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「自然が美しい京都御所」

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）

仙洞御所門前大通り一帯の松。表紙は「閑院宮邸跡の黒松」

　京都御所を訪れたのはまさに「平成」から「令和」の新しい元号
に変わる直前であった。令和元年最初の会報誌を飾るに相応しい場
所は京都御所しかないと思ったからである。いうまでもなく、京都
御所は明治天皇の東京行幸まで、歴代天皇が居住し、公務を執り
行っていた場所である。それゆえ御所内の施設や植栽は御所の尊厳
を損なわないことを前提条件とし、施設の配置がなされ、樹木は常
緑樹と広葉樹が程よく植栽されている。その中に桜や桃、椿、梅な
どの花の咲く木を配している。特に松を公園の景観主体として最重
視し、永年にわたり見事に維持管理がなされてきた。なかでも建礼
門前大通り一帯の松は、御所を象徴する美しい景観を生み出してい
るのである。

　松といえば、閑院宮邸跡の東門前を入ったところにある黒松は、
実に美しい。撮影したときは松の花が咲き始め、美しく伸びた枝葉
はまるで狩野派や円山派の襖絵を見ているようである。御所内で目
を引く松やクスノキの大樹は人間の数十倍の寿命をもつ。おそらく
江戸、明治、大正、昭和、平成と生き抜いてきたに違いない。いや、
それ以上かもしれない。そしていま平成から令和になり、新しい時
代を力強く生きようとしている。
　さて、新しい「令和」の時代、今まで以上に社会も自然もめまぐ
るしく変化していくに違いない。自然が素晴らしい京都御所の景観
も、1200年の歴史をもつ古都京都に相応しい格調高い憩いの場所と
して、いつまでも変わらぬ美しさを見せてほしいものである。



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

はぐくむ

見上げるほどに、4 号館がきらきらと太陽の光
を浴びて輝いています。一階のガラス張りの学舎
の中には、学生たちの様々な顔がすぐ近くにあり
ます。『友人と語らう抜けるような笑顔』『共に食
事する寛ぎの笑顔』『勉学に勤しむ真剣な眼差し』

『パソコンを見つめる興味の瞳』。
そこは、日本人学生と海外からの留学生との交

わりの場でもあります。
大学に通いながら、日常的に学内留学が体験でき
る大学「京都外国語大学」。

昨年度新設された「国際貢献学部」、2020 年
度に開設されるロシア語学科、この新しい学部・
学科の誕生により京都外大の国際性が大学内外で
益々クローズアップされています。大学はまさし
く大きく動いています。
「人とひと、心とこころを繋ぐ…」

代々引き継がれる校友会のモットー。そこには校
友会が繋ぐ３本の糸が確かにあります。校友会・
大学・在学生の３本の糸。それぞれの糸をしっか
りと繋ぎ結んでいく事。これは、校友会にとって
大切な活動の基本であり使命でもあります。

昨年度は、将来校友会員となる在学生への校友
会活動を心に留めて参りました。その具体的な形
として、新たな在学生への経済支援体制を実施す
ることになりました。
海外からの留学生を支援する「校友会外国人留学
生給費奨学金制度」、また個々の更なる将来をしっ
かりと見据えた学生に授与される「輝く星となる
学生給費奨学金制度」。

この既存する二つの校友会奨学生制度に加え、新
たに「校友会　併設短期大学推薦編入学試験　入
学検定料助成金制度」が実施されます。

短大生の向学の精神を育てるお手伝い、同時に
校友会の存在と活動内容を在学生に広く知って頂
く為の支援体制となります。さらに、校友会・大
学・在学生の 3 本の糸を一本にしっかりと繋ぎ、
纏める活動を目指します。

校友会事務局へは、今日も国内海外の卒業生か
らの様々な便りが届いています。
世界各国・国内各分野で活躍する報せ、個々の大
学を懐かしむ声、大学時代の友人との繋がりを求
める声。同窓会開催方法の問い合わせ。

様々な声・顔・姿と共に校友会の３本の糸はしっ
かりと結ばれていると強く感じます。

校友会は常に卒業生の皆さまと共に、皆さまの
近い存在でありたいと願います。

平成最後の「おつかれ様会」

拡大常任幹事会
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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

いま一度
創立者を思い描いて
百年に続く歴史へ

まずもって、校友会会員皆様の母校への変わら
ぬご厚情に、心から感謝申し上げます。引き続い
て、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方のご活躍とご健勝を衷心
よりお祈り申し上げます。

ご存知のように、本学園は、皆様からの過分な
るご高配を賜り、おかげさまで、2017 年の学園
創立 70 周年時にはキャンパスの新しい顔となって
おります 4 号館の完成を見、翌 2018 年には外国
語学部に次ぐ 2 番目の学部として国際貢献学部の
開設、そして来年 2020 年には外国語学部 10 番目
にあたるロシア語学科の創設へと続き、これで大
学はようやく外国語大学としてほぼ完成の形を迎
えようとしております。これ偏に、皆様方の母校
にたいする熱い思いの賜であり、1947 年の建学
以来、創立者森田一郎・倭文子の先見的かつ高邁
な志を引き継ぎ、「社会が必要とする総合学園」を
目標に歩を進めてきた私たちの成果たるものであ
ります。

グローバル時代になり、人も考え方も新しくなっ
ていますが、どんな時代になろうとも私学にとっ
て変わってはならない、変えてはならない、決し
て忘れてはならないことがあります。それは、創
立者の心と、創立者が歩んできた道（歴史）であ
ります。創立者のことを知らない人が増えてきて

いますが、いま一度、創立者を思い描いて、初心
に立ち返ってこれからの百年に続く道へと進んで
まいりたいと考えています。

大学を取り巻く社会状況はますます厳しくなっ
てきていますが、京都外国語大学の伝統である対
話と実践を重ね、全員が誇りを持って本学の明る
い未来に向けて前進し、社会の期待に応えていか
ねばなりません。そのために粉骨砕身努力してま
いりますので、どうか今後とも引き続いて何卒よ
ろしくご指導のほどお願い申し上げます。

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、私の挨拶とさせていただきます。

ロシア RANEPA 大学学長と

02



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支援を賜り、
厚くお礼申し上げます。

近年、数多の自然災害や異常気象により、日本
各地で激甚な被害が発生しています。2018 年は、
西日本豪雨や北海道胆振東部・大阪府北部での地
震、全国規模の記録的な猛暑など、我が国が災害
大国であることを改めて思い知らされた一年とな
りました。今もなお困難な生活を余儀なくされて
いる被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
多くの訪日外国人を迎える国際社会の玄関口であ
る関西国際空港では、台風直撃による高潮で滑走
路などが浸水し、留学を予定していた本学の学生
や海外からの留学生にも多大な影響が生じました。

「天災は忘れた頃にやってくる」という有名な戒め
の言葉がありますが、今や「忘れる間もなく」矢
継ぎ早に発生しているという印象を禁じ得ません。

本学には、「他者の力になりたい」「地域社会の
発展に寄与したい」という貢献意欲の強い学生が
多く、国の内外において被災地への物資の調達や
復旧作業、被災者の心のケア、また諸外国の都市
部と農村部における教育格差を縮めるための活動
など、様々な形での支援を自発的に行っています。
他者の心に寄り添い、自身にできることは何かと
自問し、行動に移す進取の精神は、今日に至るま
で先輩から後輩へ脈々と受け継がれ、この先も後
進へとバトンが渡されていくことでしょう。

本学は、学生の発意や熱意を尊重し、彼らの活
動を支える知の拠点として、教育内容や学習環境
の拡充に注力しております。2017 年の 4 号館の改
築をはじめとして、2018 年 4 月には「国際貢献
学部」を新設し、現在は 2020 年の「ロシア語学
科」開設に向けて教職員が一丸となり、準備を進
めております。本学が今、ロシアという国に着目
した背景には、2018 年に「ロシアにおける日本年」

「日本におけるロシア年」と冠した事業が開催され
たように、ロシアが日本において存在感と影響力
を高めていることにあります。2003 年には年間
4 万人台であった訪日ロシア人の数が、15 年後の
2018 年には 9.5 万人とおよそ２倍に増加している
ことから、ロシアにおける日本への注目度の高ま
りもうかがえます。ロシア語ならびにロシア語圏
の社会や文化を学ぶ環境を整えることは、外国語
大学として国際社会へ大きな役割を果たすものと
確信しております。

今後、学園のさらなる発展を目指し、教職員一
同邁進してまいりますので、卒業生の皆様には、
引き続きご理解とご支援をお願いするとともに、
皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げま
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

