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半世紀を経た本校友会が
目指すこと

京都外国語大学校友会　会長

坂本　利正
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今年、京都駅ビルは開業20周年を迎えた。1997年、新しい駅ビルは世界に名だた
る建築家のコンペにより選ばれた原広司氏によるもので、1877年駅舎開業以来４代
目となる。平安遷都1200年事業の一環でもあった。賛否両論あったものの、斬新で
巨大な建築は京都人のみならず、世界の人々を驚かせ、いまでも駅を利用する人々
や観光客の目を引きつけている。
壁のように立ちはだかる建物も、一旦足を踏み入れると中央コンコースは巨大な
吹き抜けになり、建物のいたるところに設けられた空間からは、外の景色が見え風
が吹き抜ける。以外に圧迫感はない。4000枚のガラスを使用した正面は、見る者を
圧倒する。写真中央の大階段は171段あり、屋上庭園に通じる。以前、体力づくりの
ために登り下りした時もあったが長くは続かなかった。この階段はコンサートやイ
ベント会場としても利用され、クリスマスシーズンともなればイルミネーションが
輝き、中央に美しい大きなクリスマスツリーが飾られる。ホテルやデパート、劇場、
美術館、そして洒落たカフェや飲食街もあり、今では京都の顔として人気のスポッ
トとなっている。

「京都駅ビル」

MESSAGE from Toshimasa Sakamoto
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写真・文

アートディレクター

林　孝弘 （s40 年度英米語学科卒）

表紙：京都駅ビル



MESSAGE from Toshimasa Sakamoto

MESSAGE from Yoshikazu Morita

MESSAGE from Naomi Shimatani

京都外国語大学校友会

会　長　島谷　直見

ともに「祝う」

今年度京都外国語大学は創立 70 周年、校友会は
創立 55 周年と、共に素晴らしい佳年を迎えます。

校友会は大学から頂いた数々の恩恵の中で今日
まで歩んでまいりました。私たち卒業生の心の中
に、今なお生き続ける学生時代の沢山の学び、そ
して卒業生の会である校友会の発展の源は、理事
長総長森田嘉一先生をはじめ大学の皆さまの深い
ご理解とご協力のお陰であると心より感謝してい
ます。

1947 年、大学の前身京都外国語学校の誕生。
混乱の時代の中で “ 外国語 ” への確かな「先見の明」
を持って、京都外国語大学は故森田一郎・倭文子
先生によって創立されました。当時掲げられた

「PAX MUNDI PER LINGUAS」、現在も尚確かに
生き続ける素晴らしい建学の精神を思う度に、京
都外国語大学への『誇り』を強く感じています。

皆さまにとりまして馴染み深い 4 号館も真新し
い姿を見せ、本学の明日を象徴してくれています。
また来年度新設されます「国際貢献学部」の誕生
は「言語を通して世界の平和を」の精神を広く世
界へと伝えて下さると大変期待しています。

校友会は大学創立の 15 年後に創立されました。
誕生してより 55 年。私は 6 代目の校友会会長にあ
たります。

1986 年、 校 友 会 会 報 誌「ALUMNI　NEWS」
発行開始。また同年校友会初めての支部として、
大阪支部が発足致しました。続いて徳島、東京…
と次々に支部が創立され、現在は国内 16 支部、海
外７支部が活発に活動しています。

校友会は今年の 10 月７日（土曜日）創立 55 周
年のこの祝の年に森田記念講堂にて、5 年に一度
の校友会総会「卒業生の集い」を開催いたします。
また同日には皆さまと懇親会を持ち、お互いの深
い交流を持ちたく思います。その日には新築され
た 4 号館の見学も予定しています。また大学で活
躍するクラブや OB 会による実演など、「今の京都
外国語大学」を是非ともご覧頂きたく思います。

校友会とは、光り輝く学生時代に共に思いを馳
せる会。年代時代を超えて、共に心を結ぶ会。
「京都外国語大学」を始点として、共に次々と繋

がっていく会。
この 55 周年を新たな始まりとして、皆さまと大

学と共にこれからも歩んでいきたいと願います。
10 月 7 日、沢山の笑顔の校友会員の皆さまとお

会いできます事を心より願っています。
皆さま、『ともに祝いましょう』。

校友会事務局・会議室
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学校法人　京都外国語大学

理事長・総長　森田　嘉一

MESSAGE from Takeshi Matsuda

MESSAGE from Yoshikazu Morita

世界を見つめ70年
“おかげさま”の心
忘れずに

まずもって、校友会会員の皆様の母校への変わ
らぬご厚情にたいし、心から感謝申し上げます。
引き続き、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。併せて、校友会の
益々のご繁栄並びに会員皆様のご活躍を衷心より
お祈り申し上げます。

本学園の創立は 1947 年 5 月であります。今年
はちょうど 70 年目にあたります。開学時は、第二
次世界大戦が終わり、六・三制の導入や新しい憲
法の制定などがあった激動の時代であります。幕
末の維新とはまた別の意味での維新だったといえ
ます。そんな時代に誕生した本学園は、創立者ら
の先人、卒業生、教職員ら多くの皆さんの努力の
おかげで、幾多の風雪を乗り越え、発展し、現在
の学園に至りました。巨木ではないけれどそれな
りに社会に根を張り、存在意義も深まっています。
創立 60 周年時に申しましたように、多くの努力の
結果に支えられて今日があると思っています。60
周年時がそうであったように、今回においても、

「おかげさま、世界を見つめて 70 年」という合言
葉を選びたいと思います。いわば、70 周年におい
ても、感謝の気持ちを忘れずに、未来への出発点
にしたいと考えています。そして忘れてならない
ことは、この 70 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こと、これは非
常に重要なことだと思います。「おかげさま」には
そんな意味も含まれています。

学園創立 70 周年の本年、未来への出発点にふさ
わしく、新 4 号館の竣工、新学部国際貢献学部の
誕生（2018 年 4 月予定）など、さらに大きな一歩
を踏み出そうとしています。

加えて校友会においては、開設 55 周年にあたる
と聞いております。会員数 45,000 人を超え、国
内 16 支部、海外 7 支部が活発に活動され、誠に心
強く感じています。これからも、「つながる絆素晴
らしく」と願い、引き続き精進して参りますので
何卒よろしくお願いいたします。

皆様のご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であります。校友
会会員皆様の今後ますますのご活躍を心よりお祈
り申し上げます。

新４号館　完成イメージ図
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京都外国語大学校友会会員の皆様には、日頃より
母校の教育活動に深いご理解とご協力を賜り、厚く
お礼申し上げます。

2017年５月をもちまして、本学園は大きな節目と
なる創立70周年を迎えることができました。これも
ひとえに卒業生の皆様のご支援の賜物と衷心より感
謝申し上げます。また、京都外国語大学校友会の創
立55周年を謹んでお喜び申し上げるとともに、今日
に至るまで学園と卒業生間のネットワーク構築にご
尽力を賜りました皆様に心から敬意を表します。

さて本年は、全学をあげて多岐にわたる周年事業
に取り組んでおります。中でも「施設・設備の充実」

「キャンパスの国際化促進」「時代に呼応した教育体
制の確立」に係る取り組みは、70周年事業の中核と
なっております。

まず、施設・設備の整備事業の一環として、2015
年12月から建設作業を進めてまいりました新４号館
がめでたく竣工を迎えました。学生の様々な学びの
スタイルに対応できるよう綿密に設計された新４号
館は、機能性はもちろんのことデザイン性にも富み、
本学のランドマーク的存在になると言えましょう。

次に、キャンパスの国際化促進の主たる取り組みと
して、今年９月にCommunity Engagement（コミュ
ニティ発展のための貢献活動）をテーマとした会
議、UCEC（University-Community Engagement 
Conference）を APUCEN（アジア太平洋大学−地
域連携ネットワーク）と共同で開催する運びとなり
ました。日本では初の開催となる本会議では、世界
各国から参加者が集い、各々が取り組む地域の課題

解決・発展に関する事例を共有し合います。UCEC
は本学の対外的なアピールのみならず、スタッフと
して参加する学生にとっても、グローバル感覚を磨
く有意義な機会になると存じます。

そして「時代に呼応した教育体制の確立」を具体
化した取り組みの一つが、開学以来初の試みとな
る新たな学部「国際貢献学部」の設置です。現在は
2018年の開設に向けた準備を重ねている段階ではご
ざいますが、大学の公式サイトや新聞・雑誌、デジ
タルサイネージ等、各種メディアを通じた積極的な
情報発信により、既に大きな反響を得ております。

さて、新学部の根幹を成すものが先述のCommunity 
Engagementであり、グローバル社会に学生を送り出
す上で重要な教育的要素であると考えます。従来の一
方向型の貢献活動ではなく、コミュニティの課題解決
に協働して取り組み、コミュニティのさらなる発展を
めざすと同時に、その一連のプロセスにおいて学生自
身の「気づき」「成長」につなげるのがCommunity 
Engagementの狙いであり、新学部カリキュラムの
要となっております。

