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「古都千年の美」

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）

「好きなお寺は？」と尋ねられれば、すぐにいくつか思い浮かぶが、中でも私のお気に入りは仁和寺である。宇多天皇が光孝天皇

の遺志を継いで仁和二（886）年に創建した格式高い門跡寺院である。1887年の火災で御殿は焼失したが、1914年、明治期の寺社建

築家、亀岡末吉によって、平安期の建築様式に現代的な様式を取り入れ見事に再建された。

仁和寺は1994年ユネスコ世界文化遺産に登録された。ちなみに日本には現在19の世界文化遺産があり、最初に登録されたのは奈

良の法隆寺（法隆寺地域の仏教建造物）である。

写真は御殿内の白書院、黒書院、宸殿を繋ぐ回廊（渡り廊下）から見た南庭である。北庭（池泉回遊式庭園）とは趣が異なり、白

砂で直線的な造形美を作り出している枯山水の庭である。覆いかぶさるように枝を伸ばした紅葉が風に揺れ、なんとも涼しげで、心

地よさを感じる。ここには古都千年の美がある。

表紙：仁和寺・宸殿南庭（枯山水の庭）

京都外国語大学校友会

会　長　島谷　直見

ねがい

校友会会長に就任して今年度で六年目を迎えます。
今日まで大学の大きな過渡期、様々な変革の

『時』を間近に見て感じて参りました。お洒落で
別空間の雰囲気を醸し出す、新たな４号館の建設。
外国語学部だけの単科大学から、国際貢献学部を
併せ持つ複合大学への歩みの始まり。さらに今年
の４月に新設されたロシア語学科の誕生。

常に世界を意識し、未来を見据え、その場に留
まる事なく、時代が求める「人」を育てる努力研
鑽を積み重ねてゆく京都外国語大学。そのたゆま
ぬ前進の姿と共に私の五年がありました。

しかし、この変化・進化の中を、創立時の建学
の精神「PAX MUNDI PER LINGUAS」「言語を
通して世界の平和を」の言葉が、常に力強く大学
を支えていました。この基本の精神は、どんな時
も如何なる場面でも揺らぐ事がありません。それ
故に、大学の一歩一歩の前進は私たち卒業生のさ
らなる母校への思いを深めました。
「楽しい校友会」

私はこの言葉を、就任以来何度も何度も繰り返し
皆様に伝えて参りました。

人生は長いです。その長い人生のわずか二年・
四年の大学生活の間に、どれ程沢山の学びを得、
どれ程沢山の人に出会った事でしょうか。何事に
も真っ直ぐに挑戦し、素直に学びを受け入れ、多

くの人との出会いを心から喜び楽しんだ。そんな
純粋で貴重な『時』をこの京都外大で持てた事は、
私たちの共通の『人生の宝物』だと思います。

卒業後、それぞれの道を歩み、様々な価値観・
人生観の中にあっても『京都外国語大学卒業！』
この言葉で、あらゆる年齢・時代・性別を越えて、
一瞬に気持ちが結ばれ繋がっていく。これが『校
友会』であると思います。　　　　　　

昨年度、校友会の「併設短期大学推薦編入学試
験入学検定料補助制度」が初めて実施されました。

「外国人留学生給費奨学制度」「輝く星となる学生
奨学制度」に次ぐ、短期大学生を支援する新しい
奨学金制度の誕生です。

また、台湾支部が 7 番目の海外支部として生ま
れました。校友会の根源となる国内 16 支部もさら
に魅力ある活動を各々の支部が目指しています。

人と心を結び繋ぎつつ、校友会も着実にその世
界を広げ、進化する大学と共に歩んでいます。私
たちが誇る京都外国語大学をしっかりとサポート
できる『校友会』、そして卒業生が楽しく集える『校
友会』を目指し続けたいと願います。どうぞ、皆様、
校友会活動に是非ともご参加下さい。

これからも、皆様の為の『楽しい校友会』であ
りたいと心より強く願っています。

校友会の皆様へ
　新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、皆様大変な日々をお過ごしの事と思います。一日も早いコ
ロナウィルスの終息と世界混乱の収束を願い、皆様のご健康と安寧な日々が戻ります事を心よりお祈り申し
上げます。� 校友会　会長　島谷直見
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京都外国語大学校友会会員の皆様には、日頃よ
り母校の教育研究活動にご理解とご支援を賜り、
厚くお礼申し上げます。