他者の心に
寄り添う
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Contribution
寄稿文

目指すは、以心伝心

京都外大と私

公認会計士そして税理士として、会計事務所を始
めて4年目になります。

在学中は、英語を使った仕事に就きたいという一
心で、公認会計士や税理士という職業を意識すらし
ませんでした。

卒業後、運よく、運搬機械メーカーの海外事業部
に拾って頂き、頻繁に海外出張をさせていただきま
した。ある時、海外の公認会計士の方とお会いした
ことがきっかけで、会計の世界に足を踏み入れるこ
とになりました。

公認会計士や税理士と聞い
て、その仕事は、会計のチェッ
クをすることや、税金の書類を
作成することを思い浮かべられ
るかもしれません。もちろん、
これらも大切な仕事の一部で

す。しかし、私が
一番大切にしてい
ることは、経営者の方との何気ない会話から、経営
上の問題点や改善点を察知し、具体化することです

（まだまだ、理想像ですが…）。この仕事をさせてい
ただいて、「経営者の方は孤独なんだなぁ。」とつく
づく感じます。そんな孤独感を和らげることができ
る公認会計士・税理士になりたいと思っています。

86年ドイツ語学科卒業の村松と申します。
現在、エールフランスKLMオランダ航空、成田空

港副支店長として、航空機の安全、定時制、サービ
スの向上に日々努めております。

また成田空港航空会社運営協議会の議長も務めて
おり、成田空港に乗り入れる89の航空会社の代表と
して、空港会社、国交省等の役所との交渉、調整役
を仰せ付かっています。

在学中は、アメ民ことアメリカ民謡研究会に所属
し、音楽に明け暮れていました。

２回生の夏の事、当時英米語学科で教鞭を執られ
ていた小谷先生が、音楽を演奏して米国を横断する、
FARというホームステイプログラムを企画・引率さ
れ、私達はアメ民からバンドとして参加しました。

私にとって初の航空機搭乗、海外渡航、ホームス
テイであり、スケールの大きさ、総ての体験に強い

イ ン パ ク ト を 受
け、後の私の行方
を 左 右 す る 事 に
なったのではない
かと思います。

就活を迎え、常に海外と関わり外国語を駆使する
仕事に就きたいと思い、現在の職に就いたのです。

航空業界にて、外大卒業生によくお会いします、
他の総合大学と違い、規模の小さな外大卒業生なら
ではの親近感を感じるものです。

前田　恵美　h10 年度英米語学科

村松　安　s60 年度ドイツ語学科

PROFILE ／前田恵美（まえだ　めぐみ）

PROFILE ／村松　安（むらまつ　やすし）　

・1999年　英米語学科卒業。
	 同年運搬機械メーカーの海外事業部入社。
・	公認会計士試験合格後、監査法人　国際部入所。多様な規模の法
人監査、英文財務諸表監査、コンサルティング、デューデリジェ
ンスに従事。

・	その後、小売業の会社にて、法務・財務に従事。会計事務所にて
税務申告に従事。

・	2016年より会計事務所開設。現在は、コンサルティング、税務申
告、非営利法人監査、講師等を行っている。

1986年	 日新エアカーゴ（株）	入社
1988年	 大韓航空、大阪空港支店	入社
1997年	 KLMオランダ航空	関西空港支店	入社
2002年	 同、関西空港支店長就任
2007年	 	エールフランスKLMオランダ航空、成田空港支店、副支

店長就任、現在に至る。
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初代総長が学内に創られたロータリークラブ青少
年団体に在学中所属し、老人ホームの慰問など仲間
達と奉仕活動に熱中した日々…。「人に喜んで貰える
ことが、自分の性に合った最大の喜び」である事に
気付き、卒業後、京セラ（株）に入社。新素材を使っ
た日用品の販路開拓をはじめ、世界に先駆けた次世
代の焼物、玉器（ぎょくき）の啓蒙活動、天然宝石
が枯渇する中、地球に代わって育てたピュアな人工
宝石の販売など、人に夢を与え心を豊かにしたいと
いう京セラ創業者の思いのもと約33年間チャレンジ
して参りました。学びを生かし55歳でシニア起業、
本年に還暦を迎えます。今思うに、在学中「人に喜

んで貰えること…」の自分への気
付きも、部活の仲間達と将来の夢
を夜を徹して語り合えたことも、
中島先生の国際関係論ゼミだけ

は必死になって論文作
成したことも、また社
会人となって、美濃部先生ご夫妻にご媒酌の労をお
取り頂いたことも、全てが人生の糧に繋がっており
母校愛の源となっています。人生100年時代、仕事
を通じて、微力ながら社会貢献に勤しんで参ります。

人生100 年時代の基礎を学んだ母校

辞書と歩んだ英語研究

私は高校生の頃から英語の文法・語法研究や辞書
に興味があり、学部を卒業後、大学院に進んだ。大
学院の時に、財団法人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
大学大学院に留学する機会を与えていただいた。大
学院を修了して、いくつかの大学の非常勤講師を務
めた後、1989年に島根大学、2000年に徳島大学、
2010年に広島大学に赴任するが、学部４年生の終
わり頃から辞書の執筆に関わる機会を得〔『ジーニア
ス英和辞典』（大修館書店、1987）〕、その間、『英
語基本形容詞・副詞辞典』（研究社出版、1989）、

『ニューセンチュリー和英辞典』（三省堂、1991；第
2版、1996）、『ジーニアス英和大辞典』（大修館書店、
2001）などに関わった。2003年には、赤野一郎先
生（京都外国語大学名誉教授；写真右）とともに、コー
パスを使った日本初の辞書である『ウィズダム英和

辞典』（三省堂）を編
集し、2007年に第2
版、2013年に第3版
と版を重ね、2019年には第4版（写真）を上梓する
ことができた。今後も、日本の英語教育に貢献する
ことができればと願っている。

上水樽　文明　s56 年度英米語学科

井上　永幸　s56 年度英米語学科

PROFILE ／井上永幸（いのうえ　ながゆき）

1982年	 英米語学科卒業
1983～1984年　米国州立サンフランシスコ大学大学院留学
1985年	 外国語学研究科英米語学専攻修了
1985～1989年　京都外国語大学非常勤講師
1989年	 島根大学教育学部専任講師
1990年	 島根大学教育学部助教授
1993～19	94年　文部省在外研究員
　〔バーミンガム大学・ノルウェー人文科学電算処理センター〕
2000年	 徳島大学総合科学部助教授
2004年	 徳島大学総合科学部教授
2010年より広島大学大学院総合科学研究科教授

PROFILE ／上水樽文明（うえみずたる　ふみあき）

・	1982年　英米語学科卒業（ローターアクトクラブ所属）。京セラ
株式会社入社。入社以来33年間、主に宝飾応用商品事業部に在籍。
東京外商営業責任者、クレサンベール銀座店店長、新陶芸営業部
責任者等に携わる。

・2014年6月　55歳を機に京セラ株式会社退職。
・	2015年4月　東京銀座を拠点に合同会社オフィスTARUを設立。
ジュエリー・生活雑貨の企画及び販売、イベント&催事の企画運
営を開始、現在に至る。

〈所属団体他〉
・佐倉中央ロータリークラブ　国際ロータリー第2790地区
　2018～19年度地区幹事
・東京商工会議所　・京橋法人会　・京セラ敬愛会
・東京ブランドアクションパートナー　・鹿児島県出身
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外国人留学生給費奨学生（平成 30年度）

京都外国語大学で勉強して今月で3ヶ月ぐら
いになりました。最初は、わからないことも、
難しいことも多くありまして大変でしたが、今
は学校生活も授業もどんどん慣れるようになり
まして、毎日楽しい生活を過ごしています。ま
た、今回頂いた奨学金で楽になった生活の中で

これからもっと勉強に集中できると思います。
もっと誠実な学校生活で4年後には私が達成し
たいことを全部達成した学生になりたいです。
この度、私を校友会奨学生として採用してい
ただき、誠にありがとうございます。
イ　ハンソル（日本語学科　2年次生）

今回は京都外国語大学校友会の外国人留学生給費奨学生をい
ただくことになり、心より感謝しております。今後も校友会奨
学生として規程などを守り、まじめに勉学に励みたいと思って
おります。本当にありがとうございました。� ソウ・テイテイ（留学生別科）

この度、校友会奨学生に採用していただきまして、大変光栄
と存じます。心よりお礼申し上げます。これからも奨学生とし
ての誇りを忘れずに勉強に励みたいと思っております。
� タン・シャーメイン�ミン（留学生別科）