最後となりましたが、昨年度の卒業生アンケート
実施に際して、ご協力いただきました皆様に心より
お礼申し上げます。アンケートの結果は大学のホー
ムページで公表しておりますので、ぜひご一読くだ
さい。私たち教職員は、卒業生の皆様からの貴重な
ご意見をふまえ、より良い大学をめざして一層精進
してまいります。皆様には引き続きご理解とご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

MESSAGE from Takeshi Matsuda

MESSAGE from Yoshikazu Morita

京都外国語大学
京都外国語短期大学

学長　松田　武

創立70周年に寄せて
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Contribution
寄稿文

外大での学びを生かして

無職で卒業、東京へ

貿易研究会に入部し、勉強会が楽しみでした。　
授業では特に近藤太郎先生の商業英語、津田昇先生
の貿易実務、原先生の外国為替論を受講しました。
オシュコンヌ先生が私達と京都の街を散策してくだ
さったおかげで、通訳ガイドの資格を取り、ガイド
の仕事ができました。良き恩師、友人に恵まれた豊
かな外大生活を送りました。卒業後メーカーの貿易
部門に就職し、ニューヨーク支店に勤務する貴重な
機会を得ました。

体調を崩し、親友の浅場先生のご紹介で常葉学園
の女子高で英語教師を始めた後、男子高、短大、大
学に転勤となりました。短大、大学、大学院ではサ
ラリーマン時代の経験を生かす機会を与えられ感謝
しつつ学生と授業を楽しみました。大学では国際交
流室を開設し留学希望生の指導をしました。語学研
修引率で多忙でしたが、やりがいのある教員生活で

した。
貿易研究

会は毎年京都に集い旧交を温め合い、原先生のマジッ
クも楽しんでいます。

私は京都でボクシングを始めプロになりました。
選手としては当時微妙で卒業時の戦績は２勝１敗で
した。周りには支援・応援をしてくれる方もいませ
んでした。そんな中、language and society の講義
で川上先生にお会いできました。デビュー戦のとき
から試合や練習を気にかけてくださいました。卒業
時に東京のジムに移籍する旨をお伝えすると、やれ
るとこまでやってみてはどうかと後押しをしてくだ
さいました。そして連勝で全日本新人王、ランキン

グも６位になりました。しかし８
回戦のレベルで勝てなくなり、先
生から試合への気持ちの持ち方に
ついての指摘を受けました。私は
趣味の延長でボクシングを考えて
いました。

その後は準備をして心身共に

ボクサーとして
リングに上がり
勝てるようになったのです。今年の５月１日にラン
カーと試合をしてランキングを再び手に入れます。
今は日本トップクラスにも勝てるような準備ができ
てきています。可能性を示し1日でも早くベルトを
手に入れるためがんばります。

福島　義之　s40 年度英米語学科

成田　永生　h24 年度英米語学科

PROFILE ／福島義之（ふくしま　よしゆき）

PROFILE ／成田永生（なりた　ひさお）　

1966年	 英米語学科卒業	
1966年	 電子機器メーカーの貿易部門に就職	
1981年	 常葉学園高等学校　英語専任講師	
1982年	 常葉学園橘高等学校　英語教諭　英語科主任	
1988年	 常葉学園短期大学　兼任講師（商業英語）	
1989年	 常葉学園短期大学　専任講師（商業英語）	　教務主任
	 コロンビア大学　ティチャーズ・カレッジ教育大学院
	 英語教育　修士課程修了	
1992年　常葉学園大学　学生部主幹、英米語学科長	
1996年　	カリフォルニア大学　リバーサイド校
	 英語教育、ビジネスを学ぶ	
2012年　常葉学園大学　退職	
2012年　常葉学園大学　非常勤講師　　	
2014年　国際ビジネス専門学校　非常勤講師	
2016年	 国際ビジネス専門学校　退職

◦1990年12月22日生まれ　青森県出身
◦	卒業生である父にすすめられたのがきっかけで京都外国語短期大
学に入学。３回生で大学に編入学。京都に来てからボクシングを
始め、京都のWOZジムよりプロデビュー。

◦卒業後は八王子中屋ジムに移籍。２年後全日本新人王になる。
◦支援者が現れインテリアショップビカーサにて働く。
◦	日本スーパーウェルター級６位、９勝１敗から８回戦ボクサーと
して１勝してその後４連敗。状況を変えてから２連勝をKOにて。
次戦５月１日に日本７位の選手と試合が決まる。勝つと日本ラン
ク復帰。
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職業や目的に合った外見。聴衆をグッと惹き込む
話し方。洗練された立ち居振る舞い。

ビジネスシーンや就活、婚活などで「もう一度会
いたい」と思っていただく好印象をプロデュースす
る。これがイメージコンサルタントの仕事です。私
は現在、「マナー＆イメージコンサルタント」とし
て活動しています。イメージコンサルタント養成ス
クールでマナーや立ち居振る舞いを教える講師業の
他、インバウンドビジネスを展開する会社で接客接
遇指導など人材育成に携わっています。大学時代、

ＦＧＣでの草の根国
際交流。客室乗務員
時代の経験。育児を
通して得た豊かな時
間。それら全てが繋
がり現在に至ってい

ます。マナー
とは人間力。
場の空気を読
み、どう振る
舞うかを臨機
応変に考えま
す。「目配り・気配り・心配り」をモットーに、第一
印象と去り際の印象で余韻を残すことができる人材
育成に取り組んでいます。

印象をプロデュースする

経験を活かせる日々

私は現在テレビ局で報道系の番組にプロデュー
サーやキャスターとして携わっています。大学卒業
後、NHKでキャスター兼ディレクターとして勤め、
その後BS-TBSに入り現在に至っています。

テレビ局に就職した当初、放送の現場では外大で
学んだ事を活かせる機会は少ないだろうと考えてい
ました。そして、実際にこれまではそう多くありま
せんでした。しかし、放送人となり15年近くたった
今、外大で学んだ知識を役立てる機会に恵まれてい
ます。

今担当している番組の一つ「外国人記者は見た+」。
これは、米・ニューヨークタイムズ、英・ロイター
通信など、世界のメディアから日本に派遣されてい
る外国人記者たちが日本の問題について討論する番
組です。この番組を制作する為に、日本が海外から
どう見られているのかを知る必要があり、日々、海

外 の 記 事 を
チェックした
り各国の記者
達と打ち合わせをしたりと、なにかと語学力や国際
感覚が必要な場面があるのです。そうした時、私は

「外大で学んだ事が活かされている」と実感し、また、
京都外大出身者としてこうした番組を制作している
ことに深い縁を感じています。

菅家　絢子　h1 年度英米語学科

古市　真由子　h13 年度英米語学科

PROFILE ／菅家絢子（かんけ　あやこ）  旧姓：福嶋

1990年	 英米語学科卒業
◦日本航空株式会社入社　国際客室乗員部所属
◦	国際線乗務の他、外資系エアラインとの共同運航便乗務、ＰＲ活
動など多岐にわたる経験を積む

◦接遇・マナー講師、CSCA認定講師
◦CSCA認定上級カラー＆イメージコンサルタント
◦一般社団法人　国際ボデイーランゲージ協会認定講師

PROFILE ／古市真由子（ふるいち　まゆこ）　

2002年	 英米語学科卒業
2003年	 	NHK入局。キャスターとして、ニュース番組や情報番組の

司会を担当。ディレクターも兼務し、番組の企画制作に携
わる。

2011年	 株式会社BS-TBS入社。編成局編成部に配属。
	 番組表の編成業務。海外映画の購入を担当。
2016年	 制作局報道番組部に配属。
	 報道番組「外国人記者は見たプラス」プロデューサー。
	 「月刊　寺島文庫」キャスター。現代に至る。
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外国人留学生給費奨学生
（平成 28年度）

この度校友会奨学生に選んで頂き、本当
に感謝しています。その栄誉に感激すると
共に、身の引き締まる思いです。私は中国
から京都外大英米語学科に入学しました。
将来は中国と日本の架け橋となるため、翻

訳の仕事に就きたいと考えています。夢を
実現し、校友会の皆様のご期待を裏切らぬ
よう一生懸命学習に励むつもりです。

�秦　心怡（シン　シンイ　英米語学科　2年次生）

⃝外国語学部

奨学金を頂き非常に嬉しいです。はじめ
て日本に来ていろいろ大変なことがありま
したが、京都外国語大学で勉強をする決心
をしてよかったです。日本語を学ぶことは

とても大変ですが、毎日新しい言葉を学ぶ
たびにやりがいを感じています。今後もさ
らに頑張りたいと思います。
チョ  ウン（日本語学科　2年次生）

校友会の奨学生に採用して頂き、誠にあ
りがとうございます。京都の一人暮らしは
何かと生活費がかかり、勉学とアルバイト
の毎日です。奨学金を頂くことができ光栄

に思っています。今後はさらに勉学に励
み、奨学生として採用して良かったと思わ
れるよう頑張ります。
崔　尤秀（チェ  ウス　英米語学科　3年次生）

奨学金を頂き、とても嬉しいです。最近、
英語や中国語も勉強することが必要になり、
アルバイトができない状況でした。そのた
め、経済的に大変で、「勉強を諦めなければ

ならないのか」と悩んでいました。しかし、
奨学金を頂き、勉強時間を持てるようになり
ました。誠にありがとうございました。
片　道薰（ピョン ドフン　日本語学科　3年次生）

