友会総会・懇親会）には、理事長・総

長森田嘉一先生をはじめ多くの教職員の方々のご来臨と、多数の会員の皆様のご参加を得て、母校の

学園創立60周年をご一緒に賑々しくお祝いすることができました。そして、参加会員同士が旧交を温

め、世代を超えた同窓の絆を確かめ合い、懐かしい先生方との再会で母校への篤い想いが込み上げた、

そんな楽しい一日を過ごしていただけたことでしょう。

ご参加いただいた皆様に心から御礼申し上げます。そして開催にあたり、長い準備期間を献身的に

尽力いただいた実行委員の方々と、大学ならびに関係各位のご協力に深く感謝申し上げます。

さて、本会はこの４月に1,200余名の新入会員を迎え、会員総数がほぼ40,000名となりました。今年

度も本会活動のいっそうの充実を目指しますとともに、会員の力を結集し、さらなる飛躍に向かって

歩み続けられる母校の発展を応援してまいります。

とりわけ今年度は、学生時代の楽しい思い出が一杯詰まっているクラブ活動ＯＢ会のネットワーク

拡大や、連綿と続いている学園祭の実行委員ＯＢのネットワーク作りを進め、どのような支援ができ

るか検討することといたしました。そのための取り込み推進チームを立ち上げ、各ＯＢ会の代表者や

世話人の方々との連絡・調整を図っていくこととしています。

また、これまで国内各支部の活動に対する支援強化を図ってきましたところ、支部長をはじめ支部

会員各位のご理解とご努力によって、各支部とも活動が一段と拡大し、充実してまいりました。

そこで、今年度からは、海外各支部の活動にもできるだけ積極的に応援ができればと考えています。

ブラジル支部ではちょうど今年が我が国のブラジル移住100周年に当たっており、日伯両国による多

彩な行事も開催されます。はるか彼方の地で、大いに活躍されている会員の皆様を激励し、それぞれ

のお国や近隣の地域にお住まいの会員が互いに交流を図り、校友の絆をより固く大きくできれば大変

意義深いことです。

結びに、会員の皆様には、今年度も本会の諸活動・行事に積極的にご参加くださるよう期待いたし

ますとともに、ますますのご健勝とご多幸を祈念申し上げます。

校友の絆を
大きく、愉しく！

京都外国語大学校友会
会　長

坂 本 　 利 正
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「おかげさま、世界を見つめて60年」の標語をかかげ、2007年に本学園は創立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。併せて校友会においても設立45周年を迎えられましたこと、今後なお
一層のご発展を期し、衷心よりお慶び申し上げます。

いま私たちは、予測困難な、不透明かつ不安定で、たいへん複雑な時代を経験しております。将来

の羅針盤とすべき哲学を見失っています。戦争、貧困、疫病等で数百万の人々が生存と尊厳を脅かさ

れているなど、秩序と道徳が混乱しています。また一方では、大量のエネルギーを消費する産業活動

が自然を破壊し、生態系を壊していても何の痛みも感じない身勝手な心が幅をきかせている現実があ

ります。

この時代、大切なことは、古来より敬ってきた慈愛、思いやり、謙虚さといった道徳的な基準を取

り戻し、どんな複雑な事態にも柔軟に対応できる能力を養うことにあります。そのためには、単に時

間の流れに身をまかせるのではなく、ちょっと立ち止まって、たとえ時間と手間をかけても、後回し

にしてきたことをもう一度考え直してみる作業が必要だということです。では、回り道してまでも私

たちが今取り組まねばならないこととは何か。それは、具体的には、「自然をこれ以上壊さない」「日

本の歴史を学び直す」「国際感覚を磨く」、この３つの教育実践こそ、日本の明日のために今私たちに

課せられた大きな責務であると私は考えています。

戦後の日本を一所懸命つくり上げるために突っ走って、後回しにしてきたことの一つが自然破壊で

あり、脇目をふらず走り続けてきたことで私たちは大切な歴史まで知らない国民になってしまった。

また、利益主義・利己主義の先行のあまり、人とのつき合いが上手くできないほど心の余裕を失い、

かつての島国根性への回帰か、求められる国際感覚まで乏しい国民になってしまったというわけです。

このままではいけないとみんなが思い始めるためにも、私たちは、まず、「言語と平和」の視点で、

この３つのテーマの教育実践を積み上げていかなければなりません。日本の明日のために、自由な立

場で大事なことを議論して解決していくような教育が待たれています。

本学園は創立60周年（還暦）を経て、新しいステージに向けスタートを切っています。学園100年
の計には、後回しにしてきたことを考え直すしなやかな姿勢と、どのような環境でも自分の考えるこ

とを徹底してやり遂げる強靱な精神を忘れたくないものです。

どうか、校友会会員のみなさんにおかれましても、本学園の基本的な姿勢にたいするご理解とご協

力を賜りたく存じております。校友会の会員のみなさんのますますのご繁栄を心よりお祈りします。
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学校法人 京都外国語大学
理事長・総長

森 田 　 嘉 一
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祝 京都外国語大学創立60周年
(校友会設立45周年)

2007年度京都外国語大学 校友会総会・懇親会

「「「「 卒卒卒卒 業業業業 生生生生 のののの 集集集集 いいいい 」」」」

１）第一部：（総会）

総会は、司会者の京都外国語大学60周年の記念総
会であることの宣言で幕が開き、卒業生の物故者へ

の黙祷で始まり、坂本利正会長の挨拶、中野孝之副

会長の会務報告、役員の紹介、各支部長の紹介と続

きました。最後に現役学生の吹奏楽団の演奏のもと

参加者全員で学歌斉唱をし幕を閉じました。(森田

記念講堂)

２）第二部：（演奏会）

現役学生の吹奏楽、弦楽アンサンブルの演奏、チ

アリーダー部の演舞等、日頃の練習の成果を披露し

てくれました。(森田記念講堂)

３）第三部：（懇親会）

場所を変えてリブレで開催しました。坂本利正会

長の挨拶の後、森田嘉一理事長・総長よりご祝詞を

頂きました。そして大学関係者と校友会役員、各支

部長による鏡割と堀川徹志学長による乾杯の音頭で

会場は一気に盛り上がりました。

樽酒に快く酔う程に会場のアチコチで楽しく会話

平成19年12月２日（日曜日）に、５年に一度の校友会総会・懇親会が京都外国語大学創立60
周年を記念して大学キャンパス内で開催され、各地から400人余りの卒業生が一堂に会しました。

が弾み、久し振りに逢う旧友達、クラブＯＢの先輩、

後輩達と並べられたご馳走に舌鼓を打ちながら、学

生時代にタイムスリップしたような想い出話に華が

さきました。教職員の皆様方を交えての楽しいひと

ときを過ごすことができ、懐かしい再会もあり、新

しい出逢いもありました。

なお、ご参加下さいました方から嬉しい便りをお

寄せ頂きましたのでご紹介します。（６頁）
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人とひと 心とこころ のふれあいを求めて
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懐かしい再会もあり、新しい出逢いもありました。
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藤田 有紀子（h14E）
先日、初めて校友会に参加させていただきました。学