本年 4 月に外国語学部 10 番目の学科となるロシ
ア語学科が誕生し、京都外国語大学は２学部 12 学
科を擁する新体制となりました。本学科では、ロ
シアの言葉や歴史、文化を学ぶことで、ロシア語
圏社会の多様性を理解し、欧米を中心とした世界
観だけではなく、新しい観点から世界の課題解決
を図れる人材の養成を目指しております。

さて、近年における科学技術の目覚ましい発展
は、経済活動の高度化および産業構造の変化をも
たらし、我々の生活に多大な影響を及ぼしていま
す。特に人工知能（Artificial Intelligence）の進
化は、生活の質を向上させる有益な存在とされる
一方で、人間の仕事を奪う脅威とみなす声も少な
くありません。中でも AI による翻訳・通訳技術の
向上は、外国語教育を展開する教育機関や外国語
学習者に強烈なインパクトを与えており、これか
らの外国語系大学の存在意義や社会的役割が問わ
れています。しかしながら、AI の進歩が著しい現
下の情勢は、外国語大学にとってむしろ好機であ
ると考えております。その理由のひとつとして、
AI は「自動化」から「自律化」へと着実に進化を
遂げているものの、現時点ではあくまでも人間の
介在なくしては成り立ち得ないことが挙げられま
す。例えば、機械翻訳では、歴史的あるいは文化

的背景を考慮した技巧に富んだ文章を作り出す技
術は確立されておらず、誤訳による混乱やトラブ
ルを防ぐため、最終的には人間による確認作業が
不可欠な状況にあります。また、「見る」「聞く」「感
じる」「考える」を核としたコミュニケーション
能力や、自らの発意と熱意を具現化するクリエイ
ティビティは、現在のところ AI の不得手な領域と
されています。

本学では、語学教育だけにとどまらない学際性
に富んだカリキュラムのもと、高度な外国語運用
能力によるコミュニケーション能力や、専攻語圏
に関する深い専門知識と幅広い教養教育に裏打ち
された世界的視野、そして分析力や創造力、協働
力等を身につけたグローバル人材の育成を目指し
ています。これこそがまさに、AI では代替できな
い絶対的存在として、これからの時代を生き抜く
人材と言えるのではないでしょうか。

時代のニーズを的確に察知し、国や言語の「壁」
を越えて活躍するグローバル市民を育成するため
に、教職員一同邁進してまいります。校友会会員
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。

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

雨の日は雨の中を
風の日は風の中を

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
栄並びに会員皆様方のご活躍とご健康を衷心より
お祈り申し上げます。

ご周知のとおり、新型コロナウィルスの猛威に
さらされた今春、感染は爆発的に広がり、国民は
未だ経験したことのないパニックに陥ってしまい
ました。とくに不安に感じたことは、大規模の自
然災害の時と同様、新型コロナウィルスに対する
備えの欠如であります。想定外のこととはいえ、
大切なことは、具体的な防災・減災対策を含んだ
革新的なビジョンを私たちみんなで築きあげてい
かなければならないということであります。それ
をもとに、風雨すなわち激しい環境変化を率直に
受け止め、厳しい現実をじっと見つめ、そして状
況に即して必要な変革を断行する。明日を見渡し
たビジョンのもとでのスピードと決断力でありま
す。雨の日は雨の中を、風の日は風の中を、堂々
と向き合って歩くことが望まれます。

卒業生会員の皆様、私たちはいくつになっても
夢を語り、明るい未来の姿を描ける人間でありた
いものです。夢を抱けない人には創造や成功がも
たらされることはありませんし、人間的な成長も
ありません。なぜなら、夢を描き、創意工夫を重
ね、ひたむきに努力を重ねていくことを通じて、

人格は磨かれていくからです。そういう意味で夢
や思いというものは、人生をステージアップさせ
るジャンプ台であると私は強調しておきたいと思
います。これからも雨の日は雨の中を、風の日は
風の中を迷わずに突き進んでいきたいと考えてい
ます。どうか今後とも引き続いてよろしくご指導
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。