校友会の奨学金を頂き、誠にありがとうご
ざいます。この奨学金を活かして、今年の秋
学期から通信教育で中国語の教員免許状を取
りたいと思います。奨学金を貰えたことは自

分の努力の結果の証だと思います。これから
も様々な分野を学習し、将来は教員になりた
いと考えています。　
孙　宁梓（ソン  ネイシ　日本語学科　4年次生）

この度、奨学金を頂き誠にありがとうござ
います。高校時代から来日し、今年で四年目
になります。京外大は私の夢を叶えてくれる
所です。卒業後は、大学院に進学する予定で
す。今回の奨学金は本当に助かります。おか

げで、アルバイトの時間を減らし、学習時間
が増えました。校友会の好意に応えるよう、
大学院進学後も頑張ります。

赵　紫岐（チョウ  シギ　日本語学科　４年次生）

校友会外国人留学生給費奨学生に採用して
頂き、大変うれしいです。心から感謝すると
ともに身の引き締まる思いです。
卒業後は、大学院に進学する予定です。将
来は、京外大で習得したことを活かし、日中

の架け橋となる仕事に就き、両国の文化交流
に力を捧げたいと考えています。残り１年の
大学生活、頑張ります。
陳　蕾

（チン  レイ　中国語学科　2017年3月卒業）

昨年に続いて、今年も京都外国語大学校友
会から奨学金を頂くことになりました。他の
団体でもなく、先輩の方々から頂く奨学金な
ので特に意味深い奨学金だと思い、嬉しいで

す。この奨学金をきっかけとして、もっと学
業に励むように努力していきます。
金　玹我

（キム  ヒョナ　日本語学科　2017年3月卒業）

「
校
友
会
奨
学
金
授
与
」
慶
び
の
声

祝
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「輝く星となる学生」奨学生（平成 28年度）

奨学金をもらって、本当に嬉しかったです。
この奨学金は、私の学生生活のうえでも大きな
支えとなります。また、学業に専念する事がで
きまして感謝しております。本当にありがとう

ございました。これからも一生懸命頑張ります。

� エウイス  ファットマワティ
 （留学生別科卒）

⃝留学生別科

この度「輝く星となる学生」奨学生に選
んで頂き、とても感謝しています。戴いた
奨学金は留学の際の費用にあて、又、今年
度ピカイチ☆プロジェクトとして行ってき

たLGBT活動を学内全体に啓発活動をして
いきたいと思っています。

� 福田　瑞歩（フランス語学科　2年次生）

今年度「輝く星となる学生」奨学生に採
用していただき、本当にありがとうござい
ます。今後の勉学のために、大切に使わせ

て頂きたいと思います。

� 石嵜　崇弘（英米語学科　4 年次生）

自身の成長を自覚し矜持することは非常
に困難です。今回この奨学金を頂くに伴
い、私は現在迄の歩みが確かなものであっ
たという確証をも得ることができました。

今後も驕ることなく、変わらず日夜研鑽に
励む所存です。

� 菊池　絢乃（英米語学科　4 年次生）

校友会より大変名誉ある給費奨学生代表
に選抜いただきましたことを心より感謝す
るとともに、人生のあらゆる局面で支えて
くださった全ての方々からのご恩と期待

に、今後もより一層の努力によって応えて
参ります。

� 重松　由樹（英米語学科　4 年次生）

輝く星となる学生に選んでいただいたことをとても嬉し
く思います。自分が学生生活で力を入れてきたことや経験
に自信を持ち、社会に出てからも何事にも全力で取り組め
る人間になりたいと思います。
� 小前　朱美佳（国際教養学科　4 年次生）

　京外大校友会に心から感謝いたします。奨学金を授かり光
栄です。さらに優しい言葉をかけて頂きうれしいです。先
生方のおかげで勉強もはかどり、奨学金をもらうことがで
きました。国際部や同級生、クラブの人達にも助けてもら
いました。皆さん、どうもありがとうございました。将来は、
この色々な経験をいかして、日本語の勉強を続けたいです。
 レイチェル  ミラー（留学生別科卒）
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在学生からのメッセージ

幼い頃から人と話すことが好きで、メキシコ短期留
学を通して、語学力の向上のみならず、人と繋がる喜
びをあらためて学びました。学内では教職課程におい
て、難関であるスペイン語と英語のダブル免許の取得

に挑戦しました。ダブル免許の取得には多くの科目を
履修する必要があり、時間割はギッシリと詰まり、４
年次生になっても毎日大学に通い続けましたが、その
甲斐あって双方の免許を取得しました。教育実習では
教師と同等に生徒を指導させていただき、仕事の大変
さと教える楽しさを学びました。学びたい事を全て学
んで燃焼した本学での4年間に満足しています。

やらない後悔よりやる後悔。もちろん後悔はしたく
ありませんが、これを目標に大学生活では、今しかで
きないことに挑戦することを心がけてきました。フラ
ンス留学から帰国後、外国人留学生のサポートをする

活動に参加しました。担当をさせていただいたフラン
ス人の方に、寮生活の仕方や、通学方法、日本文化紹
介等を行いました。積極的に話しかけ、時には英語や
ジェスチャーを用い、信頼関係を築けるように努め
ました。一歩勇気を出すことで、新たな可能性の発見
や、支えてくださる方々の有り難さをより一層感じま
した。今後も感謝の気持ちを忘れず、挑戦し続けてい
きます。

京都外国語大学で学び、本当に良かったと実感してい
ます。誇りを胸に卒業します。念願のドイツ留学を達成
したうえ、国際部でStudent Staffとして働く機会をい
ただき、先輩から受けた恩恵を後輩たちに還元すること

もできました。2016年の「全日本学生ドイツ語弁論大
会」で司会を担当したのも貴重な経験でした。

専門のドイツ語はもとより一般教養の授業を通して、
幅広い考え方を身に着け、「音楽社会学」という研究目
標に出会うことができました。今後は大学で培った知識
と知恵を活かし、ドイツ語圏の国々と日本との「音楽を
中心とした、より緊密な文化的交流」に貢献できるよう
努めてまいります。本当にありがとうございました。

私は4年間、普段の勉強以外にリーダーシップを学
んできました。リーダーシップというと、チームのメ
ンバーを率いる力と思いがちですが、そうではありま
せん。一人一人の長所がリーダーシップの要素となり

ます。私は自分の短所を長所に変えることや、新たな
長所を見つけるということに挑戦しました。それに
は、仲間の存在が必要不可欠です。自分では気が付か
ない改善点を、指摘してもらえるからです。ですので、
相手に改善点を伝えられる関係性の作り方を、4年間
を通して学びました。将来は、児童生徒の変化を感じ
取れるような教師になろうと思います。

所　歩乃花
（スペイン語学科　2017 年 3 月卒業）

山口　智津子
（フランス語学科　4 年次生）

阪本　有佳子
（ドイツ語学科　2017 年 3 月卒業）

木下　和也
（英米語学科　大学院 1 年次生）

Message

Message

Message

Message

私は自分の描いた通りの大学生活を送ることがで
き、とても満足しています。 専攻語であるポルトガ
ル語の語学力を伸ばすため、ブラジル人やポルトガ
ル人の先生や日系ブラジル人の友達とポルトガル語で

積極的に会話しようと努めています。語学力を伸ばす
には自分を発信する力と積極性が大事だと思っていま
す。現在はブラジルポルトガル語研究会に所属し、会
長を務めさせていただいています。11月の語劇祭に
も参加し、外国語で劇をしましたが、これは外大でし
か味わえない経験だと思っています。今後も外大で
培った語学力を最大限に発揮し、活躍していきたいと
考えています。

江川　拓哉
（ブラジルポルトガル語学科　3 年次生）

Message

在学生からのメッセージ
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私は入学当初、中国語のリスニングが苦手でし
た。しかし、聞いて理解できるようになりたい一
心で、毎日中国語の文章を音読するなど、中国語
に触れる環境を自分なりに増やしました。先生の

「中国語を選んだ以上は、中国語をやるしかない」
というお言葉が、大きな励みとなりました。その
結果、リスニングテストの点数が上がり、ネイティ
ブ の 先 生 の 中 国 語 も 理 解 で き る よ う に な り ま し
た。諦めないことの大切さや、努力はきっと報わ
れるのだということを学びました。素敵なお言葉
をくださった先生方に感謝するとともに、卒業後
もこの経験を生かして精進してゆく所存です。

「国語教師になる」小学校の頃からの夢をかなえ
るために、日本語学科に入学しました。日本語学
科では、今までの国語からは想像もしなかった学
びの連続で、知れば知るほど日本文化や日本語に

魅了されていきました。
しかし、大学２年次に日本では本学でしか経験

できない日本語教壇実習プログラムの派遣留学で
オランダへ行き、そこでの学びから日本語教師に
なりたいという新たな夢ができました。

４ 月 か ら 本 学 大 学 院 へ 進 学 し ま す が、 多 く の
方々に支えられて今の自分があるということを忘
れずに、夢に向かって進んでいきたいと思います。