留学中の中国人として、校友会給費奨学生に
採用して頂き、誠にありがとうございます。大
変光栄に思います。入学以来、漢文学の授業に
興味を持ちまして、益々学びたいと思っている
のですが、知らない言葉が多く、辞書を引くの
は大変時間がかかるので、電子辞書を使用した

いと思いました。頂いた奨学金は漢文学の勉強
のため、国語電子辞書を購入させていただきま
す。奨学生としての自覚を持ち、大学生活に悔
いを残さぬよう一日一日を大切に過ごしていき
たいです。重ねてお礼申し上げます。
チョウ　ヒゴウ（日本語学科　2年次生）

この度、校友会給費奨学生に採用していただ
いて誠にありがとうございます。今回の奨学金
は生活費と必要な本の費用として使わせていた
だきたいと考えております。今年度もより一層

の努力と熱意を持って勉学に励みますのでよろ
しくお願いいたします。本当にありがとうござ
いました。
ショウ　レイマン（日本語学科　3年次生）

この度は、校友会の奨学生として採用してい
ただき、誠にありがとうございます。このよう
な機会を頂けたことは、経済的な不安を軽減さ
せ、一貫して勉学に取り組める大変有り難いも

のと存じております。今後は、支援してくださっ
た方々のご期待に応えられるよう、より一層精
進して参ります。
リン　ジュンパイ（日本語学科　3年次生）

この度、校友会給費奨学生に採用していただ
き、誠にありがとうございます。お陰様で、資
格勉強などに取り組むことができ、充実してい
る学生生活を過ごしています。今後も皆様から

のご恩を忘れず、社会に役立ち、国際友好に貢
献できる者になれるように努力します。

オウ　イツブン（日本語学科　4年次生）

今回は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。本当にうれしいです。
校友会の皆様のおかげで生活費に充てること
ができて、アルバイトを減らし、勉強の時間に
充てることができるようになりました。私は続

けて日本語資格の試験を挑戦しようと思って、
将来は通訳者になりたいです。将来の夢に向
かって日々精進していきますので、ご支援のほ
どよろしくお願いします。
ライ　エンセイ（日本語学科　4年次生）

「 校 友 会 奨 学 金 授 与 」慶 び の 声

外国語学部

留学生別科

祝
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この度、京都外国語大学校友会「輝く星とな
る学生」の奨学生に選ばれ、その栄誉に感激す
ると共に、身の引き締まる思いです。今後は、
皆様方のご期待に添えるよう、一生懸命残され
た学生生活で勉学や課外活動に取り組んでいく
所存でございます。そして将来は、私の夢であ

るグランドスタッフとなり、今まで学んできた
語学を生かして、日本の良さを世界に伝えなが
ら発展していける存在になれるように精進して
参ります。

横田　礼菜（英米語学科　4年次生）

自分の努力が認められ、大変嬉しいです。
自分が進む道に対しての自信が付き、今後の
勉強や様々な体験するであろう事に対して意
欲が湧きました。派遣留学のアイルランド行
きが決まり、春には台湾セミナーに参加して
中国語を学んできます。今後、様々な場所へ

足を伸ばして自分の知識を増やし、成長して
いきたいと考えています。まだまだ目標に向
けて励まなければならない事や課題があるた
め、日々努力を積み重ねていこうと思います。

土佐　真理子（英米語学科　3年次生）

この度は、「輝く星となる学生」に選ばれて
大変光栄に思います。他の在校生とは劣る経
歴を持っている私ですが、輝く星となる学生
に選ばれたことにより私自身の今までの経験
が認められたように感じ、自分に自信がつき
ました。それと同時に、これからの課題も見

つかりました。今回選ばれたことを誇りに思
い、これからの学生生活において今までの経
験を活かすのはもちろんのこと、目標に向かっ
て益々邁進していきたいと思います。

安井　彩乃（フランス語学科　3年次生）

この度は、校友会給費「輝く星となる学生」
に採用していただき誠にありがとうございま
す。
私は現在、ブラジルのサンパウロ州にある

アルモニア学園という学校で日本語の授業の
お手伝いや剣道、阿波踊りを広めるためにポ

ルトガル語での研修を行っています。
この奨学金を頂いた誇りを胸にブラジルで
の研修活動を最後まで精一杯頑張ります。
今後も日本とブラジルとの架け橋となれる
ように努めて参ります。
川田　航大（ブラジルポルトガル語学科　3年次生）

この度、京都外国語大学校友会「輝く星と
なる学生」給費奨学生に採用していただき、
誠にありがとうございます。私は、日本での
留学時間を活用したくて、日本語と日本の文
化をしっかり理解、勉強し、いつか日本語教
師になって、中日関係の架け橋として、この

奨学金の名前の通り、世界の何処かで輝きた
いと思います。奨学金のおかげで、勉学する
時間が必ず増えて、夢を叶える強い力になる
と思うので、諦めず頑張りたいと思います。

ロ　セツジ（グローバルスタディーズ学科　2年次生）

「 校 友 会 奨 学 金 授 与 」慶 び の 声
「輝く星となる学生」奨学生（平成 30年度）
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在学生からのメッセージ

外務省専門職員になりたくて、この外
大に入学しました。そのために入学当初

からイギリス留学を考えていました。初めはあまり点
数を取れなかったTOEICも今回は830点を取ることが

できました。3年の秋からは派遣留学でイギリスに行
くことに決まりました。ロンドン大学アジア・アフリ
カ研究学院で国際政治について学び、他の地域から見
た東アジアを研究してみたいです。夢を叶えられるよ
うに残りの２年間も努力を重ね、挑戦していきます。

私は高校生の時に1年間南米のチリへ
留学していました。その留学での知識を

さらに伸ばし、将来につなげていきたいという一心で
外大に入学しました。様々なことを体験し、挑戦しよ
うとしていた2018年には、南米へ一人旅行をし有名

なウユニ塩湖を観光、秋には全国スペイン語弁論大会
への出場、そしてスペイン語の語学レベルを国際的に
認めている検定であるDELEに合格もしました。本学
で学んだ外国語の知識だけではなく、多くの課外活動
で得た知識を生かし、本学卒業の先輩方のような世界
に貢献できる人材として成長したいと思います。

私のフランス語のモチベーションは学
科行事と共にありました。スタッフとし

てフランス語ウィークや弁論大会などの行事に参加す
ることで新しい知識を身につけ、新たな発見があり、

そしてもっと多くのことを知りたいという好奇心に私
は動かされてきました。また、サークルや部活に参加
していない私にとって行事は同学科の上級生や下級生
と話し合える貴重な時間でした。四回生にはなります
が可能な限り多くの行事に携わっていければ幸いです。

ドイツとドイツ語に魅了され、夢中に
なって学び続けた学生生活でした。文科

省「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」へ
の合格や全日本学生ドイツ語弁論大会での準優勝を経
験し、自分自身の成長を実感できた場でもありました。

本学でドイツ語に出会い、人生を変えるような学びや
経験をも得ることができたことを誇りに思います。今
後も自らの可能性に踏み出し、挑戦を続けてまいりま
す。ありがとうございました。

入学した当初、約10年ぶりに教科書
を開く学生生活には不安もありました。

しかし2年次には派遣プログラムの支援を受けブラジ
ルに留学、言語はもちろんの事日本との違いに毎日学
ぶことばかりでした。

本学では先生方との距離も近く、ナショナルウィー
クや弁論大会、新入生オリエンテーションなどイベン

トの際にはスタッフとして声を掛けていただくことも
あり、嬉しく思うと同時にとても勉強になります。

現在は学んだ事を生かせるようキャリアセンターの
方々の力を借りながら就職活動をする日々です。　

社会人枠を通して、もう一度学習する機会を下さっ
た本学に心から感謝いたします。

中国語の勉強も、教育の勉強もどちら
もしたいと思い、両方ともできる京都外

大に入学しました。中国語の授業はレベル別に、少人
数に分かれていたために入学した時より会話のスキル
やリスニング力が格段に上がり、HSKや中国語検定、
C-TESTなど様々な検定試験にも挑戦し、合格するこ
とができました。

教職の授業では教育についてはもちろん、英語や中
国語の指導法なども個別でアドバイスがもらえたり、
さらに学校図書館司書の授業も受講し、様々な方面か
ら教育について勉強することができました。

