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アスリートにとってオリンピックは“夢舞台”である。だ

から誰もがそれに向かって精進し、舞台に立つ事を目指す。

だがその舞台に立つと、今度は様々なプレッシャーがのしか

かる。北京五輪でシンクロナイズドスイミング、デュエット

競技に出場した鈴木絵美子、原田早穂ペア。彼女たちにも計

り知れないプレッシャーがのしかかったはずだ。だがピッタ

リと息の合った演技を見せ、中国チームを抑えて銅メダルを

獲得した。彼女たちには競技へのプレッシャーのみならず、

日本チームが守ってきた“３大会連続”という見えないプレ

ッシャーもあったはずだが。

表紙写真・文／薬師洋行（s43英米語卒/写真部）
国際スポーツプレス協会会員
日本スポーツプレス協会副会長
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会員の皆様には、ご清祥にてお過ごしのこととお慶び申し上げますとともに、日頃は本会の活動に

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。

本年は本大学が設立され外国語学部英米語学科が開設されてから50周年を迎えました。多くの卒業

生を輩出し各界でそれぞれ活躍されており、改めて歴史の重みを感じています。

いま世界中に広がった深刻な経済不況と、その影が社会の様々なところに及んでいることから、皆

様のお仕事などにも何かとご苦労が生じているのではないかと心が痛みます。そして、これから卒業

していく後輩諸君の進路にも厳しい状況が予想されます。皆様の企業や関係先からのお声掛けが彼ら

にとって大きな励みとなることでしょう。

大学が学園創立60周年記念事業の一環として建設されていた「武道体育館」が、去る3月22日に目

出度く竣工しました。京都市内でも数少ない本格的な柔道場、剣道場が備えられ、館の正面玄関には

森田嘉一理事長・総長の揮毫になる『不撓不屈』の力強い四字が刻まれた板額が掲げられています。

多くの皆様から募金協力をいただいた素晴しい体育施設として、学生諸君のみならず、一部は広く市

民にも供されるなど、大学の存在感がさらに高まるものと期待されます。

昨年度は、ブラジル移民100周年記念行事に合わせて、森田理事長・総長とご一緒に中南米各国の

支部を激励訪問し、多くの校友と旧知の友の如く親しくお会いすることができたことはとても有意義

でありました。遠く異国の地に在って、いつまでも母校を想う気持ちを抱き続けておられることに感

激し、同時に彼等彼女等の喜びの大きさに校友の絆を強く感じたのでした。とりわけこの訪問を機に、

チリ支部が設立されたことは望外の収穫であり、今後の活動が楽しみです。

本年度は、上海で支部設立が予定されており、さらにネットワークが広がることになります。

ところで、本会は4月に役員及び常任幹事の異動を行い、新たなメンバーで本年度をスタートさせ

ました。次代を見据えた校友会を目指し、一丸となって運営に取り組むこととしております。また、

本会のホームページをさらに充実させるため、特別チームを置きました。本会の活動状況や各支部、

各クラブＯＢ会の動き等を、より速く、より愉しくご覧いただけるよう努めてまいります。

皆様にはお近くの支部の活動やＯＢ会等の行事に、お気軽にご参加くださるよう期待しています。

結びに、皆様の益々のご健勝とご多幸を祈念申し上げます

ますます広がる校友の絆
母校の発展と共に

京都外国語大学校友会
会　長

坂 本 　 利 正



JULY  1 2009（2）No.24

校友会会員の皆さん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。

申すまでもなく、卒業生の皆さんは、実社会に出られてからも在学中と同じように、学園にとって最も大切

な存在です。皆さんの活躍は母校の発展であり、母校の発展はまた卒業生の誇りとなるものだと思います。

これからも引き続き、皆さんのご活躍を期待し、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。

木々の芽吹く３月22日、おかげさまで、学園創立60周年記念事業として着手してきました「武道体育館」
が無事工事期間を終え、完成の暁を迎えることができました。校友会会員の皆さん方からは、武道体育館建

設に要する資金調達のための募金活動をしたところ、有難いご寄付を賜り、衷心から感謝申し上げ、この場

を借りて厚く御礼申し上げます。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

べく、世界を見つめる心を忘れることなく、心身とも豊かで高度情報社会に対応できる多様で魅力ある学生

を育ててまいりたいと考えています。これからも母校に変わらない思いを寄せていただき、一層のご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。

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、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ます。にもかかわらず、残念なことに現実は、そのような非情さに何の痛みも

感じない身勝手な心が幅をきかせています。

このように、私たちは科学技術の恩恵を受けながらも、利益第一主義・利己中心主義の先行のあまり、古

来より敬ってきた慈愛、思いやり、謙虚さといった大切な道徳的な基準を見失っています。資本主義市場が

作り出す人間関係は機械的で乾いた関係になりがちですが、人間の意味や価値を失ってしまっては何の意味

もありません。一人ひとり、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考えてみる心の余裕、しなやかな姿勢が求められています。

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。単に歴史
を振り返るのではなく、「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学

園創設のころの熱意と熱気に思いを寄せることから始めたいと思っています。武道体育館完成に伴い、いま

一度、肉体と精神を鍛え、初心に戻って世界を見つめ直していきたいと考えています。

校友会会員の皆さんにおかれましては、これからもいろいろな舞台で引き続き活躍していただきたいと心

から願っています。
………………………………………………………………………………………………………………………………
森田嘉一理事長・総長が数々の栄えある受賞

１）文部科学省の推薦で受賞された『旭日中綬章』（平成20年11月３日授与）
２）スペイン国王より受賞された『文民功労エンコミエンダ上級勲章』（平成20年11月４日授与）
３）中国上海市人民政府から『白玉蘭（白もくれん）記念賞』（平成20年10月31日授与）
４）日本移民百周年を記念しブラジル日本移民百周年記念協会から受賞された『笠戸丸賞』（平成20年９月５日授与）