私は３年次から派遣留学生としてイタリアのボ
ローニャ大学に留学させていただきました。半年
いう短い期間の中では自身の語学力の低さを実感
する毎日でしたが、それ以上に行動力を身に付け
られたことが一番の収穫だったと思います。何事

にも自分で考える必要と、いろんな事に挑戦する
勇気を得ました。また、様々な国の人と知り合い
文化の違いや言語の重要性を感じ、これからも勉
強を続けたいと思う原動力になりました。留学に
限らず、卒業生の方々が京都外大で学んだことは
それぞれの人生に少なからず影響を与えたことで
しょう。今後の先輩方のご活躍を心よりお祈り申し
上げます。私自身も皆さんに負けないよう精進し、
またお会いできることを楽しみにしております。

森　大樹
（中国語学科　2017 年 3 月卒業）

眞鍋　千裕
（日本語学科　大学院 1 年次生）

江淵　奈緒美
（イタリア語学科　4 年次生）

Message

Message

Message

■	ドイツ語学科卒業の皆様へ
ドイツ語学科は今年、創設50周年という節目の年を迎えました。
これを記念して、10月28日（土）に本学で記念式典を開催し、そのあと祝賀パーティーを開きます。
詳しいご案内は改めてお送りします。皆様お誘いあわせの上、是非懐かしのキャンパスに足を運んでください。スタッ

フ一同、心よりお待ちいたしております。

ド イ ツ 語 学 科 創 設 5 0 t h 記 念 総 会 の お 知 ら せ

校友会の懇親会の後で学科の集まりを持ちます。2017年、創設50周年を迎えますので、記念誌『50年の軌跡　京
都外国語大学ブラジルポルトガル語学科―1967-2017』（仮題）を出版します。2017年10月7日 （土） に開催される校
友会懇親会に皆さんで出席した後、同日17時より学内の教室において『記念誌』発行などの打ち合わ
せを行います。学科同窓生の皆さんはふるってご参加ください。以下の短縮URLあるいはQRコードで
申し込みフォームにアクセスしご連絡ください。よろしくお願いします。

 ［短縮 URL］http://www.goo.gl/vhQnRm

ブ ラ ジ ル ポ ル ト ガ ル 語 学 科 創 設 5 0 t h 記 念 総 会 の お 知 ら せ
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京都外国語大学学園創立 70周年

校友会 55年の歴史の上に

京都外国語大学　事務局長　長者　善高

2017　総会実行委員会

本学は、森田一郎先生、倭文子先生によって昭和
22年（1947年）にこの地、京都に外国語学校を創
立してから70年の年輪を重ねてまいりました。
「『外国語』の学校を選んだのは、何よりも『新し

い日本』を支える人材の育成という志からである。
敗戦の痛みと苦しみのなかで、現在、京都外国語大
学が掲げる『PAX  MUNDI  PER  LINGUAS（言語
を通して世界の平和を）』の基になる理念を見出しま
した。平和に外国と交際するとき、相互に意思を伝
え合うコミュニケーションが鍵を握り、語学力が必
須である。」〈歴史街道2012.6（ＰＨＰ研究所）より〉

以後、その精神は卒業生、在学生と引き継がれ70
年を迎えました。校友会の会員である卒業生の皆様
の温かいご支援のおかげであります。誠にありがと
うございます。

学園創立70周年記念行事の一部を紹介します。

①創立記念行事　５月18日（学園関係者）
②４号館竣工式　７月中旬
③UCE2017国際会議・APUCEN幹部会議

 9月24日～ 26日

『人とひと、心とこころのふれあいを求めて。』をモッ
トーに昭和37年4月に創立された校友会も今年で55
年の年輪を重ねて参りました。

諸先輩の方々の一歩一歩の歩みにより本学の卒業生
の絆を強く結び続けた歴史である事は言うまでもあり
ません。

その歴史の上に今年は100年の歴史に向けその歩み
を続ける第一歩として学園創立70周年祝賀　京都外
国語大学校友会総会『卒業生の集い』を開催致します。

詳しくは同封しております『京都外国語大学校友会

総会・懇親会のご案内』のとおりです。
今年は学園創立70周年記念事業の一つである新4

号館の竣工、来年度には新しい学部『国際貢献学部』
の設置など母校のますますの発展を見る事が出来る機
会でもあります。

また現在国内16支部から『ふるさと産品』のご協
力を頂いております。

是非ともこの機会に親しい同級生やご友人と、又ク
ラブＯＢ会の皆さまと母校にお集まり頂けます事を心
よりお待ち申し上げます。

第 一 部　総会　11：00 ～ (森田記念ホール)
第 二 部　懇親会（12号館 リブレ）

アトラクション（予定）
在学生・クラブOB会による
記念演舞・演奏

・京都外大西高等学校　チアリーディング部　演技
・空手道部　演武　・吹奏楽部　演奏
・混声合唱団「ソレイユ」OB会　合唱　以上

京都外国語大学校友会総会「卒業生の集い」　平成29年10月7日（土）
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支部長　古川秀雄　s45 年度フランス語学科

支部長　狩野（小幡）知保　h1 年度ブラジルポルトガル語学科

支部長　原田　泉　s47 年度スペイン語学科

支部長　山口大介　h1 年度スペイン語学科

■ 京都外国語大学校友会55周年を記念して
京都外国語大学創立70周年および京都外国語大学校友

会創立55周年を迎えられました事を心よりお喜び申し上
げます。

私は1971年の卒業後フランスに滞在、以来拠点をパリ
に構えています。校友会EU支部が発足しました23年前
からEU支部長を務めております。EU支部は校友会メン
バーの移動が多く、様々な国に在住の為頻繁に懇親会がで
きていません。しかし、初めて会うメンバーが多いにもか

かわらず、和やかな雰囲気で楽しく過ごせる事、異なる国
に住んでいても共通の話題や知人を見いだせる事は何より
も『京都外国語大学校友会』の恩恵だと思います。海外で
は昨今テロ事件などで何かと集いが難しい状況ですが、今
後とも細々ながら活動を続け、新しいEU支部のメンバー
にも参加していただける機会を作りたいと思っています。
今後とも末永く宜しくお願い申し上げます。

 2017年2月10日パリ

京都外国語大学創立70周年、校友会創立55周年を心よ
りお祝い申し上げます。
「PAX MUNDI PER LINGUAS─言語を通して世界の平

和を─」という建学の精神は、70年の時を経た今も、ま
さに必要とされる精神であると強く思います。多くの卒業

生がこの建学の精神を胸に、国際社会に貢献し、人間力豊
かなリーダーとして益々活躍される事を期待します。これ
からもグローバルな社会に羽ばたく人材が巣立ち、校友会
を通して世代交流と親睦が図られます事をご祈念申し上げ
まして、お祝いの言葉と致します。

大学創立70周年、校友会創立55周年誠におめでとうご
ざいます。京外大校友会メキシコ支部より一言お祝い申し
上げます。

2012年以降の日本の自動車産業関連企業のメキシコ進
出で数多くの卒業生がメキシコにやってきて、一気に会員
数が増え現在約30人になりました。その多くはメキシコ

中央地域のBAJIO（バヒオ）ですが、そちらにも校友会が
組織されました。駐在員の方のみならずフリーの通訳とし
て活躍している若い方たちもいます。地区関係なく、今後
の会員数増を期待しています。また、校友会本部の皆様に
はお忙しいとは思いますが、できるだけ参加していただき、
楽しい会にしていきたいと思っています。

大学創立70周年、並びに校友会創立55周年を迎えられ
るに当たり、心からお喜び申し上げます。

今、私が生活しておりますチリは地球の反対側ですが、
日本のニュースもサブカルチャー情報も頻繁に入って来ま
す。そんな時代でも、文化の違いを越えて仕事をするのは

容易ではありません。そうした中、外国と向き合う人材を
育てる京都外国語大学とそれを支える校友会への期待は大
きく、今後もその存在意義が重要であり続けるのは疑いあ
りません。遠くより、我が母校の今後の益々の発展をお祈
りしております。

EU 支部

ブラジル支部

メキシコ支部

チリ支部

海外支部からのお祝いの言葉

京都外国語大学創立 70周年記念
寄付金目録の贈呈式

平成29年3月9日（木）、京都外国語大学創立70周年記念
４号館新築へのお祝として、校友会からの寄付金目録の贈呈
式が行われました。

理事長総長森田嘉一先生より、校友会の皆様に記念事業の
協力への感謝のお言葉を頂戴致しました。大学創立70周年を
節目として、京都外大の益々の発展を心より祈念いたします。

No.32
ALUMNI NEWS
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

■「つなげる　つながる　卒業生の絆と外大文化」
　〜「第29回関東地区卒業生の集いin 2017」開催に向けて〜

2020東京五輪が開催されるお膝元に東京支部は活動拠点を置いてい
ます。私たちは常に東京支部らしさを発揮し、「卒業生と卒業生」のみ
ならず「卒業生と現役学生」の絆をどう築き、更に「大学と校友会」の
発展にどう貢献できるか、メンバー全員が知恵を出し合い年間を通して
の活動に取り組んでいます。

毎回、集いに大使館の方を来賓に招いての交流促進もその一つです。2015年から「若者会─KUFS Youth Forum
─」をスタート。若い年度の卒業生を軸に動きはじめています。皆様の集いへの参加を心より歓迎します！