したい勉強ができた４年間になりました。多くの先
生方にご指導していただき、とても感謝しています。

牧　風花 （英米語学科　3 年次生）

谷島　健介（スペイン語学科　4 年次生）

坂本　清成（フランス語学科　4 年次生）

山地　優衣（ドイツ語学科　2019 年 3 月卒業）

三宅　直美ステファニー（ブラジルポルトガル語学科　4 年次生）

山西　慶香（中国語学科　2019 年 3 月卒業）

Message
在学生からのメッセージ
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｢外国人に日本語を教える仕事｣ に憧
れて入学し、在学中は海外日本語教壇実

習に参加させて頂き、2つの国で大学生と中学生に日
本語を教えることが出来ました。また、日本国内では、
TLJでSkypeを通して海外の学生に日本語を教えたり、

短期留学の学生のアシスタントになったりと、国際交
流をたくさん経験出来た学生生活でした。卒業後は、
これらの経験を活かしていきたいと思います。たくさ
んの経験の場を与えて下さった先生方、家族、友人に
心から感謝しています。

私は3回生の秋に半年間イタリアに留学
しました。「ありがとう」に「とても親切

ですね」という言葉を添えるなど、イタリア語って素敵
だな、真似したいなと感じることが沢山ありました。日

常の些細なことが新鮮で、印象的でした。人との接し方
の引き出しが増えたように思います。また、この半年間は、
日本の歴史や政治に関する自分の知識不足を痛感した期
間でもありました。もっと深い会話ができるよう、語彙
と知識を増やすことが、私の4回生の課題です。

英語で国際問題を学びたい。その気持
ちで本学に入学してからもう2年が経と

うとしていることに時の流れの速さを感じます。
国際問題の中でも中東の難民問題やテロ問題に興味

を持った私は、第二言語でアラビア語を選択しました。

本学に入学したからこそアラビア語への理解を深めら
れ、イスラーム世界への知識も増えました。

国際教養学科の専門分野である国際関係とアラビア
語の授業で学んだ知識を活かし、平和を実現するため
世界に貢献できる人間になるべく、残り半分の京都外
大生としての生活を送っていきたいです。

僕は京都外国語短期大学に入学してから
の2年間で、様々なことを体験したり学ば

せてもらったりしました。まず初めに言いたいのは、短大
は夜間制だということです。小中高と朝から夕方まで学校
で勉強というスタイルではなく短大は夕方から夜まで学
校で勉強なので、高校までの頃の生活に比べると、短大
に入ってからの生活は大きく変わりました。最初は慣れな

かったですが、朝が弱い僕にはとても良い環境でした。
また授業時間も他大学より10分長かったり、大学独特

の勉強方法「多読」やTOEIC対策など、今までにない新
しいことだらけで、とてもワクワクしました。また、高校
までになかったサークルなどが多くあり、大学生活はとて
も新鮮で、学習するのにとてもすばらしい環境だと感じま
した。

どんな学生生活が待っているのだろう
とわくわくで入学した私ですが、そこ

に待ち受けていたのは大きな壁でした。オールイング
リッシュの授業についていけず、初めの数か月は必死
で、自分の英語力にも不安でした。しかしこの一年、
JUEMUNやAsian Youth Forumに参加し、英語力を
磨くチャンスを頂きました。また3月には、ハビタッ

トを通してカンボジアでボランティア活動をし、今後
の学業に活かせられるものがありました。

この一年でこれほどの経験、仲間ができたのは、私
を支えてくれた周りの方々のおかげです。この感謝の
気持ちを忘れず、日々精進し、より成長した姿を見せ
られるよう頑張ります。

1年次には、授業で伏見稲荷大社や福
井県あわら温泉へ行き、現地調査を行い

ました。そこで、「なぜ？」という視点をもって観光地
を巡ると、気づかなかった魅力や課題点を新たに発見
することができました。また、京都の社寺で訪日観光

客に英語でガイドする「フリーガイドクラブ」でも活
動してきました。２年次では、学部の必修プログラム

「コミュニティエンゲージメント」で、グアムの旅行会
社にて就業体験をさせていただきます。実務を通して
英語力を磨きながら、現地の観光業が抱える課題につ
いて考え、解決策を提案したいと思っています。

山本　紗也香（日本語学科　2019 年 3 月卒業）

藤本　葵（イタリア語学科　4 年次生）

谷　実結（国際教養学科　3 年次生）

井上　雄大（キャリア英語科　2019 年 3 月卒業）

中右　麗奈（グローバルスタディーズ学科　2 年次生）

佐野　香織（グローバル観光学科　2 年次生）
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「輝く星となる学生」
奨学生の今…

まず初めに、在学中に「輝く星となる学生」
奨学生に選んでいただき、心より感謝してお
ります。奨学金は、オックスフォード大学大
学院の学費の一部に充てさせていただきまし
た。オックスフォードでは社会学を専攻し、
世界中から集まってきた学生達と切磋琢磨し
ながら日々学業に励みました。2018年11月に

同大学院を無事卒業し、4月から外資系総合コ
ンサルティング会社にて働きます。京都外国
語大学およびオックスフォード大学大学院で
培った語学力・問題解決能力・コミュニケー
ション能力等を活かし、更に努力を重ねて、
社会に貢献したいと思っております。

私は、京都外国語大学を卒業後、憧れだっ
たアパレル企業へ総合職として就職しまし
た。入社後は、半年間の研修期間があり、４
カ月ほど販売員を経験しました。お客様との
コミュニケーションを通して、「お客様の立
ち場に立って考える」ということの大切さを
実感しました。研修期間を終え、10月から本
配属となり東京で勤務しています。現在はグ
ループブランディング事業に携わっています。

事業内容はアパレルに限らず、とても幅広い
ので毎日学ぶことが多く新鮮です。主に、メ
ディア媒体に対してお洋服を貸し出す「プレ
ス」という業務に関わらせていただいていま
す。「輝く星となる学生奨学生」に選んでいた
だき、憧れのお仕事につくことができました
ので、充実した毎日を送ることができていま
す。感謝を忘れずに、今後も取り組みたいと
思います。

「輝く星となる学生」に選ばれ、早７年が経
ちました。在学中1年間休学し夢であった外
交官試験へ挑戦しました。結果は不合格でし
たがその過程を評価頂き、現在の職場に就職
しました。
１年目は北南米地域、２年目はアジア地域、
３年目はそれに加え中東地域を担当していま
す。現在の仕事内容は各国の補助制度を用い
た提案スキームの構築、ODA案件、日系企業

向への提案等を行っています。
再生可能エネルギーの普及に従事し世界的
課題である環境問題に直接貢献することがで
き刺激的な日々を過ごしています。
今後の目標は専門性をより一層深め、「世界
で通用する人材」になることです。京都外国
語大学のモットーである「言語を通して世界
の平和」を実現すべくこれからも精進したい
と思います。

阿武　美希（h28年度　英米語学科卒業）

小前　朱美佳（h29年度　国際教養学科卒業）

竹下　智晃（h26年度　国際教養学科卒業）
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■平成30年度・第６回福井支部総会・懇親会・新卒者歓迎会の開催
福井支部第６回総会・懇親会・新卒者歓迎会が昨年８月５日（日）福井フェニッ

クスホテルにおいて開催されました。今年は藤田・宮川会員コンビの英語機内
アナウンス風司会で始まり「福井の味覚ホテルランチ」と南米民族楽器・アル
パ演奏を楽しみました。県内唯一のアルパ奏者野田郁美さんの「コンドルは飛
んでゆく・花祭り」などを堪能し、その後38名の参加者全員の自己ＰＲや、特別参加の京都外大国際文化資料
館南先生と「熊カフェ」スタッフの門脇さん（仏語2回生）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、毎年「総会・懇親会・新卒者歓迎会」「福井国際フェスティバ
ル参加」「REINAN国際交流の集い参加」を実施しています。

■平成30年度総会・交流親睦会の開催
支部創設８回目の総会は、７月８日（日）11時から、万葉集にも詠まれた景勝地「和

歌の浦」の近くにあるレストランカフェ「デサフィナード」において開催されました。
総会後の交流親睦会では、恒例の音楽演奏会を実施し、今回は木の
ぬくもりを感じる柔らかで素朴なマリンバの音色と素敵なピアノ演
奏を楽しみました。また、日米協会100周年を記念して創設された第一回金子堅太郎賞を授
賞された藪添泰弘さん（S41卒）への記念品贈呈が行われました。昭和40年度卒業生から
平成29年度卒業生まで出席者全員が近況を述べ、和やかに親睦を深めました。