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

新時代を生き抜く

校友会「輝く星となる学生」奨学金授与式

写真上）ポルトガル アブランシス・ピント授与式（ポル
トガル語教育推進、友好、文化功労表彰）、フランシス
コ・シャヴィエル・エステヴェス駐日ポルトガル大使と

（2019.06.07　ポルトガル大使館）

写真下）第209周年メキシコ合衆国独立記念式典、ア
ルマンド・アリアガ在日メキシコ合衆国大使館 臨時代
理大使ご臨席のもと、在京都メキシコ人の子供たちと

（2019.07.09　本学4号館）
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Contribution

外大での一番の思い出は、３回生の時に英キール
大学へ一年間交換留学させて頂いた事です。各国の
留学生達と苦楽を共にし、多くを経験したことは今
でも心の財産となっています。

卒業後、就職部よりご紹介頂いた視察専門の旅行
会社で各種手配や添乗業務を任されましたが、1年強
で転職することになり、現在はベルギー・フランダー
ス地域（ベルギー北部のオランダ語圏）の輸出促進
活動に携わっています。個別の商談セットアップや
展示会出展を通して製品・サービスを日本に紹介し
ていくことが任務ですが、食品、繊維、環境、建材、

機械、ライフサイエンスな
ど分野を問わず幅広く対応
しなければならないので苦
労します。企業とのやりと
り以外にも局内での経理や

人事・総務的な仕事
もあれば、ベルギー
からの要人来日でハイレベルなミッションをこなす
必要もあります。視察団受け入れの際には旅行会社
での手配経験がとても役に立っています。様々な種
類の仕事や人物と出会える彩りにあふれた仕事で、
気がつけば20年経っていました。

両国の橋渡しをする毎日の中で感じるのは、言語
はあくまでもツールであり、その裏に知識や感情が
あってこそ仕事やコミュニケーションが成り立つと
いうことです。翻訳はかなりのレベルで機械ができ
る時代になりました。しかし、最後はやはり人間同
士の「生きた」対話が不可欠であると思っています。

寄稿文

外大卒業後の半世紀 仕事＝知識と言語とコミュニケーション

Life is not written! イエローナイフ、オーロラと犬ぞりの下で

外大卒業後は、留学の機会に恵まれました。渡航
先は憧れの米国カリフォルニア。当時のロサンジェ
ルスは、真っ青な空と乾いた空気、まさにオープン
カーが似合う夢の世界でした。

南カリフォルニア大学大学院、このキャンパスは
映画「卒業」のロケにも使われたところ。大学のカ
フェテリアには、ハリウッドの俳優たちがよくコー
ヒーを飲んでいました。

留学は1年の予定が、言語学修士（MA）を取得
するために５年もかかってしまいました。帰国後は、
禅道場での修行を経て、まずは地元の富山短大、そ
して富山国際大学で23年間の月日を教職に専念し
ました。当時は、非常勤も含め週10コマ（20時間）
の講義と、学外での講演会、年50回ほどこなしまし
た。今思っても、殺人的なスケジュールでした。若
かったのです。

70 歳になった今、
檀家ゼロの禅寺で、時間に追われることもない生活
を送っています。英語は、1日一回だけ口にします。
夕食時に今日1日を振り返って何か一つ感謝を述べ
る“Thank You Statement”を家族で言い合います。

高校時代に見た2つの映画が自分の人生を変えま
した。１つ目はSound of Musicで、ミュージカルの
俳優になりたいと。2つ目はアラビアのロレンスで、
彼のセリフの「人生は自分で創るんだ」、Life is not 
written!です。京都外大で演劇部に入り、卒業して劇
団四季に入りました。ミュージカルの舞台俳優を続け
るうちに、本場ブロードウェイで勉強したいと思い、
そのままニューヨークに渡りもう33年在住。アメリ
カの劇団で活動しながら制作を勉強し、プロデュー

サーに転身。1991年に友人と
ブルーマンのショーをニュー
ヨークで制作しました。その後
にミュージカルTRIP OF LOVE
を制作して2015年に上演しロ
ングラン公演をしました。今
は、同作品をラスベガスとロン