武道体育館完成
心身とも豊かで、
世界を見つめる心基本に！

学校法人 京都外国語大学
理事長・総長

森 田 　 嘉 一
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中南米各国支部の校友会員を激励するため、去る9月1日から16日まで藤井章子副会長を伴って、チリ、
ブラジル、アルゼンチン、メキシコの4ヵ国を歴訪して参りました。
訪問各地で、多くの校友会員と親しく歓談し、エールを送ることができました。何れの会員も母校へ

の想いと「不撓不屈」の建学の精神を忘れず抱き続け、環境や文化の違いを克服し其々の国と地域に融

合して立派に活躍されておられる様子に、感激した次第です。何時間もかけて遠くから駆け付けてくれ

た会員や、休暇を取って案内役を申し出てくれた会員もありました。

世界の各地に住まいされ、また仕事をされておられる多くの会員が、校友という絆で結ばれ、初めて

会っても旧知の友のように振る舞うことができることは、何と素晴らしいことでしょう。

そして、森田嘉一理事長・総長をはじめ同行の先生方が、公務を縫って各支部の総会・懇親会にご出

席いただいたことに、会員たちの喜びはひとしおであったと思います。

また、チリにはこれまで支部がありませんでしたが、今回の訪問を機に話が盛り上がり、チリ支部が

結成されました。中南米で4番目の支部が誕生したことはとても嬉しいことです。
さらに、“日本に京都外国語大学あり”の名声が驚くほど大きい、ということを実感した旅でもありま

した。各国での本学卒業生に対する評価の高さとともに、今回の訪問国などラテンアメリカに関する研

究分野や学術交流でも、本学が極めて高い評価を得ていることはとても誇りであり、皆様に是非お伝え

しておきたいと思います。

中南米各国支部への激励訪問を終えて
京都外国語大学校友会
会　長

坂 本 　 利 正

▲アルゼンチン支部

▲チリ支部 ▲ブラジル支部

▲メキシコ支部
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昨年９月に校友会坂本会長と藤井副会長を迎えて、これを

機会にチリ支部開設。2007年にブラジルポルトガル語学科長
の住田先生とのコンタクトがきっかけとなったことも付記し

ます。

チリは、隣国のアルゼンチンやペルーと違って日系人が少

なく、各日系企業の駐在員数も、一時期に比べて減少してい

る事もあり、その中、母校出身者が、私以外に２名当地で活

躍されています。

正直、坂本会長と藤井副会長の訪智があって初めて、奥原

氏・戸枝氏と出身校が同じである事を知った訳ですが、その

せいもあって、先の懇親会では、現在の母校の雰囲気や当時

の先生方の様子、我々３名自身の平素の活動の内容、我々３

名から見てのチリの状況等を、時間の経過も忘れて語り合い、

非常に楽しく過ごせました。

チリは、日本から距離が離れすぎているのが難点で、地域

差はあるにせよ、四季があり、郊外は素晴らしい自然が残っ

ていますので、日本人には、抵抗無く住みやすい国です。当

地に３－５年の期間で滞在される駐在員の方々も、日本とチ

リの生活習慣の違いは感じられるものの、一度慣れると、帰

国を先延ばしにしたいと言われる方もおられます。

また、スペイン語に限って見ると、チリで話されるスペイ

ン語は、近隣諸国と比べて（近隣諸国同士でも、また違いま

すが）、独特のものがあり、それなりに興味深いものがあり

ます。

チリ支部開設に当たり、少人数ではありますが、平素、馴

染みの少ない当地の紹介や、今後、当地に来られる方に必要

な助言が出来る様、協力し合ってやって行く考えです。

尚、戸枝氏は、チリでは、観光業に従事していますので、

同氏所属の会社の事業拡大に伴い、観光拠点としては、南米

でも最も大切な地域の一つであるペルーへの異動が決まり、

現在、リマ在住です。チリの首都サンチャゴから飛行機で３

時間半程度の距離で、陸続きの隣国ですが、文化の異なる国

ですので、面白い話が聞ける事と思います。

支部長　山口大介（h1スペイン語卒）

チリ支部

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

現在、ブラジル・サンパウロ支部には17名の卒業生が居り、
年に１、２度集まり、夕食会を開き、お互いの近況報告・情

報交換等をしています。集まりは、ほぼ毎年、訪伯される住

田教授夫妻のスケジュールに合わせて開催しています。

卒業生の内訳は、日本からの駐在員９名、国家公務員１名、

移住者７名です。外大生、外大卒業生の数をブラジル規模で

見た場合、他州にいる方々や学生達も含めれば、全体で約25
名～30名位になるのではないかと思います。

さて、最近の主な出来事ですが、昨年は日本移民100周年
記念にあたる年という事でサンパウロでもいろいろな行事が

催されましたが、我ら外大OBにとっても非常に嬉しかった

出来事が有りました。

京都府の知事ご一行に同行され、訪伯されていた森田総長

がご多忙中にも拘わらず、是非、卒業生達に会って激励して

やりたいとのことで、急遽、昼食会を開催することになり、

９月７日　ブラジル独立記念日に森田総長、坂本校友会会

長・藤井副会長をはじめ同行されていた熊谷国際交流部長、

住田先生ご夫妻、田所先生、廣瀬先生ご夫妻、ロドリゲス先

生、ペドロ先生、伊藤先生一行をお迎えして卒業生10名が集
まり、歓迎昼食会を開催しました。

ブラジル支部の歓迎の挨拶、そして森田総長の挨拶を頂い

た後、坂本校友会会長の音頭で乾杯し、会食中に各自が自己

紹介、皆で昔話に花を咲かせ、昼食会は終始なごやかな雰囲

気で進行し、最後に記念撮影しました。本当に懐かしくて楽

しいひとときでした。

これからも、２、３年に一度は森田総長、校友会の一行を

お迎えして、こういう楽しい食事会が開催できればと思いま

す。外大OBのみなさんブラジルに来られる事があれば、是

非、ご一報ください。歓迎いたします。

支部長　植垣　繁（s48ブラジルポルトガル語卒）

ブラジル支部
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2008年９月８日、京都外国語大学理事長・総長 森田嘉一