高知支部は1998（平成10）年２月14日の支部設立総会から数えて本年で21周年を迎えています。２年に
一度を定期に総会・懇親会を催し、その第11回目を昨年６月に高知市内の「ホテル日航高知旭ロイヤル」で催
しました。京都からは大学関係者・校友会本部役員の参加、大阪・石川からも参加いただきました。おかげを

持ちまして、和やかに笑顔があふれる元気な校友の輪ができました。
また、高知支部では総会以外に夏７月と冬１月に会員・支部役員の
懇親会をしていますが、昨年は夏は行わず、今年１月に冬の懇親会（新
年会）をしました。昨年６月以来の再会やら久しぶりのお顔を合わ
すよい機会となりました。今年７月、納涼懇親会を計画しています。
高知支部会員の皆さん、ぜひ交流の場にご参加ください。

支部長 柴岡和生　s48 年度英米語学科高知支部

■�校友会東京支部主催「関東地区卒業生の集い」に参加されませんか？
�2019年6月22日（土）�12:00 〜 14:30�於東京銀座・交詢社倶楽部

「つなげる つながる 卒業生の絆と外大文化」をビジョンに掲げ、誰もが気軽に集え
るネットワーキングレセプションを毎年開催しています。「大学と校友会と現役学生」

の三者連携に向け、東京支部もその推進役を担いたいと考えます。大学は今、国際貢献
学部やロシア語学科の新設など大変注目されています。東京支部でも、自主グループ
“Global Study Workshop （GSW）”を立ち上げました。情報交流のプラットフォームと
して、互いの人生を応援し母校に貢献しよう！という思いがその動機です。また、東京
支部では「KUFS 総長杯ゴルフコンペ」も開催しています。

東京支部

和歌山支部

支部長　利根川正則　s51 年度英米語学科

支部長　三角雅彦　s57 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

総長杯ゴルフコンペ

卒業生の集い
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2018年9月28日、支部役員・卒業生、各支部役員、校友会役員、大学教職員など43名の参加を得て、第2回支
部総会・懇親会を開催しました。総会では、幼稚園園児を対象とした英語実践教育体験、懇親会ではびわ湖の環境
保全になくてならないヨシのよし笛演奏を聴きながら友情を深めました。支部では年間、定例役員会3回、拡大役員
会１回、びわ湖研修と歴史文化ふれあい研修を1回実施すること
で、3年毎に開催する総会への準備としています。

行動目的は支部規約で次のように定めています。滋賀地域に在
住する会員相互の親睦と情報の共有を図り、地域の外国語教育へ
の貢献、地域の歴史・文化・伝統の継承と多言語による情報発信、
びわ湖の環境保全に貢献することを目的として定める。

富山支部の前身は富山県人会として1964年より毎年交流をしておりました。1995年に校友会本部より富山支部
としての承認を得まして、2年に一度8月中旬に総会・懇親会を開催しております。総会のない年は富山県人の集い

を同じく8月中旬に実施して、毎年交流を図っております。福井支部、石川支
部をはじめとして他の支部との積極的な交流を致しております。平成30年8
月18日実施致しました第12回富山支部総会・懇親会は森田嘉一総長・理事
長ご出席の下、盛会に開催されました。総会・懇親会や富山県人の集いには、
新卒の方々、短大、大学や大学院の在学生の皆さんを招待して、活動の幅を広
げております。当日はベビーシッターも会場におりますので、お子様連れの
方々にも安心して参加頂けるようにしております。富山県にゆかりのある方々
はもとより、富山に関心のある方々も大歓迎です。今年も富山県人の集いを8
月中旬に開催致します。多数の皆さまのお越しをお待ち致しております。

観光業界に勤務する2,000名を超えるOB・OGの登録者数を有するクラブハッツ
の昨年の親睦会は92名の参加者を迎え、10月10日に大阪中之島で開催しました。

観光業界ならではの喜びや苦労を共有できるメンバー間の「親睦」と「学び」の
要素を盛り込み、メンバーの今後のキャリアの一助になることを目的とするクラブ
ハッツは、今親睦会でナニワのカリスマ添乗員としてメディアでも有名な平田進也
さんを講師に迎え、観光業界に魅力の神髄に迫るお話を披露して頂き、質疑の飛び
交う活発な時間となりました。

■京都外大校友会徳島支部は「阿波踊り」でアピールしました
徳島支部第26回総会・懇親会は2018年８月14日（火）に、ホテルクレ

メント徳島で開催されました。大学より由井副学長、中嶋後援会会長、島谷
校友会会長、長者事務局長等をお招きして、ハワイアンやラテン音楽をBGM
にして楽しく愉快に語らい、学生６人を含めた52人の参加者は、万歳で懇
親会を終了。夕方からは「京都外国語大学」の提灯を持って、市街で踊りま
した。今年の夏も８月14日の14：30から懇親会です。

徳島支部 支部長　野村誠也　s48 年度英米語学科

支部長　杉本博司　s53 年度英米語学科富山支部

支部長　木下輝明　s41 年度スペイン語学科滋賀支部

会　長　垣見和人　h3 年度中国語学科Club  HAT ’s
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教志会では、毎年教育実践報告研究会を開催しております。全国各地域で教育
関係の仕事に携わる先生とネットワークを築き、教育を取り巻く様々な情報交換
また教育実践の場としています。

平成30年度は、本学 相川真佐夫教授の講演「海外短期研修─その効果を考え
る─」、名古屋経済大学高蔵高等学校 乗松孝俊先生から現場での取組の報告、兵
庫県立香住高等学校 安藤洋之先生から青年海外協力隊での経験、京都府総合教育センター指導主事 大槻裕代先生か
ら「主体性、発信力を重視した教育の実践」をテーマにお話をしていただきました。

今年度も夏に研究会を開催します。各地域で活躍される先生方の参加をお待ちしております。

平成30年10月12日金沢兼六園に隣接する ｢さくら亭｣ にて石川支部総会・懇親会を開催しました。
当日は、森田理事長にはお忙しい中、東京より金沢入りしてのご出席を始め、本学からは4名の方々、本部からは

島谷会長をはじめ3名の方々、他支部からは大阪支部、高知支部、福井支部、富山支部と遠方からたくさんの方々の
ご出席をいただき、2名の支部会員のキャンセルがありましたが総勢38名で総会は始まりました。

森田理事長、島谷会長のご挨拶の後、熊谷副学長の乾杯のご発声で始まった
懇親会は年齢、職業、地域を問わず同じ学び舎で過ごした卒業生が時間の経つ
ことも忘れ、和やかで楽しい交流のひと時を過ごしたことと思います。

平成になってまもなく設立された石川支部は13回目の総会となり、最近で
は若い世代の卒業生の出席が目立つようにもなり活気あふれるものとなってい
ます。

兵庫支部では平成30年11月10日（土）に第6回支部総会および懇親会を開
催しました。一昨年に創立70周年の大慶を迎えた母校の歩みとその変貌を併せ
て見て頂きたく、総会を新装された4号館で、後の懇親会を京都ホテルオークラ
にて行い、兵庫支部会員の他、校友会、並びに学園関係者の皆様、多数の方にご
参集頂きました。本年度は会場を兵庫県内に戻し、総会の開催を予定しておりま
す。支部役員にも若い力が加わってくれました。兵庫支部では今後も「親睦と和」
をモットーとし、卒業生の活動の輪を広げていくことを期待しております。

■昭和の創立、平成そして令和
平成最後の支部総会（奈良在住卒業生含）・懇親会を

平成31年２月に実施しました。当日は親睦を深め、先
輩後輩の絆を強め、相互に役立つ情報交換が活発に行
われました。「初めて出席し、楽しい会で今後も出席し
ます」の感想も戴きました。

1986年10月、森田倭文子総務理事と関西各地の卒業生が出席し大阪支部創立総会を開催しました。本年で平成
元年生が31歳、同年卒業生が53歳、同年退職者は卒寿を迎えます。昭和〜平成と続いた年号は５月に令和となり
ます。支部活動を友好、親睦の場として活用頂ければ幸いです。

今後も京都外大の誇りを持ち、協力しあい、積極的に支部活動を推進して参ります。

支部長　手塚志津恵　s51 年度英米語学科石川支部

兵庫支部 支部長　川口榮一　s41 年度英米語学科

教志会 会　長 左近正則　s58 年度英米語学科

大阪支部 支部長　植松宏行　s43 年度英米語学科
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■第7回　総会・懇親会報告
2018年6月9日（土）、韓国支部の懇親会がソウルの仁寺洞（インサドン）にあ