ドンで上演する為
に活動中。また昨
年アメリカのテレ
ビのオーディション番組THE WORLD’S BESTでレ
ギュラー審査員をやりました。人生100歳時代を迎え
る中、生涯現役で頑張ろうと思います。卒業生の皆様、
ぜひフェイスブックで繋がりましょう！

オーロラで有名なイエローナイフ、冬はマイナ
ス40度にもなる極北の地で、世界各国からのお客
様のご案内やビジネス交渉・マーケティングを任さ
れています。お客様やスタッフもカナダ人、先住民
族、ヨーロッパやアジア各国と国際色豊かな中、文化
や価値観の違いに戸惑うこともありますが、外大で
培った語学力と知識を活かし多忙ながらも大変充実
した日々を過ごしています。世界的にも有名なレー
ス犬の飼育もしており、初めて本格的に出場した
Canadian Championship という240kmのレースで
は、2019Top Rookie賞を受賞しました。

この仕事に就く事ができた
のは、外大での4年間があっ
たからと振り返ることが多々
あります。在学中は、教員免
許／図書館司書／博物館学芸

員と3つの資格を取得し日々勉学に励みました。京都
外大に入学する事は高校生からの夢であり、海外で仕
事をするという夢も外大での4年間があったからこそ
叶えることができました。当時共に勉学に励んだ友
人、また教員の皆様に心からお礼申し上げます。

永田　円了　s46 年度英米語学科 クスタース　曜子（旧姓：児玉）　h8 年度英米語学科

出口　最一　s56 年度フランス語学科 黒正　由海　h14 年度英米語学科

PROFILE ／永田円了（ながた　えんりょう）

PROFILE ／出口最一（でぐち　まこと）　

・1949年　 富山市の小さな禅寺に生まれる。
・ 1974～1978年　英米語学科卒業後、南カリフォルニア大学大学院

入学。カリフォルニア州立大学大学院言語学部修士課程修了。
　(MA in Linguistics)
・ 1980～2003年　帰国後、富山短期大学を経て富山国際大学人文学

部教授として教鞭をとる。
・ 1981年　亡父の意思を継ぎ、富山藩主前田公の廟所・真国寺の19

代住職に就任。
・ 1995～2009年　「創造的問題解決の手法」のワークショップ。 

富山地裁で調停委員・法廷通訳を歴任。県内外で数多くの講演会・
セミナーを展開。

・ 主な論文・著書：『CPS- 創造的問題解決の手法』『ディベート教育
の導入』『間違ったっていいじゃないか、英語』（総合法令）　

　朝日新聞コラム『朝をひらく』（2009より連載）

演劇プロデューサー
・ 大学後、劇団四季で俳優活動をして渡米、ニューヨークの劇団に

入団。
・ 1991年に “BLUE MAN GROUP:  TUBES” を制作プロデュース。（ド

ラマデスク賞受賞）新作ミュージカル TRIP OF LOVE を2008年に
大阪、2015年にニューヨークの STAGE 42劇場で上演、11ヶ月の
ロングラン。

・ 2019年米国 C B S テレビ THE WORLD’S BEST のオーディション番組
でレギュラー審査員。makotodeguchi.com

PROFILE ／黒正由海（くろまさ　ゆみ）

・外大卒業後、一般企業にて総務・人事・秘書を７年間担当。
・2011年３月、カナダバンクーバーの旅行会社にてオフィス勤務。
・ その後イエローナイフのオーロラツアー・犬ぞりツアー会社に就

職。約９年間マネージャーとして、オペレーション、マーケティ
ング、採用など全般を担当。

PROFILE ／クスタース 曜子（クスタース　ようこ）

・1997年　英米語学科卒業
 　第一航空サービス（株）入社
・1998年　ベルギー・フランダース政府貿易投資局　入局
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外国語学部

外国人留学生給費奨学生（平成 31（令和元）年度）

留学生として初めて海外に出たので、一人で
の生活と学業の両立が難しいです。しかし、校
友会様のおかげで、辛くても立ち上がる希望が
持てました。私に奨学金を授与していただき誠