和歌山支部は2011年6月に創立し、今年で７年目を迎えます。現在
の支部会員数は約800人です。主な活動は、会員相互の親睦を図る文
化事業・懇親会の企画と、ジョン・ケンドリック杯小・中学生英語スピー
チコンテストの実施です。年々、多くの児童生徒がスピーチに挑戦して
くれ、県下全域にも周知されました。近い将来、本コンテストの出場者
から京都外国語大学・短期大学に入学する生徒が増えてくることを楽し
みにしています。『言語を通して世界の平和を』の精神で、皆が協力し
合って支部を発展させていきます。

福井支部の第４回総会・懇親会・新卒者歓迎会が昨年８月７日（日）、福
井フェニックスホテルにおいて開催されました。今回は「福井の味覚ランチ・
ビュッフェ」とアイリッシュハープ・ウェルカム演奏で御洒落に行われまし
た。在校生３名と新卒者３名を始めとする参加51名全員の自己PRを兼ねた
ショートスピーチや大学近況紹介DVD鑑賞、さらに今回特別参加の福井県
越前町で活動中の京外大国際文化資料館南先生率いる「熊カフェ」スタッフ
５名による活動紹介などで大いに盛り上がりました。福井支部は在校生、卒
業生の交流の場として「総会・懇親会・新卒者歓迎会」「福井国際フェステ
イバル参加」「REINAN国際交流のつどい参加」を毎年実施しています。

鹿児島支部は富山県人会（現支部）と同時に発足。もう60年になろうとする
最も古い支部です。鹿児島支部は３年に一回の総会をもち、鹿児島の英語教育
に貢献できればという考えで毎回英語に関する講演会を開催してまいりました。
講師にはネイティブスピーカーと著名な英語学者〔例えば、京外大元学長の小
川芳夫先生や大田朗先生、荒木一雄先生、最近では赤野一郎先生（コーパス英
語辞典著者）やテレビで人気のジェフバークランド教授〕をお招きしました。

昨年は桜島納涼船での懇親会となりました。初めての出席の方や若い卒業生
を含め38名集まり、非常に楽しく行われました。今後もOBを中心にもり上げ
たいと思っています。規約を変え、2年か1年に1回というような交流会へと持っ
て行きたいです。今後も京外大発展のため大いに協力しましょう。

和歌山支部

東京支部

鹿児島支部

支部長　佐武正章　s56 年度英米語学科

支部長　利根川正則　s51 年度英米語学科

支部長　鬼丸　宏　s40 年度英米語学科

福井支部 支部長　中野多郎右エ門　s44 年度英米語学科
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

平成28年8月14日（日）徳島駅前ホテル・クレメントにて、第24回総
会・懇親会を開催しました。大学から下村副学長、校友会本部から島谷会
長、そして学生６人を含めて58名の参加を頂き、懐かしい学生時代の思い
出話に盛り上がり、例年のように楽しい時間は矢のように過ぎ去りました。
夕方からは、藝茶楽連の協力で、徳島市内で阿波踊りを楽しみました。暑
い夏の夜なのに、全員が「踊る阿呆」になってさらに熱くなりました。HP
にも紹介しているので県外の卒業生の参加もあり、大勢の観光客の中を「京
都外大連」の提灯が勇ましく駆け抜ける光景は嬉しく、誇らしく感じまし
た。参加の皆様に心より感謝し、後に続く皆様をお待ちしています。

平成28年8月20日に第11回富山支部総会・懇親会を開催致しました。
大学から森田理事長・総長や校友会から島谷会長等多くの来賓のお客様
と大学院生と大学生の方々を含めて27名の皆様に参加戴き
ました。総会・懇親会も盛り上がり、二次会にも沢山の皆様
にご参加戴き、終了致しました。今回より短大、大学及び大
学院に在学中の皆様を招待致しました。次回も招待致します
ので、皆様のご参加をお待ち致しております。

徳島支部

富山支部

支部長　野村誠也　s48 年度英米語学科

支部長　杉本博司　s53 年度英米語学科

高知支部は、定期総会を２年に一度行っています。本年は開催年に当たらず、
来年の５月にその第11回目を開催する予定にしています。

総会の日は、懇親会だけでなく研修の場も設けています。校友の皆さんはい
ろんな職域で社会に貢献されていますが、その校友仲間のお一人に講師になっ
ていただいて、活躍されているお話をお聞きしています。昨年の第10回の講
師は、永年に渡って本県高校教育の振興等に尽力され、高知支部初代支部長も
歴任された水田耕吉先生にお願いしました。先生からは「ジョン万次郎を
NHK大河ドラマに!!」をテーマにご自身の「万次郎の研究」の一端から、貴重
な自作資料をもとにお話いただきました。有意義で楽しい会となっています。

石川支部は創立25年を迎えた古い支部の一つです。２年に一度開催する
総会・懇親会での支部会員の交流を主な支部活動にしてきました。昨年度の
総会では今までになく若い年度の卒業生が多く参加してくれ、世代の移り変
わりを強く感じました。今後の石川支部を引き継いでもらい、新旧の会員同
士がより活発化するよう、交流を深める目的として新年会を開催し、夏には
納涼会なども計画しています。

また、支部活動の一環として、国際交流センターの企画プログラム「日本
の文化を学ぶ」に働きかけをしています。留学生等を連れて地方を巡るとい
う企画で文化・伝統の豊かな石川を推奨しています。こういった新たな活動
にも参画し、京都外国語大学の存在を発信していきたいと考えています。

石川支部 支部長　手塚志津恵　s51 年度英米語学科

高知支部 支部長　紫岡和生　s48 年度英米語学科
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

クラブハッツ（Club HAT’s）は、Hotel、Airline、Travel（旅行会社）の頭文
字をとったもので、すなわち観光関連業界に従事している OB＆ OGによる校友
会支部です。“観光関連業界で働いている” ことのみが、唯一の参加資格で、同
じ大学に通ったという共通点によって、普段なかなか知り合うことの出来ない
同世代や世代を超えた先輩後輩と親交を深めることができるのが、クラブハッ
ツの魅力です。

また、観光業界へ就職を希望する現役学生へは、現場で活躍する卒業生を講
師に招いての学内就職セミナーの開催や、親睦総会への招待などを行っています。このような活動を通して、母校の
更なる発展を願ってやみません。

大阪支部は昨年11月26日に京都支部と合同で総会・懇親会を
開催しました。当日は各支部からも多くの方に参加して頂き、卒
業生から多くの記念品も頂戴し、大いに楽しめました。皆さんの
意見を参考にしながら今後の組織活性化を図りたいと思います。

また、大阪支部の役員は近隣の各支部総会にはできるだけ参加
して情報交換もしています。卒業生が経営する大阪府守口市の薩
摩英国館などで定期的に集まり「少子化による大学の受験生減少
に対して校友会として何かできないか」「校友会員数の最も多い大阪支部で卒業生同士の交流も含め、どう盛り上げ
られるか」「若い卒業生や現役学生とも積極的に関わりお互いの役に立てないか」など活発に意見交換をしております。

平成28年11月27日の総会開催後、新支部長として初めての支部役員会を
平成29年１月13日に開催しました。「語学力を生かす活動」「兵庫県という地
域の特徴を生かす活動」「就職活動につながる活動」という３つの基本をもとに、
これからの活動を模索すべく「活動の切り口」を示し協議しました。すぐに結
果の出るような事ではないかと思いますが、皆様の知恵を借りながら今後も活
動していきたく思います。

例年のごとく、新年度第１回の役員会は、新年度の役員会開催日と総会開催
日を決定することであり、今年度の総会および懇親会は11月26日（日）に決定し、定例の支部役員会は１月に続き３・
５・７・９および10月に開催することとしました。

京都支部では毎年春に、母校が文化首都京都に存在していることを受け、
1200年の歴史を刻み、日本・世界の文化の拠点である京都の様々な分野の文化
に触れ、少しでも理解し、支部活動の深みと支部にかかわる校友会の皆さまへ刺
激を与えさせて頂こうとの思いで活動を続けて参りました。毎年行われている

「文化的行事」は今年で約10年になります。
「言語を通して世界の平和を」が私達京都外大の建学精神です。その具体的表

現は「文化的行事」が重要な役割を担っていることと確信しています。今年の文
化的行事は未定ですが、期待頂き是非ご参加賜りますよう、よろしくお願いいた
します。詳細が決まり次第校友会ホームページでご案内させていただきます。

大阪支部  東　啓治　h2 年度英米語学科

京都支部 支部長　古澤昭人　s41 年度英米語学科

兵庫支部 支部長　増田雅弘　s39 年度英米語学科

Club  Hat ' s 会　長　垣見和人　h3 年度中国語学科

左上から、「白拍子の舞・立
ち方」、新内演奏家 重森三果
さん（右上）、冷泉家子孫 冷泉
貴実子さん（右下）
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■ 韓国支部 第5回総会報告
2016年6月11日、新役員による2016年の総会および懇親会が「仁寺洞韓定