る韓定食のお店で開催されました。韓国支部からは10名が参加し、また日本から
は外大を代表して堀川徹志副理事長、校友会を代表して島谷直見会長、棧敷副会長、 
薮内常任幹事がお越しくださいました。現在、韓国支部は京都外国語大学に留学し
ていた韓国人の元留学生が中心で活動していますが、これからは韓国に在住してい
る外大を卒業した日本の方とも連絡を取り合い、交流の輪を広げていきたいと思っ
ています。関心のある方は、ぜひご連絡ください。

京都外大校友会関係者の皆様におかれましては、日頃より厚い御支
援を賜り心より御礼を申し上げます。

自身の中国での生活も4年目を迎えましたが、本上海支部校友会で
は、これまで同様、2 ヶ月に1回のペースで、定期的に活動を行ってお
ります。

最近では、中国へ留学中の学生の皆様にも多くご参加いただく機会
も増え、在学生と卒業生のつながりも広がりをみせております。母校、
在学生の為に、何かできないかと常日頃から考えている温かい先輩方
ばかりですので、老若男女問わず、是非ともお気軽にご連絡を頂けれ
ばと思います。

韓国支部 支部長 康　淑姫　h20 年度日本語学科

支部長 橋渡直樹　h24 年度中国語学科上海支部

クラブハッツでは、社会での実務で培った経験を、母校に還元すること
を目的として、ホテル、旅行会社、航空会社、空港サービス関連企業など
で勤務する、学生と同じ目線の若手卒業生から毎年6名程度を講師として
招き、大学構内にてクラブハッツ就職セミナーを開催しています。

旅行業界を就職先として興味を持つ学生に対して、魅力だけでなく苦労
話も含んだ本音のプレゼンテーションは、学生の将来選択への指針を提供
する貴重な機会となっています。

米国国旗を掲げたレディ・ワシントン号（船長；ジョン・ケンドリック）が、ペリー来航の62年前に紀伊大島を
訪れたという日米交流の歴史的価値を広く知っていただくことと、小中学生が世界に目を向け、英語に親しんでもら
いたいとの想いから、8年前より和歌山支部が本コンテストを開催しています。大学よりJeffrey Berglund先生を審
査委員長としてご派遣いただき、児童生徒・保護者・指導者・校友会関係者・和歌山支部スタッフ等、約140名が

見守る中、一次審査を通過し、本大会に臨んだ小学
生12名と中学生12名は、日頃の英語学習の成果を
全力で披露しました。

■ Club  HAT’ s「HAT’s 就職セミナー」

■和歌山支部「2018 JOHN KENDRICK CUP」小中学生英語スピーチコンテスト

会長　垣見和人（h3年度中国語学科）

支部長　三角雅彦（s57年度英米語学科）
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■第10回　創部59周年OB総会開催報告
平成18年に設立しましたOB総会は、6年連続で滋賀県高島市の白浜荘にて、平成

30年5月19日（土）〜 20日（日）の1泊2日で開催。初日の午後に実施した親睦
卓球大会シングルス戦では白熱試合が数多く、好・珍プレーに必死に
声援を送るさまは、現役時代を彷彿とさせました。夜の懇親会では、
近況報告や卓球談義に花を咲かせ楽しい夜を過ごすことが出来ました。
翌日はダブルス戦で楽しい・愉快なプレーが続出し大いに盛り上がり
ました。創部が昭和34年で、今年は60周年を迎えます。記念OB総会・
懇親会を開催予定ですので、OBの皆様、周囲のOBを誘って是非とも
ご参加お願いします。

卓球部 OB 会会長 中辻政明　s43 年度英米語学科

「2018年福井国際フェスティバル」が10月21日（日）福井県国際交流会館で開催され、「京都外大校友会福井支
部コーナー」で支部会員及び県ALTのZOEさん（米国）による「英語紙芝居」「忍者ゲーム」「世界のあいさつ」「世
界の国名あてクイズ」などを展開しました。

また、11月11日（日）には福井県敦賀市の「プラザ万象」で「REINAN国際交流
のつどい」、が開催され、松川座長（福井支部事務局長・S44英米語）の指導のもと
支部会員による「忍者ゲーム」「ABC文字ゲーム」「世界の国あてゲーム」を実施し、
それぞれ会場の注目を集め京都外大を大いにアピールしました。（尚、当日の来場者
数は福井国際フェスティバル約4,500人、REINAN国際交流のつどい：約330人）

福井支部では、昨春から福井県内小学校で本格英語教育が開始されたことを踏ま
え、「福井国際フェスティバル」の一環として小中学校夏休み初日曜日の７月22日

（日）、福井県立図書館多目的ホールで「子ども国際講座」：｛えいごであそぼう！せ
かいを知ろう！｝を開催しました。保護者、子ども約200人が来場し大盛況・大好
評を得ることができました。福井県立図書館と県ALTと校友会福井支部の共同開催
で、支部員9名が協力して英語紙芝居、英語ゲーム、NINJAゲームを実施し、英語

を楽しみ英語教育への貢献と京都外大PRにつながりました。

３月16日、48名の参加者が松本明慶佛像彫刻美術館へ向かった。
説明で、「寄木造り」の手法では質感、色合い、動きまでを表現し、「一

木造り」は、原木の中に存する御仏のお姿が際立つよう、
余分なものを取り払うだけだと述べた。「仏の目の高さで鑑
賞するもの。」お顔は、心模様を投影する。童子の像は、微
笑みを禁じ得ない。「鬼」も心がけ次第で「魅力」に変える
ことだって可能だと話された。

仏像との出会を機に、新たな気持ちで美術館を後にした。

■福井支部

「2018 福井国際フェスティバル」及び「ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつどい」

「子ども国際講座」の開催

■京都支部「文化的行事」実施報告

田中道博（s48年度英米語学科）

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

我がソフトテニス部は創部60年、OB会は創設10年を経て更なる10年
を目指して居ります。毎年春（総会、5月）と秋（11月）にOBがテニスコー
トに集合して、現役とOBが一緒にテニスをする交流会を開催すると共に、
OB会を開催して、OB間の情報交換をしております。OBと現役が一緒に
テニスをすることで、現役にOB会の活動を体感して貰い、卒業後はスムー
ズにOB会に入って貰う素地を作って居ります。又、現役のリーグ戦等の
対外試合を控えてプレーを通じてOBから現役へのアドバイスも行って、
OBと現役との良好な関係の維持を図って居ります。

剣道部もまもなく創部60年を迎え、OBの数も250名を超えるようになり
ました。同じ剣道場で汗を流した仲間同士、老いも若きも交流を深めると同時
に現役への支援も行いたいところですが、近年は若手からの協力が弱いのが悩
ましいところです。それは毎年開催される関西学連主催のOB大会でも言える
ことで、壮年組は２チーム出せるのに、若手チームの平均年齢は40以上。そ
の点では他大学を「圧倒」しています。

どのクラブでも現役部員の確保に苦労していると思いますが、次世代のＯＢ
会組織を担う人材確保も今後の課題と考えています。

海外事情研究会 OB 会会長 池田光志　s43 年度英米語学科

能楽部 OB 会会長 島谷直見　s51 年度英米語学科

■日本人ブラジル移住110周年記念セミナー開催
平成30年5月26日（土）外大9号館にて「日本人ブラジル移住110周

年を記念して」と題し、海外事情研究会・OB会共催でセミナーを開催いた
しました。熊谷副学長をはじめ各界ご来賓、国際教養学科・ブラポル語学
科の先生方と学科生、クラブ員及びOB70名が興味深く聞き入り、講演後
の質疑応答も活発に行われ、セミナー終了後はOB・学生との懇親会を行い、
相互の親睦を一層深めました。

そして、このセミナーの模様は翌日の京都新聞朝刊に掲載されました。

平成30年12月8日（土）烏丸今出川の河村能舞台にて第55
回記念OB会共催「外大能」が開催されました。4回生現役学
生が面と装束を身に付け本格的に能楽「吉野天人」を舞い、
OBがその地謡（バックコーラス）を謡い、現役とOBが心一つ
に舞台を作り上げました。毎年1月の年始めには現役・OB会
の「謡初の会と新年会」。6月には現役との「新歓コンパ」。夏
には卒業生のお稽古会による「ゆかた会」とOB総会・懇親会
が欠かさず催されます。今後も京都外国語大学で外国語を学び
ながら、日本古典伝統文化を体験する素晴らしさを現役に伝え
続けていきたいです。

剣道部 ＯＢ会会長 作間幸雄　s59 年度英米語学科

ＯＢ会会長 吉田一郎　s39 年度英米語学科ソフトテニス部
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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