先生、坂本校友会会長、藤井副会長、国際交流部長 熊谷俊

樹先生とブエノスアイレスの空港でお会いした時は懐かしさ

と感激で胸がいっぱいに。ブラジル訪問の強行スケジュール

を終えられた後で皆さん相当お疲れの様子でしたが、ここブ

エノスアイレスはオアシスの様に感じていただける場所なの

で、ゆっくりと体調を整えながら楽しんでいただけたらと思

いました。

森田先生は以前にも来訪されているし、坂本会長にも平成

14年12月１日校友会本部総会・懇親会のイベント「懐かしの
コンサート」で大変お世話になっていたので、この再会は本

当に嬉しいものでした。

数日間の気忙しい滞在でしたが、夕食を兼ねてのアルゼン

チン支部総会・懇親会は「Homero Manzi」（タンゴショー

レストラン）で開催しました。校友会設立当初の話に始まり、

今回の中南米支部訪問の中で、チリに新しく支部が設立され

たことまで、時間の経つのを忘れて楽しい話が弾みました。

ブラジル支部やチリ支部にも機会を見つけて訪問したいと思

っています。これこそ校友会のモットー「人とひと、心とこ

ころのふれあいを求めて」を実行することになります。

アルゼンチンに現在では平成13年度スペイン語学科卒の阿
部梨江子さん一家が居住されていて、私にとっても後継ぎが

出来て喜んでいます。総会当日に体調不良で欠席した彼女が、

空港へ出発される日に可愛いベイビーと同行してくれて本当

にラッキーでした。

今回は、友人の女性歌手ロサウラ シルベストレも皆さん

に紹介しました。彼女は有名なタンゴ楽団と共に日本公演に

度々参加した経験もあり、現在私と共に世界平和に貢献する

行事などに積極的に参加し頑張っています。

遠くアルゼンチンの地

から校友会の皆さま、母

校の益々の発展を祈念し

ています。

支部長

谷口庄平（s37英米語卒）

アルゼンチン支部

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

大垣先生からのご連絡で、９月に森田理事長・総長がメキ

シコを訪問されることを知って、我々在墨の卒業生はとても

嬉しく光栄に思いました。その後校友会の坂本会長と藤井副

会長、大学の森田総長、熊谷国際交流部長、大垣ラテンアメ

リカ研究所長が共にメキシコへ来られるという知らせを受け

て、久し振りに支部総会を計画しました。

校友会メキシコ支部、通称「アステカ会」は平 年春氏

（前支部長）を中心に、長年活動を続けていましたが、平氏

が仕事の関係でアメリカに在住されてから、少し停滞気味に

なっているのが、ずっと気にかかっていました。

今回の森田総長のメキシコ訪問では、多くの公的な行事へ

の参加が予定されていたので、ご多忙で体調を崩されては…

と心配しましたが、とてもお元気な総長にお会いすることが

出来て本当にホッとしました。

2008年９月13日（土）、日墨会館に於いて、支部総会・懇
親会を実施し、新支部長の大役を引き受けることになり、責

任の重さを痛感しています。

この日は、松本美里さん、真砂 彩さん、桝田華代さん、

吉田美穂さんの４名のスペイン語学科出身の女性会員が出席

され、華やいだ雰囲気の中で、楽しい話が弾みました。

年代の違いで話が通じなかったり、ライフスタイルが異な

るという問題点もありますが、これからも出来るだけ在墨の

校友会員が集まる機会を企画し、メキシコ支部を大切に育て

ていきたいと思っています。

校友会の会員の方が、商用あるいは観光に拘わらず、メキ

シコにお出かけの際には是非ご連絡をお待ちしています。

支部長　原田　泉（s47スペイン語卒）

メキシコ支部
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司会：皆さん三人は、在学中には写真部に所属しておられ、

卒業後はぞれぞれの道に進み今日に至られた訳です。ところ

で、祇園祭の撮影をしようと思われたきっかけは何だったん

ですか。

薬師：私がトリノオリンピックの写真展「アスリートの情熱

と歓喜」を平成19年3月中旬、京都祇園の西利ギャラリーで
行なった時、ふと口にした「今年の祇園祭、３人で撮ってみ

ない」といったのがきっかけです。その理由の一つに、川塚

君が菊水鉾の祇園囃子の囃子符880ページを16年かけ、「菊水
鉾囃子譜本」として平成17年に完成出版したことも有りまし
た。それと、私がカメラマンとして駆け出しのとき祇園祭を