生時代をいっしょに過ごし、今も頻繁に会っている友人

と二人で行ったのですが、二人とも大満足で帰ってきま

した。

予想より楽しかったと言ったら失礼ですが、本当に期

待以上に楽しい時間を過ごすことができました。

まず、森田記念講堂で在校生のクラブ発表を見せてい

ただきました。吹奏楽、弦楽四重奏、チアリーダーと、

どれもよく練習されていて、パワーがあって感心しまし

た。私もクラブがんばってたなぁと懐かしさを覚えたと

同時に、元気ももらいました。昼食をとりながらの懇親

会では、お世話になった先生との再会と、たくさんの方

たちとの出会いをいただきました。

先生に再会できたらいいなと楽しみに行ったので、懐

かしいお顔を拝見した時はとても嬉しかったです。過去

60年間の卒業生たちが一同に会しているというリブレの
中は、本当におもしろくて勝手に「あの雰囲気は何語学

科かな」などと想像をめぐらせるのも楽しく、気さくに

話しかけてくださる方もたくさんいらっしゃって、大学

の昔話やクラブでの輝かしい成績、今のお仕事やご家族

のことまでいろんなことをいろんな方たちと語り合うこ

とができました。

同じ学校で学んだ同窓生というだけで、こんなにも安

心して楽しく会話ができるものなのだなぁと自分でも新

しい発見でした。知っている人に再会できるかなと思っ

ていたのですが、残念ながら同級生は私たち二人とあと

もう一人の方だけでした。20代、30代の方たちが少なか
ったので、次回はもっと友達に声をかけていっしょに参

加したいなぁと思っています。

会費から考えて、お料理はあまり期待していなかった

のですが、リブレに入ってみてびっくりしました。テー

ブルにはたくさんのお料理が並び、温かい飲茶や焼きそ

ばの屋台まで用意されていて味もとてもおいしく、お腹

いっぱいになりました。

最後に卒業年度ごとに集合写真を撮っていただいたの

も、いい記念になりました。各地方の卒業生支部からの

ふるさと産品や大学の記念品までいただいて、友人と、

「校友会ってこんなに楽しいなんて思ってなかったね、

次回もまた来ようね」と約束しました。

近々、平成卒業組でまた集まろうという話になってい

ます。友達にも声をかけて、輪が広がっていったらいい

なと思っています。

校友会は次回は５年後ということですので、そのころ

の自分はこんな風になっていたいなぁというイメージを

持って、また楽しみに参加させていただきたいと思って

います。

開催にあたって、準備をしてくださった皆様、本当に

ありがとうございました。５年後またお会いしましょう。

石田　　彩（学部4回生/弦楽アンサンブル部）

私たち弦楽アンサンブル部は、校友会会員の温かい皆

様を前に演奏を披露させて頂いたことをとても光栄に思

います。まだ未熟な私たちでありながら、部員一人一人

に声をかけて下さったり、これからの就職活動を応援し

出席者の声

校友会総会・懇親会に出席して…

てくださったＯＢの方々には本当に勇気と希望を頂きま

した。

今後とも、一人でも多くの心を動かせるような演奏を

目指し、成長していきたいと思います。会員の皆様のご

支援をどうぞよろしくお願いいたします。

山田　有桂（s54A/軽音楽部）
久しぶりに京都駅で降り、浦島太郎状態で学生時代い

つも通学で利用していた京都バスに乗ってみた。立派に

なっている外大の校舎を見上げてびっくり、あまりにも

素晴らしく変わっていたのでため息がでた。

総会前日は本番の下準備で各出身地の名産の仕分け作

業をしながら、私にとっては東京組以外ほとんど初めて

お会いするOBの方達ばかりの中、少しずつコミュニケ

ーションをとりつつ、諸先輩とお話できる様になりまし

た。明くる日の本番も前日お会いした先輩から新たにご

紹介頂いたOBの方ともお話しが出来、外大の歴史を感

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

じさせて頂きました。また、久しぶりに会う事が出来た

同級生とはお互いの人生に色々有った事を確認し合えた

貴重な一日でした。

私は現在音楽活動を仕事とさせて頂いておりますが、

素晴らしい諸先輩が日本全国、いや全世界で活躍なさっ

ている事に注目し、お互いのコミュニケーションを旨く

取り合い協力しあっていければ、それぞれの世界も速い

スピードで広がって行くのではないかと確信致しまし

た。この様な素晴らしい校友会に参加させて頂きまして、

感謝しております。

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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京都外大校友会のみなさんお元気でそれぞれの立場で我が

外大に誇りを持ち、頑張っておられることと思います。

小生は学生時代は成績不良で何度も追試験で仮進を続けて

いました。

よく学校をサボタージュしては四条河原町のクラッシック喫

茶店で、教科書以外の読書をしていました。当時沖縄出身者

は、パスポートを持って本土に渡ったもので、劣等感と目標

もなかった。1972年日本復帰の２年前に専攻科を卒業しまし
たがその一年前には沖縄で米軍へのレジスタンスによる米兵

の車80台を焼き打ちした事件を本土で知り、芸術表現に傾倒
していきました。

結局筆者紹介の通り高校の英語講師を勤めながら彫刻の世

界に進んできました。

同時に新日本文学会員になり、文筆活動にも脚を踏み込ん

この世の中は自分一人生きて行くのも楽ではない。「人の
一生は重荷を負いて遠き道を行くが如し」と徳川家康は言っ
た。他人のことなど心配している暇はない。しかし六十七歳
になった現在、ひょっとしたら、人は他の人のために生きる
ことで、本当の生き甲斐のある命を感じられるのではないか
と思い始めている。
そのきっかけは七年前に還暦を迎えた時だった。このまま
年老い、死んで行くのはなんとも面白くなかった。ひょんな
きっかけから三歳の時に戦死した父を探す旅を始めた。その
旅は全く予期せぬ展開となり、父が乗っていた潜水艦がボル
ネオ沖で撃沈したオランダ海軍潜水艦乗組員遺族との出会い
や、父の潜水艦をマラッカ海峡で撃沈したイギリス海軍潜水
艦の艦長との交流に繋がった。その艦長は現在も九十七歳で
元気である。
旅を始めるまではその存在さえ知らなかった多くの人々と
の奇跡的な出会いがあり、その陰には多くの無償の善意と好
意があった。この世の中は私達が思っている以上に、不思議
で面白く、楽しい場所なのではないかと実感した。父を求め
る私と妻の二人三脚の旅は「父を求めて　日英蘭奇跡の出会
い」として学習研究社から一冊の本になった。その奇跡の旅
は現在も続いており、今も多くの人々から大きな恩恵を与え
られ続けている。
京セラ創業者の稲盛和夫さんの話を聞いた。「心を高め、