にありがとうご
ざいました。

ミン  ジュンホン

この度は「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。自身が入学し
てから興味を持ち始めた翻訳についての勉強を、
より一層円滑に進めることができるのは校友会
の皆様のお力添えのほかなりません。このことを

深く心に刻んで今後の大学生活に励んでまいり
ます。まだまだ至らない点や課題とすべきことが
沢山ありますが、給費奨学生に選ばれた自覚をも
ち、自分の夢を叶える努力を重ねてまいります。
山﨑　萌奈実（フランス語学科　2年次生）

この度は「輝く星となる学生」に選ばれ、その
栄誉に感激するとともに、身の引き締まる思いで
す。関係者の皆様には心より感謝申し上げます。
私は、今夏にアジアの国々を訪れ、そこで得た経
験から、「アジア地域の貧困に悩む子供たちを笑
顔にし、未来のアジアの繁栄に貢献したい」と強
く思い、日々邁進してまいりました。今回採用さ

れたことにより、また一段と自信がつきました。
今回の奨学金を活かして、より多くの子供たちの
笑顔と幸せを増やせるような活動を続けていく
所存でございますので、今後ともご指導、ご鞭撻
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

岩谷　仁和（グローバルスタディーズ学科　2年次生）

今年度の「輝く星になる学生」奨学金の給費奨
学生に選んでいただけたことに、大いに感謝しま
す。大学生活を楽しみながらも、今まで以上に高
みを目指していこうと強く感じました。春休みに東
京で現在関心があるジャンルの勉強会があります。

将来に向けて一歩を踏み出す貴重な機会のため、
今回いただいた奨学金を有意義に活用しようと考
えています。今後とも将来に向けて日々邁進し、本
学の「輝く星」となれるよう努力する所存です。
石橋　尚子（グローバル観光学科　2年次生）

この度は、京都外国語大学校友会「輝く星とな
る学生」の奨学生に選んでいただき誠にありがと
うございます。将来の夢とやる気を認めていただ
けたように感じ、大変嬉しく思います。しかし、
自分の経験の浅さも感じております。私の将来の

夢は、観光まちづくりに携わることです。夢を叶
えるために、今まで以上に様々な場所に行き、実
際に見て体験することも大切にしていきたいと思
います。そしてさらに努力を重ねていく所存です。
藤松　桃葉（グローバル観光学科　2年次生）

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
ばれ大変光栄に思います。私は今から、ブラジルのサンパウロ州にあ
るアルモニ学園という学校で日本語の授業のお手伝いや剣道を教え、
被爆地広島の平和への願いを広める研修に行きます。今回奨学生に選
んでいただいた誇りを胸に、ブラジルでの研修活動を最後まで精一杯
頑張ります。� 前場　葉月（ブラジルポルトガル語学科　2年次生）

2019年度京都外大校友会外国人留学生給費奨学金をいただき、誠に嬉
しく思っています。今までの努力を認めてもらい、奨学金をいただけることになり、心より感謝し
ております。この奨学金は学費として使わせていただきます。もう一年日本語の勉強を続け、日本
語N1の試験に合格できるように頑張ります。ありがとうございます。� リュウ  エン（留学生別科）

今回校友会の外国人留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。
この奨学金は学費として使わせていただきます。奨学生として一生懸命

勉強し、日本語能力試験N1に挑戦する予定です。本当にありがとうござ
います。 リュウ  シュンレイ（留学生別科）

I�am�a�freshman�of�Kyoto�University�of�Foreign�
Studies.�I�study�in�Department�of�Global�Studies.�
I� appreciate� the�Alumni�Association�of�Kyoto�
University�of�Foreign�Studies�to�allow�me�to�have�
this�scholarship.�Just�like�the�motto�of�the�Alumni
「人とひと、心とこころのふれあいを求めて」．
After�they�understood�my�personal�situation,�they�

showed�empathy�and�understanding.�I�am�touched�
by�it.�Again,�appreciate�the�Alumni�Association�of�
Kyoto�University�of�Foreign�Studies.I�hope�I�can�
have�a�chance�to�make�the�school�proud�as�return.�
I�am�going�to�work�hard�for�that.