撮影したことがあり、その時の思い出というものもありまし

た。そして私を含め３人で撮ったら面白いものが出来るだろ

うというのが始まりです。

司会：三人のプロフィールを紹介して下さい。

薬師：卒業後スポーツカメラマンになりました。特にウイン

タースポーツが専門でスキーのワールドカップは1969年以来
毎年、冬季オリンピックは10回、夏季オリンピックを２回な
ど、様々なスポーツ写真を撮影しています。

井上：私は主に商業写真を撮影しています。商品写真やポス

ター、カタログ等の写真を大型カメラで撮影する仕事です。

その他にマガイブツ（磨崖仏）の撮影もライフワークにして

いますが。

川塚：私は家業を継ぎましたが、菊水鉾の副理事長と囃子方

総代をやっている関係で、菊水鉾の新調修理・記録等の写真

を撮影しています。そして日本アイシニア倶楽部のウエブサ

イトの写真も担当しているので、卒業後も写真活動は続けて

います。

司会：皆さんは在学当時、写真部に所属しておられたという

ことですが、何か面白いエピソードなどありませんか？

薬師：一回生の時、私と川塚・中西君の三人で「三人展」を

やろうということになって先輩に話をしたら、反対されたこ

とがありました。それまで外大の写真部では個人展は開催し

た事が無く、それも「一回生の分際で、生意気な」というわ

けです。その当時四回生の先輩に相談にいったのですが、そ

の一人が井上さんです。

井上：「外大写真部として、部員が今まで行った事のない個

展。それも一回生の分際で計画して遂行したい」という相談

を受けた時、これからの写真部のためには非常に良い刺激に

なるので、諸手を上げて賛成しました。自分には出来ないシ

ョックは多少有りましたが。後押しをしてやろうと思いまし

た。

川塚：写真展資金が無かったので、資金作りのために、産業

会館のホールを借り切ってスキー映画会を行い、写真展資金

を捻出したこともあります。また四回生も喜んで後押しをし

てくれ、“生意気な”一回生の写真展は無事開催出来ました。

司会：薬師さんより「祇園祭を今年（2007年）撮ろうよ」と
いう話があった時、いかがでしたか？

川塚：この話を聞かされたのが、薬師君の個展の最終日。作

品の梱包を手伝って、数人の写真部ＯＢで打ち上げ会をした

写真部OB3人の座談会

●薬師 洋行（s43英米語卒）撮影
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE
SPORTIVE/ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
JOURNALISTES DU SKI/ASSOCIATION JAPON DE
LA PRESSE SPORTIVE

薬師氏 井上氏 川塚氏

3本のレンズを通して見る世界
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ときです。イッパイ入って盛り上がっている時に突然、「今