経営を伸ばす」のキャッチフレーズで中小企業経営者がお互
いに研鑽しあう盛和塾の集いを通じてだった。「自分一人の

「世のため、人のため」

鶴 亀 　 彰
（s38A/F.G.C.）

小さな満足でなく、ささやかでも良い、自分の持つ命を世の
ため、人のために使え」との教えだった。しかし簡単にマザ
ーテレサや宮沢賢治になれる訳ではない。試行錯誤が続いて
いるが、父を求める旅での経験から、宗教や文化や言葉や習
慣が違う人々の間でのコミュニケーションを高めることに何
かささやかながらでも貢献出来ないかと考えるようになった。
最先端の映像配信・検索技術を活用して、まずネット映像
検索サービスから始め、最終的には世界各国の一般庶民の心
の優しさや思いやりの心に映像を通じて触れられるネットテ
レビサービスを作り上げたいと考えている。その第一ステッ
プはすでに始まった。サービス名を融合美テレビとした。世
界の人々の融合を目指して。きっと長い道になるだろう。
「言語を通して世界の平和を」と願う京都外国語大学の建学
の言葉に映像を加えたいと考えている今日この頃である。
プロフィール
1941年、鹿児島県生まれ。 鹿児島ラ・サール高校を経て
京都外国語大学を卒業後、1964年、旅行会社ニュー・オリエ
ント・エキスプレスに入社。1966年よりロサンゼルスならび
にニューヨーク駐在。 1980年、ロサンゼルスにてカリフォ
ルニア・コーディネーターズ社を設立。 日本から米国やメ
キシコに進出する企業の支援や、米国ハイテクベンチャー企
業の日本市場進出をサポートする。
在米41年を通じ、日米往復は160回を超え、太平洋両側の

事情や人脈に明るい。過去に大阪産業大学米国校講師や金沢
工業大学大学院客員教授なども務め、現在は新しい可能性を
秘めた映像コミュニケーションの分野でネットテレビ局融合
美の立ち上げに忙しくしている。
昨年には学習研究社から「海に眠る父を求めて日英蘭奇跡
の出会い」を発刊。
ロサンゼルス郊外ロミタ市に、妻と息子と暮らす。
鶴亀彰
http://www.yugobi.com/
http://www.yugobi.tv/
http://www.tsurukame-book.net/

「戦争と人間」の134メートル
レリーフ完成！

金 城 　 実
（s39A/ボクシング部）

でしまいました。フランスでの個展に際し26年の教師生活を
終り沖縄に帰ります。1997-2007、10年間で、高さ3ｍ×134
ｍの「戦争と人間」彫刻完成。昨年5月、6月大展示会を開催
しました。

社会派的な芸術を歩む事になりました。これも沖縄に生まれ

た宿命かもしれません。日本本土の中で周知のとおり、日米

再編問題や歴史教科書問題などで日本の方向を決定づける沖

縄におればなおさらその現実から目をそらすことができない

のです。

芸術への道はもとをただせば東京の予備校時代で２年も受

験に失敗して絶望を引きずって沖縄に帰る。それはまさに

「寿陵余子」の姿そのものでした。その時は、二度と東京に

は来れないと思いながらも上野のロダン美術館で彫刻に出会

います。東京での受験の失敗が後に京都外大との出会いです。

6,7年も浪費した卒業でした。
今になって外大を卒業できたことを誇りに思います。遅れ

て入学、遅れて卒業したものでもう69才になりましたが、こ
れからも社会の動向を見極めて芸術を生きていくこと心して

おります。沖縄に来られる時は、アトリエにお立寄り下さい。

私の住む読谷村の村史編集室に外大の後輩が頑張っておりま

す。外大の発展を心からお祈り申し上げます。

（表紙写真は金城氏の作品）

________________________________________________________
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特　集

「英和・和英辞典」に
魅せられたライバルたち（3）

ウィズダム英和辞典　編集委員　吉 村 由 佳
（s60A、s61英米専攻、s63大学院）

私が英語を身近に感じたのは小学生の時、父が友人と数
人でイギリス人の先生から英会話を習っていた頃のことで
す。当時、我が家に集まり、イギリス人の先生を囲んで英
語を話しているのを遠くから眺めていました。使っていた
オレンジ色の本は“Success with English”という
Penguin Booksの教科書だったと記憶しています。その
頃は子供に英語を習わせるような家庭はほとんどなく、た
だ憧れを持ってレッスンを見ていました。
そんな私が中学で手にした初めての教科書は東京書籍の

『NEW HORIZON English Course』でした。編集され
ていた太田朗先生（当時、東京教育大）や日下部徳次先生
（当時、京都教育大）に後に大学院で教えを請うことにな
るとは夢にも思っていませんでした。その頃、私が最初に
手にした英語の辞書は研究社の『新英和中辞典』（第４版）
です。黄緑色の箱に入ったこの辞書は、当時、もっとも売
れており、受験の際もお世話になりました。まだ自分で英
和辞典を選ぶという発想はなく、みんなが持っているから
使っているという感じでした。
他の科目より英語が好きだったという理由で京都外国語
大学に入学した私が最初に驚いたのは、図書館に置いてあ
った数々の辞書達でした。英和・和英・英英辞典が書棚に
ぎっしりと並んでいる様を見て、「こんなたくさんの種類
の辞書、どうやって使い分けるのだろう」と不思議に思っ
たものです。しかし、実際に英米語学科で勉強を始めてか
らは、色々な辞書たちにお世話になりました。中でも『プ
ログレッシブ英和中辞典』や『ジーニアス英和辞典』は語
法欄を読む面白さを教えてくれました。Collins Cobuild
English Dictionary は英英辞典を楽しむきっかけとなっ
た辞書です。こうした辞書たちとの付き合いをもっと深め
ることになったのは、前述の２冊の英和辞典の他、数々の
英和・和英辞典の編集に携わっておられた小西友七先生

（当時、神戸市外国
語大学）の教え子
で、現在、京都外
国語大学大学院外
国語学研究科長の
赤野一郎先生との
出会いでした。英
米語学科の３回生
だった頃、参加し
たアメリカセミナ
ーの引率教員であ
った赤野先生に初

めてお会いして以来、大学院生を経て、国際言語平和研究
所の職員として勤務している間も、ずっとご指導を頂きま
した。赤野先生は当時より言語研究におけるコンピュータ
利用に注目されており、先生から学んだ言語資料（コーパ
ス）をコンピュータで処理し、研究する「コーパス言語学」
は、その後の私の研究生活の基礎となりました。
そして、いよいよ私にも英和辞典をお手伝いするチャン

スが巡って来ました。すでに英国では英語コーパスをコン
ピュータで処理し、英英辞典を編集するのが当たり前にな
っていましたが、まだ英和辞典の編集にはコーパスはほと
んど利用されていませんでした。そんな中、赤野先生と京
都外国語大学の先輩である徳島大学の井上永幸先生（当時、
島根大学）が編者となって、日本で初めて本格的に英語コ
ーパスを利用して新しい英和辞典を出版することになり、
私に声をかけて下さったのです。その頃、私は横浜在住で
辞書編集部に近かったこともあり、原稿執筆だけでなく、
英語コーパスの構築のお手伝いもさせていただくことがで
きました。京都外国語大学にいた頃に学んだ言語研究とコ
ンピュータ利用の技能の両方を、思う存分発揮する時がや
ってきたのです。
英和辞典の編集に利用するコーパスを構築するには、細