リン  カクセイ（グローバルスタディーズ学科　2年次生）

この度、奨学金を給付していただく機会をい
ただきましてとても感謝申し上げます。
こちらの奨学金制度は凄く助けになります。
海外から来た私たち留学生に奨学金をいただく

チャンスを設けていただいて本当に嬉しいです。

アニンディア ムティアラ ラハディアニ
（グローバルスタディーズ学科　3年次生）

この度、校友会給費奨学生に選んでいただき、
誠にありがとうございます。私はいつか中日関
係の架け橋になれるのを願っています。この奨
学金のおかげで自分のやりたいことを全力で取

り組むことができます。今後も努力し、活躍す
る人材になりたいと考えています。

ロ  セツジ（グローバルスタディーズ学科　3年次生）

今度の校友会の奨学生として採用いただき、
誠にありがとうございます。このような奨学金
をいただき、経済の不安を軽減し、勉強の集中
力ができます。　

ここで、もう一度、支援してくださる方々に
感謝いたします。今後も、一層精進いたします。

リ  サイ（日本語学科　4年次生）

この度、奨学生に採用していただき、誠にあ
りがとうございます。校友会様の選考基準であ
る「日本との文化交流に貢献する私費外国人」
に恥じない人間になれるよう、目標の「日本語

教師」に向けて努力して参ります。重ねて感謝
申し上げます。

リン  ジュンパイ（日本語学科　4年次生）

この度、校友会奨学生に採用していただき、
大変光栄と存じます。
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、充実した学

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、社会に役立つ、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　2020年3月卒業）

この度、校友会の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、経済的な負担を減らすことができ、
学業でもっと力を注ぎ、また様々な活動に取り

組むことができるようになりました。
今後も目標に向け、日々努力を積み重ねて社
会で活躍する人材になろうと思います。
ソウ  シビン（日本語学科　2020年3月卒業）

「 校 友 会 奨 学 金 授 与 」慶 び の 声
留学生別科

「輝く星となる学生」給費奨学生（平成 31（令和元）年度）
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在学生からのメッセージ

将来は英語を活かして海外で働きたい
という夢を叶えるべく京都外大に入学し

ました。そのため、入学当初から留学を視野に入れ、
授業だけでなくTOEICやIELTSなどの英語検定試験の
勉強にも力を入れて語学力の向上を図りました。その

後、アメリカでの1年間の学部留学を経てTOEICでは
860点、IELTSでは6.5を取得できました。京都外大で
培った、語学力や海外経験を活かして先輩方のように
海外で活躍出来るように残りの学生生活も精進してま
いります。

私は2年次生のとき、派遣留学生とし
てメキシコへ留学しました。そこでは

たくさんのメキシコ人の温かさに触れました。現地で
はアルゼンチン人と同居しており、メキシコとアルゼ
ンチンの文化の違いをたくさん学び、日本では考える

ことがなかった、移民のことについて考えるようにな
りました。他文化に触れることで自分自身のキャパシ
ティを広げていけることを学んだので、これからも柔
軟に視野を広く持ち、残りの1年間、様々なことに挑
戦したいです。

たくさんの人と話せるようになりたい
からというだけで、正直あまり具体的な

目標がないまま入学した私は当初、時間が流れるまま
に日々を過ごしていました。ですが授業はもちろん、
他大学との交流もあるイベントなどを通して多くの刺

激を受けることで、自分の中での意識が次第に変わっ
ていきました。プレゼンテーション大会やディクテー
ション大会への挑戦、パリでのインターンシップへの
参加など積極的にフランス語と向き合うようになりま
した。今後も自分の限界を決めることなく挑戦を続け
ていきたいです。

フランツ・カフカの作品に魅了されド
イツ語を学び始めました。彼は不幸の中

で死にました。私は彼をオマージュした死にざまを繰
り広げたいのです。大学入学後その思いは一層濃くな

りました。その原因の一つが全日本学生ドイツ語弁論
大会での優勝です。優勝すると人々はそのことでしか
私をみなくなりました。私にも彼らに反映した同質の
能力があって、私はそれが不幸の原因だと思うのです。
しかしそれに手馴れると案外おもしろいのです。