食『村』」で土曜日のお昼に開かれました。今回は16名の韓国の会員が参加し、
日本の大学からは、4名様がお越しくださり、総勢19名になりました。島谷直見
校友会会長の挨拶をはじめ、浅井仁一常任幹事、横山卓哉外大法人本部長のご挨
拶と下村秀則副学長の乾杯の後、おいしい料理をいただきながら、学生時代の思
い出や会員の近況の話などなど…楽しいひと時を過ごすことができました。2次
会は仁寺洞にある韓茶カフェの「トゥラン」に移動。この辺りは最古の韓屋街とも呼ばれ、懐かしい
雰囲気の町並みで、ゆっくりと時間が流れるような癒される場所でした。韓国のお茶の文化を体験し、
友情が芽生える時間でした。 皆様、お忙しいところご出席賜り、誠にありがとうございました。

■20年目を迎えた『英語教育実践報告研究会』
教志会創設20年を迎えた昨年、恒例の『研究会』を開催。現役の先生方には

夏季休暇中とはいえ多忙、参加しづらいとの声を受けて、夏から秋へと時期を
変えて実施しましたが、当日の天候の事情もあってか、残念ながら前年を下回
る参加者となりました。

しかし、今日、中等教育が直面している教育問題に迫る一つの手法としての
“アクティブ・ラーニング”について、梶川教授から『教育の今日的課題』と題する講演と外大OB 3 名の先生方から日
頃の授業実践の発表、その後研究協議が行われました。いずれも参加者から「一日ドップリ勉強できたという気分！」、
学校現場での「新しい取り組みはとても刺激的でした」などの声が寄せられました。本年は、来る7月30日（日）の
開催を予定。多数の参加をお待ちしております。

前支部長の中島一成さん（82年中国語学科入学）が３月付で北京異
動となるのを機に支部長の座を橋渡直樹さん（09年中国語学科入学）
に譲りました。メンバー約50名、平均年齢40歳台と少々高齢化しつ
つある上海支部でしたが、若手支部長誕生に伴って若いメンバーもどん
どん増え、２か月に１回の例会が益々和気あいあいと楽しくなることで
しょう。

前列右から３人目：前支部長・中島さん。前列左から２人目：新支部長・橋渡さん

教志会 会　長　  平井幸郎　s38 年度英米語学科

支部長  康　淑姫　h20 年度日本語学科韓国支部

  内濱幸惠　h2 年度中国語学科上海支部

剣道部 剣友会会長  西堀清作　s45 年度フランス語学科

剣道部OB会としては、校友会のホームページに詳しく掲載してい
ただき、ありがとうございます。

近頃は、参加するOBも固定化しており、昨年は剣道部創部55周
年を開催しましたが集まりが悪かったです。ケネディ大統領ではな
いけれど「OB剣友会があなたの為に何をしてくれるかではなく、あ
なたが剣友会の為に何ができるかを考えようではありませんか」。卒
業後は、多忙な日々を送っておられるOＢ諸君、我々剣友会を応援
する気持ちがあれば、年間行事に顔を出すだけで結構です。都度、案内状が届きますので是非ご参加ください。よろ
しくお願いいたします。
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

■ 第８回ＯＢ総会開催報告 
OB会創立10年・第８回OB総会を、滋賀県高島市の白浜荘（4年連続）

で平成28年６月11日（土）～ 12日（日）に開催しました。東は浜松、
西は広島の遠方からの参加です。当日は、往年のプレイヤー達が動きの
鈍い体に鞭を打ち躍動し、学生時代を思い出すかのようなプレーが続出。
懇親会は近況報告と昔話に花が咲き、時を忘れての、お喋りと充実した
楽しい夜を過ごしました。翌日は、疲れをもろともせず、中年卓球・老
練卓球・熱のこもった試合が多く見られました。卒業して30年40年50年経っても、ラケット握る姿はまさに不撓
不屈の精神です。笑顔で「また来年も会おう」と再会を約しつつ散会となりました。OB総会は毎年行いますので、
ご参加宜しくお願い申し上げます。

大阪及び京都在住のOB幹事会を平成29年2月17日に大阪梅田の料
理店「えん」で行いました。毎年その時期にOB会の事業活動と会計状
況を確認し、OB総会での対応と次期の草案を策定しています。また、
現役部員の活動、戦績、部員数と新幹部の報告があり、その中で近年現
役部員数の減少を懸念しOB会が協力できる事を現役幹部と一体となっ
て検討することを確認しました。

 総会は5月にOB ／現役交流戦、親睦会と同時開催となりました。 平
成29年度はOB役員の一部変更があり、総会の議題の一つになりました。

■ 2016年度　OB会総会　懇親会報告
2016年７月２日、「京都大傳月軒」にて通常総会及び懇親会が開催され

ました。今回は例年よりも少ない参加人数でしたが久しぶりに参加された
大先輩を囲み、和やかに旧交を温め議事が進行されました。たとえ参加人
数が少数でも、毎年欠かさず総会を実施することの意義を再確認致しまし
た。総会が無ければ参加出来ません。懇親会ではその当時の活動や事件を
生き生きと懐かしく語り、一気に全員が若返りました。学生時代は４年、
校友会は一生です。母校を気遣うなかで、校友会として現役世代のサポー
トを充実させたいものです。

OB 会副会長 中村孝夫　s40 年度英米語学科ソフトテニス部

卓球部 OB 会会長  中辻政明　s43 年度英米語学科

OB 会会長  橿本五代　s49 年度英米語学科自然科学研究会

海外事情研究会OB会は、会員の相互親睦と学生クラブ員との交流を
基に活動しています。昨年は、学生移住連盟OB会総会を本学において
学生の協力を得て開催いたしました。

今尚クラブが存続している大学は希で羨望の的となっています。学園
祭では模擬店出店に際し、見学と共に学生達との対話を図りました。今
春には、新入部員を加えた部員全員を対象に「海研の歴史等」の講演と
座談会を開催致します。また来年はOB会創立25年を迎えるにあたり
祝賀会をも視野に入れ、準備を行ってまいりたいと考えています。

OB 会会長 池田光志　s43 年度英米語学科海外事情研究会

学園祭模擬店見学時
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

2016年７月９日（土）に、母校：京都外国語大学11号館2階ラウンジにて平
成28年度OB総会を開催し、現役幹部を含む総勢24名が世代を超え親睦を深め
合いました。

2020年東京五輪の正式種目に決定した「KARATE」は世界共通語であり、加
盟190 ヵ国／地域を超える世界連盟組織と1億人以上の競技者を持つ国際スポー
ツです。

空手道部は来年創部60周年を迎えるにあたり、細やかながら記念行事を予定
しております。歴代OB ／ OGの皆様におかれましては、実行委員及び、現役部
員に対するご協力・ご支援を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。

平成28年8月7日（日）円山公園内の「いふじ」にて、ゆかた会・
OB総会・懇親会を開きました。OBお稽古会の「花鏡の会」のメン
バーが、浴衣姿で素謡と仕舞を披露した後、総会・懇親会を開きま
した。

総会では新しい若い風を吹き込む新執行部が誕生し、懇親会では
美味しい会席料理でお酒を酌み交わし皆さんと楽しい一時を過ごし
ました。また、12月10日（土）の恒例の「外大能」が河村能舞台
で開かれ、現役とOBが心一つに舞台を勤めました。

空手道部   岩﨑嘉男　h7 年度ドイツ語学科

京都外国語大学創立の１年後の昭和35年に男性合唱グリークラ
ブとして生まれ、その翌年には女性を含めた混声合唱団になった
と聞いています。

平成29年で発足57年目を迎えることになります。現役団員は
積極的に活動し演奏会も開き、美しいハーモニーを我々 OBにも
聴かせてくれています。

校友会のホームページ「クラブ・学科OB会」のページに、平成
28年７月に行ったOB総会の様子を掲載してくださっています。
是非ご一読願えれば誠に幸いです。

今後も充実したOB総会を開き、現役とOBとの絆が深まる活動にしていきたく存じます。

OB 代表  田中作司　s44 年度英米語学科混声合唱団「ソレイユ」

能楽部 OB 会会長 島谷直見　s51 年度英米語学科

平成28年10月29日（土）アパホテル京都祇園にて、第7回貿易研究会ＯＢ・
ＯＧ会総会及び懇親会を開催しました。還暦・古希を超えたＯＢが中心ですが、
継続して7回目になりました。懇親会での各自の近況報告では、在学時の思い
出・卒業後の仕事や人生の体験談など、毎回学ぶことが多いと感じています。
また、顧問の原先生の老練なマジックショーは会を最高潮へと盛り上げてくれ
ます。貿研では、総会とは別に就活アドバイスミーティングという現役学生を
サポートする事業も実施しています。すでに4回目を数え、緒に就きつつあり
ます。第8回総会・懇親会は、10月28日（土）に開催します。

OB 会会長 植松宏行　s43 年度英米語学科貿易研究会
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

2016年11月3日、第10回ボクシング部OB総会が6年ぶりに開催
されました。通常2年に1度の開催ですが、今回は少し間があいての総
会＆懇親会でした。祭日という事もあり、遠くは札幌や鹿児島からも参
加（OB10名、影山名誉顧問と現役生2名）があり、同じリングで汗を
流した者同士、時間が経つのも忘れ懐かしい話に花が咲きました。リン
グではスパーリング大会をし、ヒーヒー言いながら汗をかきました。2
年後に又開催致しますので、OBの皆様ふるってご参加ください。