心の注意と長い時間が必要でした。まず、何万語もの語彙
を収録する辞書の資料として使うため、コーパスはできる
限り多くの語彙が含まれるよう、規模が大きくなければな
りません。さらに量だけでなく、様々な種類の英語を幅広
く集め、偏りなくコーパスを作る必要があります。なぜな
ら、小説・新聞・手紙・テレビ・友人との会話・電話・会
議、こうした様々な場面で使われる英語は同じものではな
いからです。井上・赤野両先生のご指導や編集部との努力
の結果、やがて大規模な英語コーパスが完成し、今度はそ
れを利用して英和辞典の編集が始まりました。コンピュー
タ上で特定の語を検索し、どのような意味で、どんな構造
で使われるのかを調べ、辞書の記述に役立てる編集過程は、
英語が好きで研究者になった私にはこの上ない喜びでし
た。こうしてできあがったのが『ウィズダム英和辞典』
（2003年・三省堂）です。2006年には第２版も出版された
この英和辞典の編集に深く関わることができたのも、京都
外国語大学での恩師や先輩との出会いがあったからこそで
す。辞書編集はやりがいがあると同時に、大変責任の重い
仕事です。これからも京都外国語大学で学んだことを忘れ
ず、精進を重ね、よりよい辞書作りのお手伝いができれば
と思っています。

（完）
左：『ウィズダム英和辞典』編者の赤野一郎先生
・井上永幸先生と出版社前で
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私は、2000年3月に外大を卒業しました。そして、その年
の4月に大阪に新しく開校した中学校がありました。それが、
現在私が勤務している「太成学院大学中学校（当時：太成中
学校）」です。開校１年目より、学校の歴史とともに、自分
の教師生活の歴史を重ねていけることを大変うれしく思って
います。
私は、最初から教師を目指していたわけではありませんで
した。旅が大好きで、在学中多くの国を訪れました。そして、
そこで暮らす様々な人々と出会い、ふれ合い、好奇心をかき
たてられていた当時は、旅行会社で働くことしか考えていま
せんでした。しかし、４年時の母校での教育実習で“教師”
に目覚め、人生が大きく変わることになりました。今では、
“教師”という職業は“私の天職だ”と心から思い励んでい
ます。
さて、私の考える教師の役割ですが、文科省においては、

これからの時代に求められる力は‘生きる力’だと提言され
ています。そこで私は‘生きる力’（ライフスキル）を身に
つけるために、知（自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考
え、主体的に判断、行動し、よりよく問題を解決する能
力）・徳（自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思
いやる心や感動する心など豊かな人間性）・体（たくましく
生きるための健康や体力）のバランスの取れた教育が大切に
なると考えています。本校は「教育は徳なり」を建学の精神
とし、徳育を基盤とした教育に力を入れています。私はその
基本となるのが「学級経営」だと考えています。私は現在、
中学１年生の担任をしています。その学級経営の中で大切に
している３つの柱があります。
一つ目は「学ぶ姿勢づくり」です。「学ぶ姿勢づくり」と

は、心のコップを上向きにして、心の耳を開き、スポンジの
ように何でも吸収できる心の状態をつくることです。
“自ら学びたい”と思う「やる気」「モチベーション」が成
長・向上には不可欠です。「やる気」などのそれは、その人
の態度・姿勢に表れます。そこで、心理学の中にある「動作
法（＝Attitude training）」を教育に応用します。これは、
態度・姿勢（＝身構え）を変えることにより、心の姿勢（＝
心構え）を変える方法です。
具体的には、大きな明るい声で挨拶・返事・発声する、緊
張感のある「起立・気をつけ・礼・着席」、背筋を伸ばす、
靴を揃える、服をたたむ、物を大切にする、友達・家族・先
生・周囲の人を大切にする、などその態度・姿勢・行動を指
導します。
また、その人の見た目・態度・姿勢は、心理学でのコミュ
ニケーションスキルの一つでもあります。すなわち、その人
の見た目がその人の心の姿勢を表します。したがって、態
度・姿勢（身構え）をきちんと教え、心の姿勢（心構え）を
作るのです。そして私は、心構えがその人の人生をも変えう
ると考え大切にしています。それが私の「学ぶ姿勢づくり」

です。
心構えが変われば・・・行動が変わり
行動が変われば・・・・習慣が変わり
習慣が変われば・・・・人格が変わり
人格が変われば・・・・運命が変わり
運命が変われば・・・・人生が変わる
二つ目は「清掃活動」です。1982年、アメリカで「割れ窓
理論（Broken Windows Theory）」が提唱されました。
「割れ窓理論」とは、割れた窓ガラスを放置しておくと、や
がてその場の環境が乱れ、荒廃していく。逆に、割れた窓ガ
ラスを直し、環境を整備していくと、その場が整い、健全に
なっていく、というものです。すなわち、小さな荒れが、大
きな荒れを呼ぶ、小さな荒みが、人の心の荒みを招くという
ものです。この理論をニューヨークの元市長ジュリアーニ氏
が政治に生かし、ニューヨークの治安回復に成功をしたのは
有名な話です。
「環境は人を育てる」と言いますが、学校環境にも同じこ
とがあてはまります。一日の中で一番多くの時間を過ごす場
所である教室・校舎などの空間を良い場所にし、自分たちが
健全に育つための条件を整えること、それが「清掃活動」に
なります。
具体的には、ゴミを拾う、消しカスはゴミ箱に捨てる、落
書きをしない、床をピカピカに磨く、窓をピカピカに光らせ
る、靴を磨く、机・いすをまっすぐにそろえる、自分の持ち
物をきちんと整理整頓する、などです。また、「遅刻・欠席
をしない」ということもとても大切にしています。なぜなら
ば、空席もひとつの荒みと考えると、空席が空席を呼ぶこと
になるからです。物質的な環境だけなく、人的な環境なども
大切な「環境」といえるわけです。
三つ目は「日誌活動」です。日誌には多様な役割がありま
すが、私は自己管理のためのツールと考えています。それは、
すなわち良い生活習慣をつくること、目標設定をし、未来に
対する準備をすることを指導します。
具体的には、消灯・起床・睡眠などの時間を記入することに
より、規則正しい良い生活リズムをつくり、身体のコンディ
ションを整えます。また、目標設定をすることにより、一日
の生活の質を高めます。成果を上げるためには、成長するた
めの目標を設定し、その目標を意識して取り組む必要があり
ます。未来は「今」の延長線上にあります。どんな未来にし
たいのか、どんな自分になりたいのか、そのイメージに近づ
くためにやるべきことが、今やるべきことになります。
また、毎日「書く」ことにより、思考力が養われます。