年の祇園祭を撮ってみようよ！」でした。私は「また酔った

勢いでバカ言っている」としか思いませんでしたよ。時々、

突拍子もない冗談をいう奴ですから。

薬師：話しを持ちかけた場所が悪かったのか、本気に取って

もらえなかったんですね。でも僕自身はやる気満々で、力説

したつもりだったんですが。

井上：そんな話しが、二人の間で交わされているとは、思い

もよらなかった。（井上さんもいたんちゃうか？）

薬師：東京に帰って早速企画書を作成し、スポンサーを探し

ました。スポーツ専門のカメラマンが、「伝統行事の祇園祭」

を撮影するという、突拍子もない企画に賛同し「ＯＫ！」の

返事をもらいました。そして、2008年の祭事前に東京、京都、
大阪で写真展をやろうという話まで決めてしまいました。

司会：その企画に対する皆さんの思いを聞かせて下さい。

薬師：祇園祭に関しては写真集や雑誌で紹介されています

が、巡行や稚児のことなどがほとんどです。それだけではな

く祇園祭の内側からもドキュメントしたいと思いました。祭

事に関わる人々や、祭事の進行なども含めて。今までに見ら

れなかった部分をカメラで切り撮ろうというわけです。その

ためには祭に深く関わっている川塚君が重要なポイントでした。

井上：まさかこの企画に私が携わるとは、夢々思いませんで

した。薬師君からこの話を持ちかけられた時、驚きが先に立

ちました。おもに大型カメラを使っている私に、よりにもよ

って使用経験のないデジタルカメラで撮影するなんて背筋が

ゾーとしました。デジタルカメラを少しバカにしていた部分

があったので、デジタルカメラの勉強と思いあらたな自分に

賭けてみようと決心しました。

川塚：子供の時から祇園祭に接しており、余りに身近な題材

なので普通に撮影したのでは新鮮味がない。だから外部の人

には決して撮影出来ない部分にチャレンジしようと思い、闘

志が湧いて来ました。

司会：７月は京都の暑い最中ですね。撮影された時の苦労話

などを聞かせて下さい。

井上：私はデジタルカメラを扱ったのはその時が初めてで

す。まずその機能の多さに翻弄されました。祭と人との関わ

りなので、速写性が必要です。人の動きの中で瞬時に構図と

シャッターチャンスを掴まなくてはならない事が、今までの

自分の撮影習慣と大違いです。何度も自信喪失しながら取り

組みました。一ヶ月間の長い祭なので、とにかく持てる体力

と粘りの勝負だったと思います。その時の撮影は本当に私自

身には勉強になりました。

川塚：祇園祭祭事主催者として、長い関わりから祭全体の事

は把握しています。その上でシャッターを切らねばならない。

あまりに祭が身近すぎて、自分自身の中で新鮮味に欠ける部

分が多かったので悩みましたね。主催者でなければ写せない

部分を追い求めようと葛藤しました。主催者側として写真を

みせるので、観る側からの期待感が非常なプレッシャーとし

てのしかかっていました。逆にそれをバネにして取り組めた

ので非常に満足のいく充実感がありました。

薬師：私には何しろ暑かったです。そして、よく歩きました。

でも一日ごとに祇園祭に引き込まれていきました。スポーツ

ではないですが、祇園祭をオリンピックの取材に行った時の

感覚で、開会式、競技、閉会式と撮っているような感じでし

たね。井上さんの頑張り、初めてのデジタルカメラ、長期に

わたっての撮影には敬服しています。井上さんは最後の頃に

カメラを落として壊したんですが、頭にきて投げつけたんじ

ゃないかと。川塚君にはいろいろな折衝で骨を折ってもらい

ました。それがなければ遂行出来なかったと思っています。

写真展も多くの人に来場してもらいましたし、この６月には

写真集にもなります。ぜひ皆さんに買っていただき、みてほ

しいですね。

●川塚 錦造（s43英米語卒）撮影
財団法人菊水鉾保存会副理事長・囃子方菊童会総代・日本
アイシニア倶楽部京都支部長

●井上 博義（s40英米語卒）撮影
日本写真家協会会員・（社）日本広告写真家協会会員・京都
写真家協会会員

フォトコン別冊

「京都祇園祭を歩く
古都の伝統美と情緒を巡るカメラ旅」

株式会社日本写真企画
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私が本学を卒業した1979年当時、4年制大学卒業の女子の
雇用は企業側からまだ敬遠されており、私の学習したことを

活かせる職場は多くありませんでした。スペイン語を使って

仕事がしたいと考えていた私にとって、在神戸アルゼンチン

総領事館に就職できたのは運がよかったと思います。一男一

女の子育て中は仕事を続けるのが難しい環境だったので辞め

ていましたが、一段落した1990年に在神戸ボリヴィア名誉総
領事館に再就職しました。実はこれが私の大きな転機となり

ました。

1990年は、入管法の一部改正に伴い多くの日系南米人が来
日し始めた年でした。領事館は当時の彼らには、自国語の通

じる唯一の場所で、駆け込み寺のように様々な相談事が持ち

込まれました。その対応に追われ、対症療法的に、兵庫県発

行の「英語の生活ガイドブック」を、母校のマルティネス先

生にご協力していただいてスペイン語に翻訳し、発行したの

は1992年でした。
その後、領事館移転により退職した直後の1995年1月17日

阪神・淡路大震災遭遇。自宅の被害は幸いにも少なかったの

で、南米系の大使館などの依頼で南米系住民の被災状況など

を調べるとともに、主に日本語の不自由な外国人へのさまざ

まな支援活動の震災ボランティアを、始めました。同様の活

動に携わるボランティアたちとのネットワークもできまし

た。それらの市民活動がその後、私の仕事となっていきまし

た。日本で生活する上で困っている外国出身の住民は、スペ

イン語圏のみではなく実に多様であるとともに、立場の違う

人達の視点は私には多くの新鮮さをもたらしました。 当時

立ち上げた多言語のラジオ放送局は、現在もコミュニティ放

送局「FMわぃわぃ」として、10言語で発信を続け地域住民

の相互理解の道具になっています。またその道具を使う多文

化・多言語の活動を展開する市民団体も立ち上げました。約

500名の登録者との28言語対応の翻訳・通訳のコーディネー
トをする「多言語センターFACIL」や、外国にルーツを持つ

子供達をサポートする「ワールドキッズコミュニティ」など

です。現在はこれらのNPOをグループ事業とし、全体のマ

ネージメント責任者が私の役割です。

こういった活動を10年以上続けてきて、私の活動がどのよ
うな方向をめざしているのか、また私の経験は一般化できる

のかなどの整理と理論武装の必要性を感じ、あらためて大学

院での研究に挑戦し、2008年に京都大学で博士号を取得しま
した。これをベースに出版したのが、『多文化共生社会と外

国人コミュニティの力』（現代人文社、2008.10）です。
最初は外国人支援だと思っていた私の活動が、年数を重ね

るに連れて、実は私自身の学ぶことの方が多く、私の地域に

おける「住民自治」の意識を高めていきました。地震という

不幸な自然災害で全ての人が被災者という立場になり、相互

に助け合ったとき、国籍や民族や出身地の壁を越えた連帯感

がありました。新しくこの社会で暮らし始めた人達は、言葉

や習慣の違いのハンディがあり、それらを社会がサポートす

ることは必要であり、その人達とコミュニケーションがとれ

たら、彼らから新しい情報を得ることができ、その能力をこ

の社会で発揮してもらうこともできます。その関係は、決し

て一方通行ではなく双方向性のものだということです。さま

ざまな背景や理由により同じ地域社会に暮らし始めた多様な

人達との双方向のコミュニケーションによって、今、私が住

むこの地域社会がより住みやすくなることをめざすようにな

ったのです。

多様性を重視し、私達が思い込まされている「常識」につ

いて、違う視点の他人の意見に耳を傾けることで熟考するチ

ャンスを与えられ、その結果、その良さがもっとわかること

も、私達の考え方を変えた方がいいと気づくこともあります。

それは社会をより豊かにし成熟させていくことに他なりませ

ん。

この本で一人でも多くの方に私が伝えたいと思うのは、こ

のことなのです。

『私が今、
伝えたいこと』

吉富 志津代
（s54スペイン語卒）

＜プロフィール＞
吉富志津代（よしとみしづよ）
1979年イスパニア語学科卒業。神戸大学修士（国際学）、京都
大学博士（人間・環境学）。卒業後、在神戸アルゼンチン総領
事館など中南米の領事館秘書を経て、1995年の震災後は、多言
語コミュニティ放送局「FMわぃわぃ」の立ち上げをきっかけ
に、現在は多言語環境促進や青少年育成を切り口に在日外国人
コミュニティの自立支援活動に従事する。
NPO法人多言語センターFACIL理事長、関西学院大学／関西
大学非常勤講師。
その他、ひょうご市民活動協議会共同代表、NPO法人たかと
りコミュニティセンター常務理事、財）兵庫県国際交流協会運
営委員、財）兵庫県人権啓発協会人権問題研究アドバイザー、
兵庫県生涯学習審議会審議委員、移民政策学会理事など。
著書として、『多文化共生社会と外国人コミュニティの力』現
代人文社,2008.10、『「多文化パワー」社会』（共著）明石書
店,2007 .9、『現代地域メディア論』（共著）日本評論社、
2007.12などがある。
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2008年7月12日（土）『東京支部関東地区卒業生の集い』を
私学会館アルカディア市ヶ谷にて開催致しました。今回は20
回記念総会ということでバイオリン三重奏の美しい音色とと