■ 関西在住者―世代限定ESS同窓会
平成24年10月の第６回以後中断していた同窓会。再開を望む声高ま

り、平成28年１月26日に京都市内のホテルにて4年ぶりに開催しました。
今回は、昭和43年度卒～ 48年度卒生のうち、関西在住者を中心に集っ

た65歳～ 70歳の総勢35人。「まだ現役で仕事をしている者」「趣味を
楽しみながら老後生活をエンジョイしている者」皆、再会するなり一気
に学生時代に後戻り。積もる話に花が咲いたようでした。

来賓の島谷直見校友会会長も一緒に、当時の仲間たちのスライドを鑑
賞。２時間半があっという間に過ぎ、またの再開を誓いお開きとなりま
した。

ボクシング部   谷口仁一　s56年度ブラジルポルトガル語学科

学生放送局 ＯＢ会会長 小杉征義　s38 年度英米語学科

ESS 同窓会代表 前田正久　s46 年度英米語学科

1960年（昭和35年）秋に「放送同好会」として当クラブは発足し
ました。その歴史は57年にもなり、OBの数も500人近くになりまし
た。OB総会は4年に一度開催していますが、オリンピック年に合わ
せての開催なのでまず忘れることはありません。毎回、大先輩から現
役生までが参加し、顧問の先生も交えて賑やかに開催しています。大
昔の話から現代の話まであれやこれや、さすが放送局、話がとぎれる
ことはありません。参加者は多いほど盛り上がります。もっともっと
参加者が増えることを私達は望んでいます。次回は2020年、特に若
い先輩、是非ご参加ください。

今年は校友会創立55周年記念総会が10月7日に京都外国語
大学にて開催されます。それに併せて参加できるように、テニ
ス部では毎年夏に行っていたOB戦を10月8日に開催したいと
考えております。7日には各世代の外大卒業生が集まる機会を
楽しんで頂き、翌日は朝からテニスコートで1日テニス部の仲
間とOB戦を楽しみ、夜は懇親会を楽しみましょう。参加申し
込みは山本迄（090-9880-4408）ご連絡頂ければ幸いです。
写真は2016年8月OB戦、2017年1月追出しコンパ。現在の
部員は男女で22人、昨年度女子は4部に昇格しました。

  山本正太　h14 年度英米語学科硬式庭球部
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支部・クラブ・学科OB会だより（詳しくはHPをご覧ください） 京都外国語大学校友会 検索

■ OB ／ OG総会ならびに堀川顧問退職送別会
平成29年2月12日（日）に外大リブレ食堂においてOB／OG総会と

顧問の堀川先生の退職送別会を開催しました。
当日は23名のOB／OGが集まり、校友会赤﨑副会長も参加下さり盛

大に執り行われました。
今年度で定年退職される顧問の堀川先生はご夫妻で参加頂き、夏合宿

での奥様やご子息との家族ぐるみの交流でのエピソードや、堀川先生に
仲人をして頂いたOB／OGも多数いて、久しぶりの再会など33年間に
及ぶ顧問活動での数え切れない思い出話を参加者全員で語り合いました。

山村修史　h2 年度キャリア英語科アメリカンフットボール部

■ 辻先生勇退イベントを開催
サッカー部を49年間ご指導いただいた辻淺夫先生が、2016年度で教

員生活を終えられるのに伴い、3月11日（土）に勇退イベントを開催し
ました。OB総数251名のうち、この日のために国内外から集まったOB
は100名以上。イベントはOB戦から始まり、講演、OB総会、勇退式・
懇親会と、夜遅くまで辻先生と密度の濃い時間を過ごしました。辻先生
は、今後もサッカー部名誉顧問・総監督として関わり続けられます。

辻先生、長い間クラブに情熱を注いでくださり、ありがとうございました！ これからもよろしくお願いいたします！

北口雄一　h21 年度スペイン語学科サッカー部

2017年1月22日大津カントリークラブ東コースに
て開催しました。前週が数年ぶりの寒波で心配でした
が、当日は好天で無事ホールアウトできました。
優勝・畑中治夫氏、2位・日吉浩一氏、3位（べスグロ）
澤山博一氏が接戦を制して入賞されました。豪華な賞
品もいただきました。
10名の少し寂しいコンペでしたが、シニアティー使

用（○○歳以上）の先
輩方がお元気で盛り上
げていただきました。
校友会員の親睦の場として、会長杯と年2回開催し

ています。多くの方にご参加いただければと思います。
事務局までお問い合わせください。
� （宮本省司　s51年度英米語学科）

11月初旬の外大祭は、在学生と卒業生が交流する
良い機会です。在学生は日頃の学習成果を発表する
語劇祭や模擬店、卒業生は校友会の役員・常任幹事
が家族連れにも好評な飴つかみや校友会グッズの販
売・よろず相談などを実施しました。なお卒業後、大

学への訪問を希望していた滋賀の皆さんが、模擬店・
大学の施設めぐりをしました。今後、卒業生の会社
ブースなどが出展されると、参加者が増えるのでは
と期待もしています。
（常任幹事・事業委員長　木下輝明　s41年度スペイン語学科）

第 5 8 回  外 大 祭 　 校 友 会 模 擬 店 報 告

第 2 9 回  総 長 杯 ゴ ル フ コ ン ペ 　 開 催 報 告

2016年11月６日㈰、80名を超える卒業生・学科教員の出席のもと、１号館小ホールにおいて盛大に行われました。
秋の叙勲で瑞宝小綬章を授章された名誉教授の和田先生に対してフランス会より記念の花束を贈呈し、和田先生

を含む三名の先生から「特別講演」としてユーモアとウィットに富んだお話をして頂き、大変和やかな時間が流れ
ていました。その後の懇親会ではジョルダン先生に指導をお願いしたダンス講座にも笑顔の花が咲いていました。

次回は2021年、多くの方の出席を役員一同待ち望んでいます。

フランス語学科創設50周年記念式典・フランス会総会開催報告
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平成28年度　校友会事業報告、会計報告 平成29年度　校友会事業計画 （平成29年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成29年4月末現在）

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

在学生との交流 （平成29年4月末現在）

■　主な行事 　■

05月14日㈯ 大学との交流会〈ラウンジ〉
05月20日㈮ 会長杯ゴルフコンペ〈山の原ゴルフクラブ〉
06月27日㈪ 外国人留学生奨学金授与式（外国語学部・留学生別科）
10月31日㈪ 奨学金授与式（留学生別科）
11月05日㈯ 外大祭模擬店出店

■ H29年
01月16日㈪ 「輝く星となる学生」奨学金授与式

01月22日㈰ 第29回　総長杯ゴルフコンペ
〈大津カントリークラブ東コース〉

01月28日㈯ 大学との新年会〈京都ホテルオークラ〉
※役員会・常任幹事会等の会議を除く。

■　支部総会・懇親会等 　■

京都支部 05月 7日㈯ 春の文化的行事
「源氏物語　紫式部講演会」〈廬山寺〉

沖縄支部 5月21日㈯ 創立総会・懇親会〈ANAクラウンプラ
ザホテル沖縄ハーバービュー〉

韓国支部 6月11日㈯ 総会・懇親会〈仁寺洞 韓定食「村」〉
和歌山支部 6月26日㈰ 総会・懇親会〈大学内「コンパーニョ」〉
東京支部 7月 9日㈯ 総会・懇親会〈交詢社倶楽部〉
鹿児島支部 7月30日㈯ 総会・懇親会〈桜島納涼船上〉
福井支部 8月 7日㈰ 第4回総会・懇親会〈福井フェニックスホテル〉

徳島支部 8月14日㈰ 平成28年度総会・懇親会・阿波踊り
〈ホテルクレメント徳島〉

富山支部 8月20日㈯ 総会・懇親会〈自遊館〉
石川支部 10月15日㈯ 総会・懇親会〈兼見御亭〉

福井支部 10月16日㈰ REINAN福井国際交流のつどい
〈福井県国際交流嶺南センター〉

Club HAT’s 10月19日㈬ 総会・懇親会 〈中之島ソーシャルイートアウェイク〉
福井支部 10月23日㈰ 福井国際フェステイバル〈福井県国際交流会館〉
高知支部 10月29日㈯ 総会・懇親会〈高知パレスホテル「ミューズ」〉
上海支部 11月 6日㈰ 総会・懇親会〈花園飯店  玫瑰咖啡厅〉
Club HAT’s 11月12日㈯ 就職セミナー〈大学内〉
大阪支部
京都支部 11月26日㈯ 合同総会・懇親会