「書く」ためには自分で「考える」必要があり、この「考え
る」という作業が「思考」を養います。自己と向き合う時間
を持つことにより、さまざまな自己管理能力が高まることに
なります。
そして何より、日誌の交換を通じて、担任である私と生徒
一人一人の心の交流をする事ができ、コミュニケーションや
信頼関係を築くためのとても重要なツールと私は考え、取り
組んでいます。
以上三つが私の学級経営の３本柱です。
最後に、私の大きな夢は「世界平和」です。外大の建学の
精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS（言語を通して
世界の平和を）」の教えを忘れることなく、私の教師として
の日々の活動が世界平和の一助となるよう、地道に努力を続
けていきたいと思っています。

太成学院大学中学校教諭　白 井 京 子
（h11A/E.S.S.）
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『オオカミくんはピアニスト』
石田 真理
1963年生まれ。幼少より油絵を学ぶ。
1978年ジュニア県展入選。1979年同県展佳作。
1986年京都外国語大学フランス語学科卒業。
小説、パントマイム、インド舞踊、声楽、オペラなど創作・演奏多数。
2003年インターナショナルアカデミーえほん研究科終了。
2004年本作で第22回新風舎出版賞ビジュアル部門最優秀賞受賞。
海とバスルームが好き。奈良県在住。

学園創立60周年記念事業

新体育館「武道体育館」建設始まる！
学園創立60周年記念事業「第２分館キャンパス整備事業」の

一つ、新体育館「武道体育館」の建設が始まりました。完成は
2009年（平成21年）3月の予定です。なお、「第２分館キャンパ
ス整備事業」の工事期間は２期間に分かれて計画されており、
第１期工事（2008年2月～2009年3月）として新体育館建設と10
号館増改修、第2期工事（2009年4月～2010年3月）として留学生

宿舎（トレーニング棟併設）等の建設が含まれております。
新しく建設される「武道体育館」は、正課の体育授業だけで

なく、学生の心身鍛練の場としての用途も加味し、剣道・柔道
の課外活動ができる施設となっています。また、ソーラーシス
テムなど環境面やバリアフリー面にも配慮され、新しい学習環
境の誕生として期待されています。

母校の発展は卒業生の誇り。卒業生の活躍は母校の誇り。

学園創立60周年記念事業募金のお願い
本学園は、2007（平成19）年に創立60周年という節目（還暦）の年を迎えることができました。学園創立以来、変わらないご支

援・ご協力を賜った校友会会員皆様のおかげと感謝しております。
創立40周年には森田記念講堂をはじめ、11号館・12号館並びに6号館の建設、創立50周年には１号館新築など、それぞれの節目の年
に教育環境の充実のためキャンパスの基盤整備・強化に取り組んでまいりました。そしてこのたび創立60周年の記念事業として、第
２分館キャンパスの整備計画をかかげ、現在、新体育館建設（2009年3月完成予定）並びに留学生会館建設（2010年3月完成予定）な
どに着手しています。
つきましては、2006（平成18）年12月に「学園創立60周年記念事業－募金趣意書」でご依頼いたして以来、皆様方からの母校発展

への熱い思いが数多く届いておりますが、引き続きここに、あらためて皆様方に募金のお願いをさせていただくことになり、誠に心
苦しく存じますが、本募金に皆様の倍旧のご支援・ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
母校発展のために何卒よろしくお願い致します。

寄付金に関するお問い合わせ：学校法人 京都外国語大学 募金事務局 TEL 075-322-6555 FAX 075-311-8989

『いただきます』
著　者　文：玉城裕美子　絵：磯崎 主佳
編　集　なんよう文庫
発売元　合資会社 沖縄時事出版

〒900-0025 那覇市壺川1-3-10 ℡098-854-1622
定　価　1,200円（本体1,143円）
文：玉城裕美子
1969年京都生まれ
京都外国語大学 平成3年度卒
現在、読谷村史編集嘱託職員
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校友会東京支部主催の『第19回関東地区卒業生の集い』にご出
席下さいまして有難うございました。皆さまのご協力をもちまし
て、盛大かつ成功裡に集いを終えることができました。
東京支部は、常に変化・変革に挑戦し、リーダーシップの発揮

できる卒業生の卒業生による卒業生のための校友会作りを目指し
ております。年に一度の集いの開催にだけ終わることなく、卒業
生同士がお互い協力し、助け合い共に成長できる東京支部であり

たいと常に願っております。
平成20年は記念すべき第20回目の集まりを持つことになってお

ります。また大勢の校友の皆さま方と一堂に会することが出来ま
すことを期待しております。

京都外国語大学校友会東京支部
「第19回関東地区卒業生の集い」実行委員会一同

第20回 東京支部（関東地区）『卒業生の集い』
下記の日程、場所において大々的に開催されますので、万障お繰
り合わせの上ご出席下さいますようお願い申し上げます。
日時：平成20年７月12日（第２土曜日）、13:00～
場所：アルカディア市ヶ谷　千代田区九段北４－２－25

地下鉄有楽町線・南北線・市ヶ谷駅
ＪＲ中央線（各停）「市ヶ谷駅」各出口より徒歩2分

会費：お一人￥7,000

http://www.kufs.ac.jp/koyukai/tokyo-shibu.html

徳島支部は平成19年８月14日に恒例の総会・懇親会を開催しま
した。その後『外大連』として、阿波踊り有名連である「みやび
連」（写真）の皆様から多大のご協力をいただいて街の中に繰り
出し、力いっぱい踊り、京都外国語大学のPRに一役かいました。
昨年は映画「眉山－びざん－」が徳島を舞台にした作品だった

こともあって、例年以上の観客で賑わいました。
今年も8月14日に「外大連」を開催しますので、お気軽にご参

加下さい。
（池添憲作 TEL：088-622-8255 新居博文 TEL：088-652-3861）

http://www.kufs.ac.jp/koyukai/tokushima-shibu.html
徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部徳島支部

第７回富山支部総会・懇親会の報告（2007年8月25日開催）

例年８月第３土曜日に開催しています。
富山支部第７回総会・懇親会を昨年８月25日（土）11時30分よ

り恒例のパレブラン高志会館で開催いたしました。
坂本会長はじめ役員4名、大学より影山副学長、富山ご出身の

森島教授、狩野法人部次長、上羽総務課長、そして宮谷石川副支
部長と東京支部から次期東京実行委員長中鉢泰平氏のご出席を得
ました。
当日はとても暑い日でした。記念の集合写真を撮った後、影山

副学長より「60周年記念の年であること。10月末か11月上旬に模
擬国連を学生達が開催すること。母校の三本柱（大学・短大・大

学院）の博士課程が充実し、校風がさらに活性化できること。第
２分館天神川校舎の老朽化等と60周年記念事業募金の現況」など、
母校の近況を話して下さいました。
坂本会長は「校友会45周年なので12月２日に大学のキャンパス