私は、日本語にはない仕組みや語彙の
面白さに魅力を感じ、ポルトガル語学

ゼミでその構造を研究しています。初めて参加したナ
ショナルウィーク企画・ブラジル料理フェイジョアー
ダでは、先輩や後輩と他県の専門店への買い出しや試

食改良などを楽しむ中で、日本語とポルトガル語のレ
シピを比較しました。夏季はオックスフォード短期留
学に参加しましたが、英語に加え、母国語がスペイン
語の人達とはポルトガル語で会話することができまし
た。次は現地で交流を深めたいと思います。

周りに恵まれた4年間でした。本学で
は、先生との距離が近いことから、先生

方や周りの方からサポートして頂くことができ、やっ
てみたい！と思ったことを諦めずに取り組めました。
派遣留学や語学ボランティア、HSK団体での活動や中

国語検定など様々なことに挑戦できたことで、たくさ
んの新しい出会いがあり、周りからも刺激を受けるこ
とができ、充実した大学生活を送ることができました。
多様な経験の場を与えてくださり、とても感謝してい
ます。

井口　将成 （英米語学科　4 年次生）

奥野　桂子（スペイン語学科　4 年次生）

嶋田　有希子（フランス語学科　4 年次生）

橋本　大樹（ドイツ語学科　4 年次生）

早志　香奈子（ブラジルポルトガル語学科　4 年次生）

武田　美悦（中国語学科　2020年3月卒業）

Message
在学生からのメッセージ

日本の文化と言葉を伝え文化交流をす
る日本語教師に憧れ、また古都である京

都で暮らしたいと思い、この大学に入学しました。1
回生のときから台湾へインターンに行き、日本語交流

教室の運営に携わり、貴重な経験をたくさん積みまし
た。課外活動やアルバイトでも、京都にいるからこそ
観光や伝統行事の知識を学ぶことが出来ました。学生
生活を通して関わった全ての方に感謝しています。

高校２年の時、ミラノ郊外に留学する
機会があり、そこである程度のイタリア

語を学んだのですが、もっとイタリア語の知識を増や
したいと思い入学しました。ネイティブの先生の授業

はとても魅力的で、イタリア語だけでなく他にも色々
なことを学べるので、毎回の授業をとても楽しみにし
ています。今はナポリ留学から帰国し、イタリア人に
ツアーガイドができるようにガイド向けのイタリア語
を勉強しています。

中井　裕美（日本語学科　2020年3月卒業）

長尾　岳仁（イタリア語学科　4 年次生）

他の大学と少し違うことをしたい。そ
れが国際教養学科に進学を決めた理由で

した。国際教養学科は、様々なチャンスが転がってい
る場所です。私はこの3年間でニューヨークの国連本
部で研修を受け、ボストンに留学するなど、他ではで
きない経験を積んできました。外大生ということもあ

り、語学力をよく問われますが、それ以上にこれらの
経験から私の中の価値観が大きく変化し、人生の刺激
を受けました。また、そのチャンスも、待っていては
手に入らなかったと思います。残りの学生生活、日常
に甘んずることなく、常に貪欲に成長を追い求めてい
きたいです。

私は今年の春に参加したネパール
フィールドワークをきっかけに障害者の

福祉について興味を持つようになりました。また1度
行ったネパールの環境、人のつながりや温かさに触れ、
このままでは終わらせたくないという気持ちからピカ

イチプロジェクトの制度を利用しNEPALinkという団
体でボランティア活動を行いました。現地の障害者施
設やろう学校に訪問し交流しました。また、国内でも
活動を行い福祉について学びました。

英語と観光どちらも学びたいと思い入
学し、早くも1年が経過します。伏見稲

荷大社やあわら温泉での調査などアクティブに学べる
機会が多く、行動を起こす自信がつきました。自らア
ポを取っての取材など様々なことに挑戦しています。

また、英字フリーペーパーのENJOY KYOTOの記事を
書く活動にも携わらせて頂いています。上手くいかな
いこともありますが、多くの経験を通して成長できた
1年間だったと思います。今後も楽しみながら語学や
観光を学んでいきます。

英語を主に勉強したい。この気持ちか
らこの京都外国語短期大学を選びまし

た。短期大学のいいところは短い期間での目標が立て
やすいことです。入学してすぐ、二年後に編入なのか
就職なのかをある程度考えておく必要がありました。
私は二年間の学びではまだ就職には早いと思ったこと