もにスタート致しました。

森田理事長・総長ご夫妻、影山副学長始め学校来賓、校友会

坂本会長並びに校友会役員、そして卒業生をあわせ総勢120
名で大いに盛り上がり、とても楽しく有意義な時間を過ごし

ました。

また20回目を祝って大きなバースディケーキを用意し、全
員がバースディソングを合唱する中、森田理事長、坂本会長、

米田小豆島会長、本山東京支部長が20本のローソクの炎を消
し、喝采が会場を包みこみました。他にも津軽三味線、ゲー

ム、イベント等が目白押しで、瞬く間に2時間30分が過ぎて
ゆき閉会となりました。

今回は残念ながら中鉢実行委員長が欠席でしたので私、青

木光子が代理として進行を務めさせていただきました。

今年2009年は7月4日（土）に第一ホテル東京シーフォート
で開催致します。レインボーブリッジをはじめ素晴らしい東

京湾の眺めをお楽しみいただける28階 Top of the Bay を予
定しています。どうぞ皆様方お誘い合わせのうえ、たくさん

のご出席をお待ちしています。また、東京支部では情報発信

として毎月KUFS TOKYO NEWSLETTERを発行致してい

ます【申込先：tonegawa@gm-group2.Net】。東京支部の
活動やメンバーのプロフィール、様々な業界で活躍されてい

る方々のご紹介、海外からの寄稿などを載せています。現役

学生と卒業生、卒業生どおしを繋ぐ架け橋となることを目標

に情報交換のコミュニケーション・スペースとして充実を図

ってゆきたいと思っておりますので、併せてご協力をよろし

くお願いします。

第20回総会実行委員長代行　青木光子（s52英米語卒）

祝 東京支部設立20年

第20回記念関東地区卒業生の集い
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平成20年度 徳島支部総会・懇親会・阿波踊りは、例
年通り８月14日に開催しました。
大学より、久保副学長・根上事務局長・安西法人部

長・校友会本部より、中野・藤井両副会長と役員の方々、
そして特に本年度は嶋大阪支部長はじめ、多数他支部会
員とその家族の方々のご参加をいただきました。心より
感謝しています。
懇親会は有名連「みやび連」が加わり、阿波踊りの練

習を中心に進行し、夜は「京都外大連」・「みやび連」の
合同連として、演舞場へと繰り出しました。
会員の皆様へ
阿波踊り期間中（8/12～8/15）は毎年、踊り連延べ約

700、観光客130～140万人と市内は阿波踊り一色となり
ます。一生の思い出にご家族と阿波踊りにご参加下さい。
今年も8月14日（金）に開催致します。
お問い合わせは徳島支部または校友会事務局（℡075-

322-6057/Fax075-322-6220）です。

徳島支部
他支部から多数の参加に感謝 !

支部長　梶本　右八（s37A英米語卒）

昨年の8月9日に第８回総会・懇親会を開催しました。
今回の懇親会は、「いんぎら～っときまっし　加賀の料
理と石川の美酒そして加賀美人？」をスローガンに、美
味しい料理・お酒を味わいながら懇親を深めたいと役員
一同準備を進めてきました。
支部長の安田・校友会坂本会長の挨拶に続き、堀川学

長から最近の学校の様子を聞きながら、和気藹々の内に
会は始まりました。今回は富山支部、鹿児島支部、東京
支部、教志会の参加を頂き、大変楽しい時間を持ちまし
た。何種類もの地酒を堪能して頂き、お酒が進むほど、
交流も更に深まり、先輩、先生方との昔話は尽きぬ楽し
い時間をすごすことができました。
会本部・大学に感謝し、次回の総会も盛会で開催でき

るように頑張って活動していきたいと思っています。石
川県在住の方、県出身の在校生の皆さんの多数の参加を
お願いします。

石川支部
「いんぎら～っときまっし」

副支部長　宮谷　隆之（s59フランス語卒）

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

校友会坂本会長をはじめ役員の方々の励ましで、

昨年11月、７年振りに第３回の支部総会・懇親会を
開催することができました。支部総会には、校友会

役員と支部会員約50名の参加で、大盛会に終わりま
した。ご多忙中の森田総長にご出席いただき出席者

一同が大感激しました。総長の国内外の長年のご貢

献に対する叙勲のお祝いを福岡でもできたことを嬉

しく思います。

大学は62歳を迎えました。外大が与えてくれた
「不撓不屈」の精神は卒業後も私たちの心の中に生き

ています。外大魂は私たちの宝です。

母校の更なる発展を願うとともに、総長・大学関

係者・校友会の皆様方のご健勝とご多幸を祈念しま

す。

福岡支部
7年ぶりの出会いに大感激

支部長　市川　郢康（s45英米語卒）
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平成20年９月７日（日）12:00より「コンフォート神
戸」（神戸市庁舎24階）にて、大阪支部主催のミニ交
流会“Nice Meeting in Kobe”を開催しました。