でお会いしましょう」と話されました。今年は新しいメンバー三
井美穂さん、貫和まゆみさんの参加で、富山支部にも新風が吹き、
頼もしいかぎりでした。
近況報告、名刺交換、学生時代の想い出などで大変盛り上がり

ました。
二次会として初めて「越中おわら風の盆前夜祭」にＪＲ利用で

出かけました。
上新町の町流しの日で「情緒豊かで気品高く、三味線胡弓の音

にあわせて唄い踊り町中を流し歩きます」と思っていたのですが、
狭い町中に多くの観光客で今回は楽器の奏でる哀調の旋律と息継
ぎなしに調の小節をうねらせる唄の調べを Live でもちょっと見
て聞いただけになりました。でも諏訪町通りの夜景は wonderful
でした。
懇親会にお越し下さいました皆様に心から感謝いたします。参

加できなかった皆さん！２年後の第８回には、必ず顔を見せてく
ださい。次回は８月の第３土曜日 or 第４土曜日で計画いたしま
す。皆様のご参加をお待ちしています。

http://www.kufs.ac.jp/koyukai/toyama-shibu.html

富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部富山支部
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平成19年８月４日ホテルニュー福丸において、第８回鹿児島支
部総会が行われました。午前の講演に地元英語教育に携わる方々
をお招きして、京都外国語大学について堀川学長よりご説明があ
りました。その後、戸津井ペニー先生、齊藤先生による講演会を

行いました。
アンケートを実施し「聴衆の気持ちを集中させる方法にはいつ

も感心します。」｢英語が国際紛争の和解に重要であることが理解
できた。｣その他大勢の好評なご意見を頂きました。
その後、鹿児島支部役員選考をおこない支部長、支部役員を選

出しました。
役員選出後、場所を変え、懇親会が行われました。講演会に出

席された戸津井ペニー先生、齋藤先生をお迎えして、堀川学長の
挨拶の後、大山部長の乾杯で宴が進行致しました。
３年に１度の支部総会で久しぶりに会う仲間の笑顔と学生時代

の無茶な話に、すぐ西院の学び舎に気持ちが移りました。
自営業の方、会社員の方や地元鹿児島出身の学生の方にも参加

して頂き、非常に盛り上りました。笑いの絶え間なく時間があっ
と言う間に過ぎてしまい、坂本会長の挨拶の後、久しぶりに大声
で校歌を歌い、閉会しました。
鹿児島の地元で活躍されている皆さん、鹿児島支部はお待ちし

ております。

鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部鹿児島支部

英語授業実践報告会・研究会実施報告

実施日時 平成20年1月12日（土）
講演　講師：京都外国語大学教授　鈴木　寿一　先生
演題　「多忙な教員生活の中で教師として自分をグレードアップ

する方法」

講演　講師：神戸メリケンパークホテル　相談役　松下　衛氏
演題　「京都外大とホテルマン人生」

実践報告　
発表者：京都府立嵯峨野高等学校　左近　正則先生
題目「担任としてのクラス運営と教科指導」
報告者：立命館・立命館宇治高等学校　 居　佐紀先生
題目
①「家事・子育てと仕事の両立－これからの女性の生き方につい
て」
②「講義型授業ではなく、生徒参加型授業の薦め」
行事終了後、参加自由で「茶話会」を開催しました。

○　字数に制限があるために詳細は校友会ホームページをご覧
下さいますように御願い致します。

○　次回は７月26日（土）京都外国語大学内にて開催の予定で
す。 （教志会会長　三木右至）

教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会教志会

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

平成19年10月12日19時より毎年恒例のクラプハッツ総会を大阪
心斎橋のレストラン「フィガロ」にて盛大に実施いたしました。
航空、旅行、ホテル、カーゴなど運輸観光業界で働く仲間に加

え、ご多忙にも拘わらずご出席頂いた森田総長を始め学校関係者、
校友会坂本会長はじめ役員の方々にもご参加を賜り、お陰様で総
勢50名を超える参加となりました。
ご来賓の皆様のご挨拶、島田会長の挨拶の後、神戸メリケンパ

ークオリエンタルホテル相談役、松下　衛氏による講演「私のホ
テル人生」を聞かせていただき、ホテルマンとしての今日までの
苦労話、京都外大で学んだ語学が役立ったお話など感銘深い内容
でした。

乾杯の後、全員の気持ちが和んだところでパーティーに移り、
参加者全員に一言づつ近況や感想を述べていただきました。同じ
業界で働く仲間に加えて、多くの諸先輩方との交流を持つことで、
京都外大OBとしての一体感も増したように思えます。今回の参
加メンバーの中には、平成16年度～18年度卒業の若い方にも参加
いただけて先輩との情報交換にも多いに役だったことでしょう。
業界のことで困ったり悩んだら、クラブハッツの先輩に聞こうと
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。
また最近のクラブハッツには業界以外であっても旅行に興味の

ある方の参加も増えてきております、旅行や観光関係に興味のあ
る方も是非ご参加ください。会員同士の交流のみならす、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。来
年は関東地域で活躍されております皆様にもご参加いただけるよ
う考えておりますので今後とも会員の皆様のご支援をお願いいた
します。

京都外大クラブハッツ事務局長　中口泰幸
HAT'SとはH＝HOTEL、A=AIRLINE, AIR CARGO、
T=TRAVEL AGENCY、’S＝AND OTHERS’
のイニシャルを結合した造語です。
訳すと京都外大観光関連業会というところです

http://www.kufs.ac.jp/koyukai/hats.html

HAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'SHAT'S
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自然科学研究会ＯＢ会の開催

平成19年５月26日（土）18時より、ホテル日航大阪（大阪心斎
橋）にて自然科学研究会ＯＢ会を22名参加により開催致しました。
現在当クラブは既に学内にはありませんが、当日は東京、浜松、
広島、奈良など遠方からも集合いただき、各自の現状、今後の活
動など報告をいただきました。当クラブは日本各地をキャンプや
合宿をしながら化石、鉱物、水族、化学、蝶、天文など各テーマ
に沿って研究をし、また海外へも遠征しておりました。当時のハ
プニング続きの春・夏合宿や学園祭の話で大いに盛り上がり秘話
など披露いただき次回開催を約束し無事閉幕いたしました。
なお、当日はクラブハッツ会長のルフトハンザ航空大阪支店の

島田様、校友会様より多大なるご協力を頂き誠に有り難うござい
ました。感謝申し上げます。

自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会自然科学研究会
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4回海外事情研究会総会・懇親会開催される

海外事情研究会は、10年振りに第４回総会・懇親会を2007年6
月24日（日）母校11号館会議室・ラウンジに於いて開催しました。
当日は、あいにくの雨にも拘らず26名の海研OBと3名の現役の海
外事情研究会員の学生が出席しました。
総会の冒頭、前田智洋（昭和53年度ブラ・ポル語卒）の司会に