■第９回　貿易研究会OB･OG会総会及び懇親会報告
貿易研究会は、毎年OB・OG会総会及び懇親会を継続、実施しています。元顧問の

原先生のマジック披露は現在も健在、毎回継続しております。総会では、前年度事業及
び決算報告と次年度の事業計画が検討されます。現在、現役不在で残念ですが、大学に
働きかけて再興を検討しています。懇親会では、仕事、家族、先輩、同期、後輩、退職
後のこと四方山話が尽きません。昨年は、当日「南座新開場祇園お練り」があり、会場
の眼下から舞妓さんや歌舞伎役者の方々に手を振り、身近に感じ声援を送りました。

新元号の今年、11月9日（土）、アパホテル京都祇園で10回記念総会を開催します。

■創部60周年記念式典を開催
空手道部では創部60周年を迎え、11月3日に外大祭で賑わう大学構内において

記念式典を開催しました。創部時のOBから現役部員まで幅広い世代が集まり、合同
稽古及び記念同窓会を執り行いました。合同稽古では、第１分館空手道場に集まっ
た面々が基本稽古や形の演武などを行い、楽しく気持ちの良い汗を流しました。記
念同窓会には来賓、OB・OG、現役部員を含む総勢35名が集まり、各世代で旧交を
温めました。現役当時の思い出話しに大いに盛り上がり、これからも空手道部の絆
を大切にしながら交流の輪を広げ、益々の発展につなげることを誓い合いました。

2018年11月23日ボクシング部OB・OG会を開催致しました。2年に1回の総会、懇親
会です。参加者、影山先生、OB ８名、現役2名。外大に集合をし、久しぶりにお会いする
顔に一瞬誰かな？と戸惑いましたが、すぐに思い出し握手をし、再会を喜びました。この日
は祭日でしたが、推薦入試の振替えの為、平常の授業
があり活気あふれるキャンパスを見て学生時代に戻っ

た嬉しさがありました。校舎も新築され一同で見学をさせて頂き、我々の時代と
は全く違う綺麗な風景にうらやましい気持ちになりました。クラブボックスでは
現役時代を思い出し軽いスパーリング、ミット打ちをし、軽く汗をかき懇親会場
へ移動。一人ずつ近況報告をし、懐かしい話に花が咲きました。次回二年後は創
部60周年です。多くのOB・OGの皆様のご参加を祈念しております。

昨年は8月11日に、OB戦を外大テニスコートで開催しました。朝か
ら1日OB・OG及び現役の仲間とテニスを楽しみ、夜は懇親会を楽しみ
ました。毎年夏に開催のOB戦や普段のテニス部活動への参加希望は私、
山本迄（090-9880-4408）ご連絡お願いします。久しぶりにcoming 

tennis courtしてみてはいかがでしょうか。写真は
昨年のOB戦、OB同士で入賞した京都市の大会です。
現在の部員は男女で 18 人です。１人でも多くの
OB・OGの交流を楽しみにお待ちしています。

貿易研究会 ＯＢ会会長 落合佳宏　s57 年度英米語学科

空手道部   前田早斗　s63 年度英米語学科

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

硬式庭球部   山本正太　h14 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）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 検索京都外国語大学校友会 検索

平成31年２月３日（日）、大阪梅田にて、ＯＢ総会が開催されました。「帆友会
有志の会」としての初の総会に12名のＯＢが参加してくださいました。昨年度の
活動報告、会計報告及び今年度の活動計画などが審議され、承認されました。総
会後の懇親会では、いつもながら思い出話に花が咲き、あっという間に予定の時
間が経過してしまいました。

今年度も、OB・ＯＧ相互の親睦を図ることを目的に、琵琶湖でのお花見クルー
ジング、バーベキューなども企画しますので、OB・ＯＧの皆様、是非ご参加ください。

昨年12月にキャリアセンター・ドイツ語学科主催・ドイツ会共催による
在学生向けのミニ講演会「ルフトハンザドイツ航空CA岸崎結花氏（ドイツ
語学科卒業生）の就活体験」（学生・ドイツ会会員104名が参加）を催し、
夕刻よりドイツ会主催の懇親会「岸崎結花氏を囲む会」を開催。

キャリアセンター様からは、今までにない卒業生と在学生を結びつける意
義あるイベントと感謝のお言葉を戴きました。ドイツ会では、今後も引続き
講演会の開催をはじめ様々な活動を続けて参ります。

本学は、戦後間もない昭和22年5月に京都外国語学校が創設され、「PAX MUNDI 
PER LINGUAS―言語を通して世界の平和を」を建学の精神とし、「学術の中心として
広く知識を授け、豊かな教養に基づく円満な人格と国際的視野とを養い、専門の外国
語とその文化について深く探究研究し、国際的活動を通して社会に貢献し得る人材を
育成すること」を目的に邁進し、現在は２学部11学科までに至りました。

ロシアは広大な土地と自然、文化の宝庫であり、ロシア語は国連の公用語でもあり
ます。この度のロシア語学科開設にあたっては、ロシアやその周辺地域の多様性を理
解することにより、アメリカやヨーロッパを中心とした世界観でなく、近年グローバ
ル化による世界一体化と多様性が進む中、異なる角度から新たな世界観を多角的に捉
え、課題解決に導く人材を育成することを目的としています。

 事務局長　長者善高

■京都外国語大学「ドイツ会」がミニ講演会共催

■ロシア語学科（2020 年 4 月開設予定）について

昨年11月24日、翌日の定期演奏会に参加するOB・OGによる懇親会を
開催しました。初めて顔を合わせるメンバーが多く、盛り上がるだろうか
と心配していましたが、直前の舞台リハーサルで一緒に演奏したことも
あってか、一気に華が咲いたような大変賑やかな懇親会となりました。

昭和の終わりに活動を始めた吹奏楽団。平成元年に始まった定期演奏
会は、一度も途絶えることなく30回目を終えました。念願であった定期
演奏会での現役・OB・OGとの合同演奏も実現、今後もこのような懇親
会や合同演奏を通じて、ますます輪を広げていきたいと思います。

吹奏楽部 OB・OG会会長 平原靖彦　h1 年度中国語学科

ヨット部 ＯＢ会会長 門谷伸二　s47年度ブラジルポルトガル語学科

 ドイツ語学科　学科長　菅野瑞治也（s53年度ドイツ語学科）
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昨年春より、校友会の常任幹事とならせていただきまし
た、1979年度中国語学科卒業の藤本です。校友会本部で
の役職の事も相俟ちまして、11月3日（土）に、「外大祭」

での校友会出店に参加させていただきました。
当年六十路を越えた年齢であります私にとっては、外大

祭に赴くのは、もう、40数年振りでした。卒業して暫く 
一、二度は来訪者として参加した事はあったのではありま
すが（笑）。
「一体、どんな風な様子なのだろう？」、とかの事を想像

しつつ、校友会の出店ブースの店員として参加しました。
お店は、「キャンディーの掴み取り」、でありました。お隣
のブースは男女の現役生が飲食ブースで大奮闘。その若さ
に驚き、また、嬉しく思いつつの楽しき晩秋の一日であり
ました。深謝不止。
� 常任幹事　藤本豊巳（s54年度中国語学科）

校友会ゴルフコンペを5月25日に会長杯として大津カ
ントリークラブ、10月12日に総長杯としてベニーカント
リー倶楽部にて行いました。両日とも天気に恵まれ、春と
秋のすがすがしい気候を感じながら参加者同士の懇親を深
めました。初めて参加された方も久しぶりの方も、皆さん
共通した学生時代の思い出話に花が咲き、足取りも軽く
フェアウェイを歩くことができました。優勝はどちらも三
枝唯光さん（s47年度フランス語学科卒業）がみごと勝ち
取りました。

校友会では年に２回、和気あいあいとゴルフコンペを
行っております。初心者の方も大歓迎ですので、興味のあ

る方は校友会事務局に是非ご一報下さい。お待ちしていま
す！ 総長補佐　横山卓哉

2018年校友会ゴルフコンペのご報告

国際教養学科卒業の皆様へ

英米語学科創設60周年祝賀会のお知らせ

　2018（平成30）年外大祭に参加して

国際教養学科は、今年創設10年目という節目の年を迎
えました。

これを記念して、10月5日（土）に記念式典並びに懇
親会を開催いたします。同時に、本式典を契機に国際教養
学科の同窓会を立ち上げる予定です。

詳しいご案内を同封しています。卒業生及び現役学生が
集う最後の機会になると思われますので、ぜひ皆様にご参
加いただければ幸甚に存じます。

 国際教養学科　学科長　國安俊彦

新たな元号、令和の始まりとともに、私たち英米語学科
は開設60周年を迎えます。社会で活躍する卒業生、現役
で学問研究に邁進する学生が一堂に会し、この記念すべき
年を共にお祝い致しましょう。先達が後進を激励し、後進
が先達の活躍に励まされ、母校に誇りを持つ。私たち英米