当日は、天候にも恵まれ、24階という高さから眺め
る港町神戸の素晴らしい展望を借景に美味なる料理に

舌鼓を打ち、様々な卒業年次の60名の参加者がお互い
に親睦を深め、外大卒業生としての絆を強めたことは、

大阪支部が主催する、これまでにないオリジナリティ

あふれる交流会となりました。

社会経験の豊富な先輩からの話は、後輩にとって大

変有益で、楽しい出会いの場となりました。

今後とも当支部の会員はもとより、他の支部の皆さ

んも積極的に参加され、交流を深めていただきたいと

思います。来る10月25日（日）、ザ･リッツ･カールトン
大阪で京滋支部との合同総会・懇親会を開催します。

大阪支部
兵庫地区ミニ交流会
書記　米田　富彦（s60スペイン語卒）

京滋支部は何といっても、私達の母校 京都外国語大
学が存在する地元の支部であります。本来なら、地元と
して最も充実した支部活動を展開し、校友会組織もしっ
かりとしていることが問われるところではありますが、
今一つ充分な活動ができているとは言えません。
唯、支部役員の皆様のご努力により、文化首都京都に

相応しい支部活動として、様々な分野で文化の香りの高
いゲストをお招きし、興味深い講演等を行って参りまし
た。今後も更に継続して活動を続けて参ります。皆様奮
ってご参加下さい。
また今年は大阪支部との合同総会・懇親会が来る10月

25日（日）に大阪梅田で開催します。この機会に、新た
な会員の皆様にも声かけをし、多くの皆様の参加を得て、
総会・懇親会を盛り上げ成功させて頂きたいと願ってい
ます。何卒皆様方の積極的ご参加をよろしくお願いしま
す。

京滋支部
文化首都京都に相応しい支部活動を

支部長　小林　昭朗（s40英米語卒）

鹿児島支部総会は３年に一度の開催なので、次は

2010年になります。恒例の母校の先生による講演会
は地元の卒業生以外の英語教育に携わる方々にもご

案内し、毎回大盛況になっています。

支部役員は全員一丸となって、特に若い層の校友

会員に支部総会・懇親会への参加を呼びかけていま

す。役員会では、宮崎・熊本も含めての催しをやっ

てみては…との意見も出ているので、次回は講演会

はもちろん、県外地域からの参加も視野に入れて検

討する予定です。懇親会では、卒業年度を問わず、

同じ学舎で学んだというだけで、すぐに打ち解け楽

しい話で盛り上がり、いつでもアッという間に時間

が過ぎてしまいます。鹿児島の皆さん、次回の総会

もご期待下さい！

鹿児島支部
広げよう 校友の和と輪を！

副支部長　鬼丸　　宏（s40英米語卒）
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小豆島会では今回初めてファミリー忘年会を開催しまし

た。毎年この時期に新年会を開催していますが、マンネリに

なってきました。そこで、これを打開して盛大な催しに出来

ないものかと全員で協議した結果、一度会員の家族も交えて

忘年会をしてみようということになりました。そうすれば家

族を含めて会員相互の親睦を図る事も出来る。このアイデア

は大当たりで老若男女16名が集まり、２時間の予定が、３時
間30分の盛大なファミリー忘年会となりました。今回会員の
夫婦や子供達が一堂に会して食事をするのは今回が初めて

で、家族的で和やかな忘年会ができ、参加者達は大喜びでし

た。今年の年末も小豆島会ファミリー忘年会を開催すること

を楽しみにしています。

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

平成21年1月17日（土）にアルカディア市ヶ谷で首都圏に
勤務する京都外大卒業生14名が発起人となり、「京都外大ク
ラブHAT’s東京部会」の設立総会を盛大に開催することが出

来ました。

幸い晴天に恵まれ43名の卒業生の方々にご参加いただき、
校友会坂本会長をはじめクラブHAT’s島田会長、有本顧問に

もご出席していただき、終始華やいで和やかな雰囲気の中で

滞りなく終えられる事が出来、たいへん有意義な立ち上げと

なりました。

東京部会では今回の設立総会を契機に、校友会、東京支部

とも密接な連携を保ちながら、継続して実のある活動を行い、

今後は母校の発展にも繋げたいと考えています。

特に東京部会では、クラブHAT’sの趣旨である観光関連事

業従事者をベースに、HAT’sに賛同いただける他の業種の

方々にも気軽に参加していただき、共に切磋琢磨できるよう

なすばらしい部会を作っていければと願っています。

今後ともクラブHAT’s並びに東京部会を宜しくお願いします。

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

本会は京都外国語大学を卒業後、教育現場で活躍されてい

る先生方を中心に毎年２回（夏季・冬期休業期間）の開催を

十数年間続けています。昨年７月26日（土）と今年１月10日
（土）に母校で開催しました。毎回、本学英語科教授陣に講演

を頂き３･４名の卒業生が実践報告・研究報告をしています。

今回は本学大学院研究課長　赤野 一郎教授の講演「英語

教育と辞書―コーパス言語学の視点からー」を始め、中村

木美KLC外語スクール校長・本岡 邦治元広島県立高等学校

教諭・村田　好隆滋賀県甲賀市立水口中学校教諭よりそれぞ

れ熱のこもった講演をして頂きました。

詳細はホームページをご覧ください。

本会は大学の英語科の教授陣・総務課及び校友会本部にも

応援を頂き同窓の教職関係者ということでお互いに打ち解け

た雰囲気の中で自由闊達な意見の交換や親睦が図られています。

是非、お一人でも多くの方が実践報告・研究発表を経験さ

れることをお待ちしてます。次回は８月１日（土）開催の予

定です。

香川支部（小豆島会）
ファミリー忘年会　バンザイ！

事務局　佐々木育夫（s49英米語卒）

クラブHAT’s
クラブHAT’s東京部会が立ち上がりました！

東京部会副部会長　古川　浩一（s48英米語卒）

教志会
平成20年度　英語授業実践報告会･研究会報告

会長　三木　右至（s39英米語卒）
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2008年11月23日に学科創設45周年記念スペイン語
学科同窓会が大学内において開催しました。理事