より、ご逝去されました元海外事情研究会松本幹雄顧問（元ブラ
ジル・ポルトガル語学科教授、平成5年逝去）、及び海研OB宮本
憲二（昭41年度イスパニア語学科卒）、池田明治（昭41年度イス
パニア語学科卒）、谷口（旧姓小林）マチ子（昭49年度英米語卒）、
沖光男（昭和60年度英米語卒）諸氏のご冥福を祈り黙祷を捧げ、
在りし日の恩師、学友を偲びました。
引き続き、引地正之会長（昭41年度英米卒）の挨拶の後、新役

員の改選が行われ、新会長に河野通貞、副会長に池田光志（昭和
43年度英米語卒）、元谷和代（旧姓中谷）（昭43年度英米語卒）を
満場一致で選出しました。

総会の席上、昭和38年度卒から平成5年度卒のOB出席者全員の
自己紹介と近況報告を行いました。既に、社会人としての現役を
退いても、今尚、目標を掲げて旺盛な意欲を持ちチャレンジを続
けながら、人生を歩んでいる諸先輩、正に企業戦士としての戦場
の真っ只中にいる諸先輩、教育者として学研の探求に・学生の指
導に情熱を燃やしているOB等、様々な業界に属している方々の
お話に、久しぶりに会った学友の近況、社会人として第一歩を踏
み出したばかりの後輩達、出席者はそれぞれの発表に興味深く耳
を傾け、出席者全員の近況を知り合えたことで、互いの親近感が
増して総会をより一層有意義なものにしました。
総会終了後は、会場を11号館ラウンジに移し、海外事情研究会

歴代顧問の諸先生、重乃前学長、影山副学長、大垣スペイン語学
科教授、國安海研顧問、及び坂本校友会会長他、役員をお招きし
て、引き続き、前田智洋の進行により懇親会を開催しました。
懇親会では、来賓の歴代顧問教授、坂本校友会会長からの挨拶の
後、学園創立60周年を迎えて母校の発展の様子等の説明を伺いま
した。参加したOB達は、久しぶりに母校を訪れ、母校の発展の
様子を目の当たりにして、感無量の様子でした。久しぶりの恩
師・同期卒業生との再会、先輩・後輩との新しい出会いに、時の
流れ、時代の差を乗り越えて卒業年度は違えども、学生時代「海
外事情研究会に所属していた」と云う共通の認識のもとにさなが
らタイムトンネルを通り抜け、学生時代に戻ったような気持ちに
なり、出席したOBは、互いに和気藹々と時間の経過するのも忘
れて楽しく語り合いました。
懇談の華が会場を飛び交う中で、OB有志が提供した賞品の抽

選会を行い、全員が思い思いの抽選札を引き、当たった賞品に一
喜一憂をするなど、懇親会の雰囲気がより一層盛り上がりました。
そして、海研OB同士の親睦の輪が広がり、繋がりが強固にな

って行く中、午後3時30分に、河野新会長の挨拶と一本締めで懇
親会を終了し、次回の海研OB会総会・懇親会での再会を約して、
母校を後にしました。 （海外事情研究会ＯＢ会）

海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会海外事情研究会

翻訳研究会　OB会総会・懇親会(開催報告)

平成19年10月27日（土）午後５時　
会　場　京都国際ホテル
本会は2年毎に開催され、前回は平成17年に開催されております。

校友会本部より坂本利正会長、長塚純一会計監査の出席を頂き、
顧問教授奥川義尚先生のご出席を仰いで盛大に開催されました。
現会長の本岡邦治氏の挨拶の後、奥川義尚先生、現役会長佐藤有
紀さんから翻訳研究会の現状報告・活動報告をして頂き、活動主
体の一つで、創部以来連綿と続いている部員による翻訳作品集の
機関紙「27」が出席者全員に配布されました。
長年、本会の会長として大変ご苦労頂いた本岡邦治氏が勇退さ

れ、後任に三木右至氏が総会で次期会長に選出されました。
総会後、二次会が同ホテル内で持たれ、宿泊者を含め卒業生同

士が久しぶりの再会を喜び、往年の話に花を咲かせて賑やかで、
感慨深い時間を楽しみました。
尚、出席者数は卒業生16名、現役学生７名でした。
次回は平成21年11月初旬に開催予定です。
又、12月2日に開催された校友会総会に本会から8名が出席され、
その中で5月1７日（土）にミニ懇親会が京都で開催されることに
なったことを報告させていただきます。

（翻訳研究会）

翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会翻訳研究会

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ



JULY  1 2008（14）No.23

支支支支部部部部・・・・ククククララララブブブブ・・・・学学学学科科科科ＯＯＯＯＢＢＢＢ会会会会だだだだよよよよりりりり

第4回ＥＳＳ同窓会、Ｘ'masムードで開催

平成19年１2月15日（土）ホテルグランヴィア京都にて、第4回
ESS同窓会を開催。
平成9年9月に第1回を開催して10年目を迎える年でもありまし

た。昭和28年度卒(短大時代)の大先輩から昭和62年度卒の同窓生
54人（男性34名、女性20名）が参加。また、この日のために米国

から参加していただいた同窓生２人には感謝感激でした。
残念ながら今回、平成年度卒の仲間の参加がなかったのは残念で
した。
森田理事長・総長は公務のため残念ながら今回はご臨席いただ

くことができませんでしたが、校友会から坂本会長、長塚会計監
査が駆けつけてくださいました。また、現役ESSを代表して山田
洋文会長が顔を見せてくれました。
卒業後初めて諸先輩や仲間に会った方々、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、X’masムード装飾の会
場にて毎回のことながら各テーブルでは思い出話や現況について
の話題がつきませんでした。
閉会前には、ティファニーのペンダントなど豪華商品があたる

抽選会で約２時間半の宴の幕が下りました。
なお、第２回から二年ごとに開催されてきた同窓会の開催頻度

を見直す提案がなされ、次回は三年後に、そして次々回はその二
年後の校友会総会年度に合わせることで参加の同窓生の同意を得
ることができました。また、今までの同窓会理事会も今回にて一
旦解散し、次回からは新しい組織のもとで開催されます。
2010年にお会いできますことを祈りつつ。

（ESS事務局）

ESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESS
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大阪支部ミニ交流会「奈良の集い」

2007年６月10日（日）晴天に恵まれて、ミニ交流会「奈良の集い」が開催されました。
春日野にある威風堂々の奈良県新公会堂が会場。レストラン「能」に校友会員51名が集
い、若葉萌える奈良公園を一望しながら、心に花を咲かせました。はじめは遠慮がちな
会員間にも、飲食が進むにつれて、卒業年次、年齢差を越えて心と心が結ばれ、学生時
代に戻る楽しい会話が弾みました。2時間足らずの語らいの場でしたが思い出に残る交流
のひとときを持つことが出来ました。偶然にも隣席に約20名の外国人観光客を引率した
ガイドのミッキー福井さんも京都外大出身で、皆がびっくり！！
飛火野の新緑に抱かれて、卒業写真をもう一度の気持ちで心に残るワンショット。そ