〈大阪府立国際会議場12Fグラントック〉
教志会 11月27日㈰ 英語教育実践報告研究会〈12号館　リブレ〉

兵庫支部 11月27日㈰ 28年度総会・懇親会〈神戸メリケン
パークオリエンタルホテル〉

和歌山支部 12月11日㈰ ジョンケンドリック杯スピーチコンテスト
〈田辺市立図書館２階「たなべる」大会議室〉

■　在学生との交流 　■

05月15日㈰ 英志会（京都外国語短期大学）
新入生歓迎アクティビティ・懇親会

06月 4日㈯ 第30回六月祭
10月11日㈫ スポーツフェスティバル

■ H29年
02月10日㈮ 英志会 Graduation Party

平成28年度　校友会収支決算報告書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

◦収入の部  単位（円）

科　　目 予算額 決算額
前期繰越金 6,282,733 6,282,733
会費 33,700,000 32,760,000
　入会金 11,000,000 10,700,000
　終身会費 22,000,000 21,400,000
　ＯＢ終身会費 700,000 660,000
その他収入 600,000 563,629
　受取利息 400,000 381,548
　雑収入 200,000 182,081
　特別会計から繰入 0 0

収入合計 40,582,733 39,606,362

◦財産目録 （平成29年3月31日現在）

上記の決算について監査した結果、適正であることを認めました。
平成29年４月21日 監査役　山本　勉
 岩﨑嘉男
 長者善高

資産の部
科目 金額

現金及び預金 229,734,422
　現金 513,818
　普通預金 8,237,487
　定期預金 220,983,117

資産合計 229,734,422

◦支出の部  単位（円）

科　　目 予算額 決算額
会報・広報費 5,900,000 5,638,930
　会報制作費 2,500,000 2,404,944
　会報発送費 3,200,000 3,190,138
　広報費 200,000 43,848
交流活動費 4,400,000 3,613,484
　交流費 1,500,000 1,018,531
　事業費 500,000 482,486
　研修費 200,000 96,670
　会議費 2,200,000 2,015,797
活動助成費 9,000,000 8,875,044
　支部活動助成費 8,000,000 7,918,270
　学科クラブ総会助成費 1,000,000 956,774
委員会等活動費 350,000 78,056
　事業委員会活動費 100,000 0 
　会報広報委員会活動費 50,000 17,450
　コンプライアンス委員会活動費 50,000 0
　特別委員会活動費 50,000 0 
　渉外費 100,000 60,606
寄付活動費 6,650,000 6,359,012
　卒業記念品費 2,400,000 2,304,864
　留学生奨学金給費 1,700,000 1,530,500
　輝く星奨学金給費 550,000 523,648
　大学70周年祝金 2,000,000 2,000,000
運営経費 7,350,000 6,160,114
　事務維持費 4,200,000 3,966,418
　備品費 500,000 403,148
　賃貸費用 600,000 600,000
　事務消耗品費 400,000 362,400
　通信費 100,000 34,773
　電話回線使用料 100,000 83,962
　旅費交通費 50,000 1,840
　会計顧問料 300,000 270,000
　慶弔費 100,000 38,708
　雑費 200,000 136,541
　予備費 800,000 262,324
積立金繰入 6,500,000 6,500,000
　校友会基金繰入 5,000,000 5,000,000
　総会積立金繰入 1,000,000 1,000,000 
　過収返戻金繰入 500,000 500,000 
次期繰越金 432,733 2,381,722

支出合計 40,582,733 39,606,362

負債・正味財産の部
科目 金額

校友会基金 219,132,545
積立金 8,220,155
総会積立金 5,000,000
名簿管理積立金 2,850,155
過収会費返戻金 370,000
活動準備金 2,381,722
負債及び
正味財産合計 229,734,422
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平成28年度　校友会事業報告、会計報告 平成29年度　校友会事業計画 （平成29年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成29年4月末現在）

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

在学生との交流 （平成29年4月末現在）

東 京 支 部 支部長 利根川 正則 090-3572-9564

大 阪 支 部 支部長 湯口　 信壽 072-641-8007

京 都 支 部 支部長 古澤　 昭人 075-722-7162

徳 島 支 部 支部長 野村　 誠也 0884-22-2552

富 山 支 部 支部長 杉本　 博司 080-3744-2816

石 川 支 部 支部長 手塚 志津恵 0761-44-1042

高 知 支 部 支部長 柴岡　 和生 088-841-1939

福 岡 支 部 支部長 北村　 　亨 080-3378-3056

鹿児島支部 支部長 鬼丸　 　宏 099-243-5331

和歌山支部 支部長 三角　 雅彦 090-8234-9863

福 井 支 部 支部長 中野 多郎右エ門 0776-53-2765

兵 庫 支 部 支部長 増田　 雅弘 0797-88-8107

滋 賀 支 部 支部長 木下　 輝明 090-1488-5338

沖 縄 支 部 支部長 金城　 一晋 080-8386-0313

Club HAT’s 会　長 垣見　 和人 090-9696-1618

教 志 会 会　長 平井　 幸郎 090-5623-2850

4月01日㈯ 入学式（大学・短期大学）
2日㈰ 入学式（大学院）

6月 1日㈭ 第12回　会長杯ゴルフコンペ
〈枚方国際ゴルフ倶楽部〉

25日㈰ 和歌山支部　総会・懇親会〈デサフィナード〉
26日㈪ 外国人留学生奨学金授与式（外国語学部・留学生別科）

7月 2日㈰ クラブOB会連絡会・交流会
〈大学内　会議室・ラウンジ〉

8日㈯ 東京支部　第29回「関東地区卒業生の集い」
〈交詢社倶楽部〉

30日㈰ 教志会　H29年度「英語教育実践報告研究会」
〈大学内〉

8月 6日㈰ 福井支部　第5回　総会・懇親会
〈福井フェニックスホテル〉

14日㈪ 徳島支部　第25回　総会・懇親会・阿波踊り
〈ホテルクレメント徳島〉

9月19日㈫ 9月学位記授与式（大学院・大学・短期大学）
10月 7日㈯ 校友会55周年総会・懇親会〈森田記念講堂・リブレ〉

15日㈰ 福井支部　福井国際フェスティバル
〈福井県国際交流会館〉

18日㈬ Club HAT’s　総会・懇親会
〈中之島ソーシャルイートアウェイク〉

21日㈯ 福岡支部　総会・懇親会〈オボルドー福岡〉
11月 上旬　 外大祭　校友会模擬店出店
11月 上旬　 上海支部　総会・懇親会

26日㈰ 兵庫支部　第5回　総会・懇親会
〈神戸メリケンパークオリエンタルホテル〉

12月10日㈰ 和歌山支部　第24回ジョン・ケンドリック杯
小・中学生英語スピーチコンテスト

〈和歌山市中央コミュニティセンター〉
■H30年

3月15日㈭ 学位記授与式（大学院）
20日㈫ 学位記授与式（大学・短期大学）

※事業計画は都合により変更される場合があります。
※役員会・常任幹事会等の会議を除く。

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

平成 29 年 5 月末現在

［少林寺拳法部拳友会OB総会・懇親会］4月22日㈯ 〈豆助〉
［卓球部第9回OB総会・懇親会］5月13日㈯・14日㈰ 〈白浜荘〉
［剣道部剣友会OB総会・懇親会］5月20日㈯ 〈大学内〉
［ソフトテニス部OB総会・懇親会］5月27日㈯ 〈円山公園内「かがり火」〉
［FGC現役＆OB・OG合同総会・懇親会］ 

6月24日㈯ 〈11号館2階 ラウンジ〉
［能楽部OB総会・ゆかた会・懇親会］8月12日㈯ 〈いふじ〉
［ブラジルポルトガル語学科創設50th記念総会・懇親会］10月7日㈯

〈森田記念講堂・リブレ〉※校友会55周年総会・懇親会とともに開催
［ローターアクトクラブOB総会］10月7日㈯〈森田記念講堂・リブレ〉

※校友会55周年総会・懇親会とともに開催
［ドイツ語学科創設50th記念総会］10月28日㈯ 〈大学内〉
［外大能］12月9日㈯ 〈河村能舞台〉
※ 詳細は各ＯＢ会にお問い合わせください。HP でもご案内しています。

会　長 島谷　直見（s51A）
副会長 赤﨑恒二郎（s45A）
副会長 棧敷　雄二（s48A）
書　記 山本　正太（h14A）
書　記 清滝さち子（s51A）
書　記 髙居　佐紀（h02F）
会　計 梅澤　昌嗣（s56F）
会　計 中口　泰幸（s45A）
監査役 山本　　勉 
監査役 岩㟢　嘉男（h07G）
監査役 長者　善高（大学事務局長）

田邉　　肇（s38A） 中辻　政明（s43A）
村井　正博（s45A） 髙橋　榮一（s45A）
北田　　繁（s46A） 前田　正久（s46A）
奥山　沢美（s47A） 神屋　信仁（s47G）
薮内　慶子（s49A） 小林　弘明（s50A）
皆黒　和明（s51A） 宮本　省司（s51A）
利根川正則（s51A） 青木　光子（s52A）
地紙　恵子（s52 I ） 杉本　博司（s53A）
福本　　智（s56A） 木下みゆき（s56H）
加納友美子（s60A） 池田　　稔（s61 I ）
吉田　英子（s63A） 東　　啓治（h02A）
織田三津雄（h15A） 河野　慎也（h20F）
宮本　達明（h20H） 竹原　庸喬（h21G）

■ 校友会役員

■ 常任幹事

平成28年度　校友会事業報告、会計報告 平成29年度　校友会事業計画 （平成29年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成29年4月末現在）

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

在学生との交流 （平成29年4月末現在）
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