語学科のスタッフはそんな有意義なひと時を提供したいと
願っています。この機会に、是非、母校へ足をお運びくだ
さい。詳しくは同封の案内をご覧ください。

 英米語学科　副学科長　藤本幸治（h3年度英米語学科）

会長杯

総長杯

訃報　2019（平成31）年１月３日（木）、コミュニティーエンゲージメントセンター長 クレイグ・スミス先生がご逝去されました。

No.34
ALUMNI NEWS
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平成30年度　校友会事業報告、会計報告 2019年度　校友会事業計画 （平成31年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成31年4月末現在）

在学生との交流 （平成31年4月末現在）

■　主な行事 　■

05月25日㈮ 第13回会長杯ゴルフコンペ〈大津カントリークラブ〉
06月18日㈪ 校友会外国人留学生給費奨学金授与式〈外国語学部・留学生別科〉
06月30日㈯ 大学との交流会〈ラウンジ〉
07月21日㈯ 第11回クラブOB会連絡会・交流会〈会議室・ラウンジ〉
10月12日㈮ 第31回総長杯ゴルフコンペ〈ベニーゴルフクラブ〉
11月3日 外大祭校友会模擬店出店
12月10日㈪ 校友会外国人留学生給費奨学金授与式〈留学生別科〉

■ H31年
01月17日㈭ 校友会給費「輝く星となる学生」採用証書授与式
01月26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 　■

高知支部 6月02日㈯ 第11回　総会・懇親会〈ホテル日航高知旭ロイヤル〉
韓国支部 6月09日㈯ 第７回　総会・懇親会〈ソウル　インサドン〉

東京支部 6月23日㈯ 総会・懇親会「第30回　関東地区卒業
生の集い」〈交詢社倶楽部〉

和歌山支部 7月08日㈰ 第8回　総会・懇親会
〈レストラン・カフェ「デサフィナード」〉

福井支部 8月05日㈰ 第6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㈫ 第26回　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18日㈯ 第12回　総会・懇親会〈とやま自遊館〉
滋賀支部 9月29日㈯ 第2回　総会・懇親会〈Rise Ville都賀山〉
Club HAT's 10月10日㈬ 総会・懇親会〈中之島ソーシャルイートアウェイク〉
石川支部 10月20日㈯ 第13回　総会・懇親会〈金澤さくら亭〉
福井支部 10月21日㈰ 国際フェスティバル〈福井県国際交流会館〉
上海支部 11月04日㈰ 総会・懇親会〈上海花園ガーデンホテル〉

兵庫支部 11月10日㈯ 第６回　総会・懇親会
〈大学内・京都ホテルオークラ〉

福井支部 11月11日㈰ REINAN国際交流のつどい
〈福井県国際交流嶺南センター〉

教志会 11月23日 英語教育実践報告研究会〈9号館4階〉
Club HAT's 11月24日㈯ Hat's就職セミナー〈大学内〉

和歌山支部 12月09日㈰
第25回ジョン・ケンドリック杯スピー
チコンテスト〈和歌山市福祉交流会あい
あいセンター 6F〉

■ H31年

大阪支部 2月16日㈯ 総会（奈良県在住者含）・懇親会
〈大阪国際会議場「グラントック」〉

京都支部 3月16日㈯ 「文化的行事」〈松本明慶佛像彫刻美術館〉

■　在学生との交流 　■

05月01日㈫ 英志会　新入生歓迎球技大会
11月02日㈮ 外大祭オープニングセレモニー
■ H31年
02月14日㈭ 英志会　Graduation Party
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平成30年度　校友会事業報告、会計報告 2019年度　校友会事業計画 （平成31年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成31年4月末現在）

在学生との交流 （平成31年4月末現在）

5月11日㈯ 英志会新入生歓迎スポーツ大会
11月11日㈯ 外大祭オープニングセレモニー（未定）
■R2年
2月11日㈯ 英志会　Graduation Party

東 京 支 部 支部長 利根川 正則 090-3572-9564
大 阪 支 部 支部長 植松　 宏行 080-3855-2166
京 都 支 部 支部長 古澤　 昭人 075-722-7162
徳 島 支 部 支部長 朝日 紀世志 088-644-0106
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 川口　 榮一 06-6491-0305
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 左近　 正則 090-4032-3571

4月01日㈪ 入学式
5月24日㈮ 第14回　会長杯ゴルフコンペ〈ベニーゴルフ倶楽部〉
6月15日㈯ 韓国支部　第8回　総会・懇親会〈ソウル　インサドン〉
6月17日㈪ 校友会外国人留学生給費奨学金授与式〈校友会会議室〉

6月22日㈯ 東京支部　総会・懇親会
「第31回関東地区卒業生の集い」〈交詢社倶楽部〉

6月23日㈰ 福井支部　国際フェスティバル〈福井県立図書館〉
6月29日㈯ 大学との交流会〈ラウンジ〉

7月07日㈰ 和歌山支部　第9回　総会・懇親会
〈レストラン「デサフィナード」〉

7月27日㈯ クラブOB会連絡会
7月28日㈰ 教志会  令和元年度 「英語教育実践報告研究会」〈大学内〉

8月04日㈰ 福井支部　第7回総会・懇親会
〈福井フェニックスホテル〉

8月14日㈬ 徳島支部　第27回　総会・懇親会・阿波踊り
〈ホテルクレメント徳島〉

10月02日㈬ Club HAT's　総会・懇親会
10月26日㈯ 福岡支部　総会・懇親会
11月3日 上海支部　総会・懇親会
11月10日㈰ 福井支部  REINAN国際交流のつどい〈敦賀市立図書館〉

12月08日㈰ 和歌山支部　第26回ジョン・ケンドリック杯スピーチ
コンテスト〈和歌山市中央コミュニティセンター〉

12月09日㈪ 校友会外国人留学生給費奨学金授与式〈校友会会議室〉
■R2年

1月16日㈭ 校友会給費「輝く星となる学生」採用証書授与式
1月25日㈯ 大学との新年会

3月20日 学位記授与式
※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。

令和元年 5 月末現在

［ソフトテニス部　OB総会・懇親会］　5月18日㈯
［海外事情研究会　設立60周年記念総会・祝賀会］ 

6月15日㈯〈11号館2階　会議室・ラウンジ〉
［混声合唱団ソレイユ　OB総会・懇親会］　7月28日㈰
［国際教養学科　創設10周年記念総会・懇親会］　10月5日㈯
［ローターアクトクラブ　第５回OB総会・懇親会］ 

10月26日㈯〈11号館会議室・ラウンジ〉
［卓球部　創部60周年記念総会・懇親会］ 

11月3日  〈11号館2階　ラウンジ〉
［貿易研究会　OB・OG総会・懇親会］ 

11月9日㈯〈アパホテル「京都祇園EXCELLENT」〉
［英米語学科　創設60周年記念祝賀会・懇親会］ 

11月23日 〈森田記念講堂・リブレ〉

会　長 島谷　直見 （s51A）
副会長 棧敷　雄二 （s48A）
副会長 村井　正博 （s45A）
書　記 清瀧さち子 （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 赤㟢恒二郎 （s45A）
監査役 長者　善高 大学事務局長

中辻　政明（s43A） 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） 
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） 山下　智子（s54A） 
藤本　豊巳（s54 I ） 神谷　昌明（s55A）
木下みゆき（s56H） 加納友美子（s60A）
池田　　稔（s61 I ） 吉田　英子（s63A）
枦込　敏一（s63A） 金島　由香（h01A） 
東　　啓治（h02A） 河野　慎也（h20F） 
竹原　庸喬（h21G）

■ 校友会役員

■ 常任幹事

平成29年度　校友会事業報告、会計報告 平成30年度　校友会事業計画 （平成30年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成31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31年4月末現在）

平成29年度　校友会事業報告、会計報告 平成30年度　校友会事業計画 （平成30年4月末現在） クラブ・学科OB会 （平成31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31年4月末現在）

［能楽部 外大能］　12月8日㈰〈河村能舞台〉
［能楽部 創部60周年記念祝賀会］
　令和２年２月24日（月・振休）〈京都ホテルオークラ〉
※ 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。
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