の後菊水楼支配人、伊東肇氏（外大卒）の紹介による東大寺大仏殿の特別拝観で貴重な
お話と体験ができ、盛況の内に閉会となりました。 （大阪支部長　嶋一郎）

大阪支部
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高知支部は定期総会を隔年に開催し、今年は第6回目を、５月17日
（土）に16名の支部会員参加のもと、高知市内の高知パレスホテルで
催しました。
総会では、今回初めて研修の場を設け、教育界で活躍している宮

田龍さん（S52卒業　現高知市立朝倉中学校長）から学校経営の話
をお聞きしました。他の職域の誰が聞いても「なるほど」とか、「う
ん納得」といった地域・行政・マスコミなどと連携して活躍をして
いることがわかり、校友会役員からも感嘆の声があり、有意義な場

にしてくれた宮田さんに改めてお礼をいいます。ありがとうござい
ました。
役員改選では、支部結成の発起から設立（1998年2月）、そして支

部運営の舵を取ってくださった水田耕吉支部長、そして発起の時か
ら水田支部長とともに支部を支えてくださった町田和華子副支部長
が退任され、お二人のこれまでのご尽力に感謝の思いでいっぱいで
す。役を離れたといっても後任役員一同は、今後もお二人から助言
をいただきながら一人でも多くの支部会員（卒業生達）が集い、「和」
と「輪」が広がる場となるように高知支部の発展に頑張っていく所
存です。
総会終了後、懇親会には、大学の堀川徹志学長、根上明事務局長、

上羽隆司総務課長がご参加くださり、支部会員一同嬉しく思いまし
た。校友会の坂本利正会長、中野孝之副会長、山田勝明会計、そし
て土屋隆司常任幹事、さらに嬉しいことに、東京支部から本山裕彦
支部長、そして富山支部から稲垣喜美代支部長も駆けつけてくださ
って、連帯の思いを強く感じとりました。ゲストの皆さまとともに、
参加した支部会員一人ひとりが交流歓談の中で互いに元気を分かち
合え、楽しいひと時を過ごせたことはまことに喜ばしく、ありがた
く思いました。
高知支部会員の皆さん、２年後にお会いしましょう！　多くのご

参加を！！ （高知支部長 柴岡 和生）

高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部高知支部

京滋支部ミニ交流会

2007年10月21日（日）研修会・幹事会を
烏丸京都ホテルで開催しました。当日はゲ
ストとして時雨亭文庫事務局長の冷泉貴実
子さんをお迎えし、2008年11月１日「源氏
物語千年紀」に因んだお話や、ご先祖、
「新古今和歌集」の撰者である藤原定家に
つながるお話等、文化と歴史の香り高い興
味深いお話を聞かせて頂きました。
約30名の出席者が冷泉貴実子さんのはん

なりとした京都弁での楽しいお話を堪能し
ました。

京滋支部
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『学びやを同じくしたる友集う
奈良の都の緑きわ立つ』

稲田香代子（S39A）
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創設40周年記念同窓会実施報告

平成19年11月25日（日）、二号館食堂「リブレ」にて、ブラジ
ルポルトガル語学科創設40周年記念同窓会がすがすがしい秋晴れ
の下、全卒業年度同窓生と来賓、約160名の参加を得て盛大に開
催された。本年は学園創立60周年の慶事の年でもあり、一人でも
多くの卒業生に開催の意義を知らしめ、参加を呼びかけ、盛大な
会の実施と成功を計画した。

相談役となった一期生住田育法のもとに、代表幹事として同じ
く一期生の大森正久と赤銅重夫が委嘱され、両名で昭和45年度か
ら平成18年度までの各学年度より、幹事若干名を依頼し、彼らと
共に参加を呼びかけた。また校友会より行事開催の案内の協力も
あり、お陰で過去の記録を上回る参加者が集合し、和やかな中に
も活気あふれる催しとなった。
当日の主な内容は、まず学長堀川徹志先生のご祝辞があり、続

いて校友会会長坂本利正様より、お祝辞と共に会への助成金を賜
った。祝宴は、代表幹事大森の乾杯の音頭によって始まった。特
別企画として、学科在校生の加々美 愛さんのお父様である加々美
淳氏のご好意により、自らバンドリーダーを務められる
「XACARA」の生演奏があり、ピアノ伴奏今井亮太郎さん、歌は
ヴィウマ・ジ・オリベイラさんによるサンバとボッサノバの素晴
らしい演奏に参加者も歌い踊り、最高に盛り上がった。歓談の後、
ビンゴゲームが始まり、代表幹事や相談役からの提供品を景品と
して贈り、参加者一同充実した一日を過ごした。
学園創立60周年に花を添える学科創設記念同窓会を成功裏に終

えたことを心から慶び、皆様に感謝申し上げたい。
代表幹事　大森　正久

赤銅　重夫

ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科ブラジルポルトガル語学科
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スペイン語学科卒業生の皆さん、お変わりなくお過ごしでしょ
うか。

1963年にイスパニア語学科の名称で誕生しました私どもの学科
も今年で45歳になります。これを記念して下記の通り同窓会を開
催することになりましたので、ご案内いたします。ご家族、ご友
人をお誘いの上ご参加下さい。多数の方々のご参加をお待ちして
おります。
日　時：2008年11月23日（日） 11時～
会　場：式　典　171教室　懇親会　11号館ラウンジ
また本年は王朝文学の最高作と言われている源氏物語が宮中で

読まれた寛弘５年から数えると丁度1000年目にあたり、2008年は
「源氏物語千年紀」として多彩な事業がゆかり深い京都で展開さ
れています。「源氏物語と平安京」の世界を是非とも！

スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科スペイン語学科

総長杯ゴルフコンペ（’07.10.16） 会長杯ゴルフコンペ（’08.5.11）
今回このコンペは学園創立60周年記念として開催され、

17名でプレーしました。当日はお天気に恵まれて、和気あ
いあいの楽しい一日になりました。

栄えある優勝は小林弘明氏（s50A）、準優勝は稲垣三朗
氏（s44A）。母校の還暦？ということで校友会からの参加
賞は「赤い名刺入」、旭食品の竹内信夫氏からは「池ポチ

ャ賞」の賞品のご提供をいただき、また名神竜王カントリ

ー倶楽部からも、母校の創立60周年、併せて第20回目のコ
ンペということで「紅白まんじゅう」のお心遣いをいただ

きました。

2008年5月11日（日）、参加者27名で開催されました。
早朝は前日の雨がまだ残っていて心配しましたが、スタ

ートする頃から晴れ間が広がりホッと一安心。強風で気温

も低めだったことが災いして、日頃の腕前が？？？のメン

バーがあったとか･･･

北田 繁氏（s46A）が見
事優勝しました。賞品提供

にご協力いただいた皆さ

ま、ありがとうございまし

た。

校友会主催
ゴルフコンペ

スペイン語学科創設45周年記念同窓会のご案内

（2000年度の写真）

名神竜王カントリー倶楽部
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