長・総長森田嘉一先生、学長堀川徹志先生、職教員

のご出席と、多数の同窓生の参加を得て、盛大に祝

うことが出来ました。参加者は、学生時代にタイム

スリップして、校友との強い絆を再確認できた一日

でした。

尚、総会において次期会長に木下輝明氏（s41E）
が承認されましたことを報告します。

次回は創設50周年にあたりますので、多数のご参
加を心よりお待ちしています。最後になりましたが、

ご尽力頂きました大学関係者の方々のご支援・ご配

慮を心から感謝します。

スペイン語学科同窓会
創設45周年を祝って
会長　浅井　仁一（s45スペイン語卒）

第2回卓球部ＯＢ総会が平成20年12月13日(土)～14日(日)
ウェルサンピア京都（京田辺市）で開催しました。
参加者はS37年度卒（２期生）の岡村先輩をはじめ30名

が集い、当日の午後は同所の体育館で久しぶりにラケット
を握り楽しいひと時を過ごしました。
現在卓球部は休眠状態でクラブの現状を憂い伝統ある京

外大卓球部復活させる為にもOBとして如何に協力すべき
かという話題で先輩・後輩の垣根を越え大いに議論を交わ
し、又OB会員の消息や懐かしい話に花が咲き和気あいあ
い、懇親会の夜を過ごしました。
翌日、中村先輩夫妻・田辺先輩が会場にかけつけ、昔取

った杵柄を披露し大いに盛り上がり、一泊二日の総会は次
回の再会を約束し散会となりました。
第3回のOB総会は平成22年に母校にての開催を予定して
おり、今後OB会を維持・発展させていく為にOB諸氏の協
力が必要です。多数のご参加をお待ちしております。

卓球部
OBの皆様お変わりございませんか？

OB会長　中辻　政明（s43英米語卒）

FGC OB会は２年に一度、現役生との交流会を行

っています。昨年度は京都外大のラウンジで交流会

を行ったところ、現役生30名とOB約70名の計100名
近くが集まりました。いつも、交流会は歓談会食の

みで、２次会はOBのみで企画することも多いのです

が、今後は何かFGCらしいものを企画出来ればいい

なあと思います。

さて、FGCには1970年代から1990年代にかけては
フランス語セクションというのもありました。現在

そのOB会も不定期ではありますが２～３年に一度大

阪で集まっています。来年度は東京にてFGCフラン

ス語セクションの集まりを企画しています。FGC
現役生との交流も盛んに！
OB会副会長　高居　佐紀（h2フランス語卒）
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11月3日（文化の日）に実施されましたが、20クラ
ブの代表から活発な意見をきくことができました。

当日は各クラブOB会の代表者、現役生のクラブ代表、

校友会役員の他、大学学生部の辻部長と岡本課長に

もオブザーバーとして参加していただきました。 会

議終了後は、場所をラウンジに移して、年齢差を超

えたざっくばらんな話で盛り上がりました。

校友会員相互の交流を更に活性化し、諸活動のネ

ットワークを築く為に、意義ある会議になりました。各クラブＯＢ会
各クラブOB会代表者会議開催報告

平成20年8月23日（土）恒例の富山県人会がパレブラ
ン高志会館で開催されました。出席者は昭和36年度から
平成11年度卒業までの13名です。
今回の出合いは、校友会45周年記念会場で顔見知りに

なった狩野稔さんと富山に久し振りに戻られた寺崎寿さ
んでした。同じ年代に同じ京都外大のキャンパスで時を
過ごし、富山から上洛し悪戦苦闘（？）し各自それぞれ
の道を進んだ私達には、時がたつのは早かったでしょう
か遅かったでしょうか。校友会の集りは年に一回、再び
一緒に過ごす時間はかけがえのないものと思いません
か。この日が初対面の方でもキャンパスの思い出話に花
が咲く場は不思議な親近感がわき上がります。「あんな
こと」「こんなこと」と断片的な思い出話で時を共有で
きます。毎年8月の第３土曜日にふるさと富山で母校を
思い出す会を開催しています。
今年は平成21年8月22日（土）パレブラン高志会館で

開催します。改めてご案内致します。

富山支部
母校に思いを馳せて

支部長　稲垣喜美代（s44英米語卒）

第21回総長杯ゴルフコンペ

第4回会長杯ゴルフコンペ

2008年10月5日（日）、高槻カントリー倶楽部で開催。あ
いにくの雨でコンディションが悪い中、21名の参加者が日
頃の腕前を発揮しました。

優勝は小寺久美子さん（s51英米語卒）、女性の優勝は今
回が初めてです。小寺さん本当におめでとうございました。

第２位は出口 修氏（s37英米語卒）、第３位は日吉浩一氏
（s38英米語卒）。次はあなたのご参加をお待ちしています。

2009年５月10日（日）名神竜王カントリー倶楽部にて実
施しました。
気持ちの良い青空、さわやかな風の吹く絶好のゴルフ日

和で、参加された20名は思う存分楽しいプレーを展開しま
した。
優勝は竹内信夫氏（s51英米語卒）、第２位は田邊 肇氏

（s38英米語卒）、第３位は渡邉 正氏（s42スペイン語卒）、
ベスグロ賞を女性プレーヤーの小寺久美子さん（s51英米
語卒）が獲得しました。沢山の賞品提供にご協力いただい
た皆さま、有り難うございました。

校友会主催
ゴルフコンペ

優勝者・小寺久美子さん

豪華賞品の数々
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