と、教職課程を修了させたいという思いから編入学を
希望しました。

短期大学は自分の成長をより感じやすくプランを立
てやすいところが一番の魅力だと思っています。いま
では夢が複数できたのでどの夢でも叶えられるように
勉学に励んでいます。

周山　涼介（国際教養学科　4 年次生）

岡本　万歩（グローバルスタディーズ学科　3 年次生）

藤松　桃葉（グローバル観光学科　2 年次生）

中村　伸穂（キャリア英語科　2020 年 3 月卒業　現在本学英米語学科 3 年次生）
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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

１月15日（水）、1号館R171にて校友会「併設短
期大学推薦編入学試験入学検定料補助金授与式」が執
り行われました。

令和元年度より、京都外国語短期大学より京都外国
語大学への推薦編入学試験を受験し合格、入学が確定
した学生全員に、校友会より検定料の補助をする制度
が実施される事になりました。

この記念すべき第一回目の授与式は、代表学生への
認定証及び補助金の授与に始まり、校友会島谷会長の
挨拶、大学より熊谷副学長の挨拶、そして代表学生に
よる謝辞と、終始厳かな雰囲気の中での授与式となり

ました。
式典終了後、一人一人に認定証と補助金が手渡され

ました。
大学生として益々勉学に励まれ、素晴らしい大学生

活を過ごされます事を、校友会一同お祈りしています。

「輝く星となる学生」
奨学生の今…

まず初めに、在学時代に「輝く星となる学生」
の第１回目奨学生として選んでいただき誠に有
難うございました。大学時代は、PSCやリーダー
ズスクールの活動に励んでおりましたが、頂い
た奨学金もリーダーズスクールのフィリピン研
修に有難く使わせて頂いた事を今でも鮮明に覚
えております。
こうした学生時代の海外経験もあり、卒業後、
私は、日系電機メーカーに就職し、ヘルスケア
関連の海外ビジネスに従事しており、現在中国
に駐在しております。2016年の上海駐在にはじ

まり、今年で５年目を迎えました。主な業務内
容は、現地法人の社長をサポートする役割では
ありますが、会社経営はもちろん、営業からマー
ケティング、財務、貿易等、幅広い領域に跨り、
毎日貴重な経験を積ませて頂いております。
私自身、まだまだ、人生道半ばで、輝く星に
は程遠いですが、いつか輝ける日を夢見て、日々
精進したいと思います。
末筆ではございますが、京都外国語大学、校
友会の益々の発展を心よりお祈り申し上げます。

現在、私は母校で大学職員として働いていま
す。
語学というキーワードに惹きつけられた同志
との出会いは、私の人生を大きく変えました。
振り返ると、学生生活の４年間、多くの新しい
出会いと成長の機会に恵まれ、非常に充実した
ものとなりました。夢にまで見たキャンパスラ
イフは決して楽しいことばかりではなく、「も
うこれ以上できない。」「今ここを乗り越えられ

なければ、次のステップはない。」という危機感
を持ちながら今できる最大の努力を積み重ねる
日々の連続でした。たとえ渦中においては耐え
難くとも、その過程で得られた全てが自身の財
産となっています。バックステージからの応援
にはなりますが、地道な努力を重ねることこそ
が、自分を支える大きな力になるということを、
伝え続けたいと思います。

橋渡　直樹（h24年度　中国語学科卒業）

重松　由樹（h29年度　英米語学科卒業）

併設短期大学推薦編入学試験
入学検定料補助金　授与式

今年度で創立23年となる教志会は、英語教育の実践報告研究の場として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、情報交換また研修会を行っています。

令和元年度は、本学外国語学部長 倉田誠教授の講演「英語口と英語舌でネイティ
ブの発音」、と高校で教鞭をとられる３名の先生からの実践報告、大阪府立野崎高等
学校 山本和真先生「チャレンジ精神を育む英語指導実践」、京都府立桃山高等学校 
加藤陽之先生「新大学入試に向けての指導実践」、兵庫県立宝塚高等学校 森正登先生

「技能別に特化した授業の取組について」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。

■令和元年度・第７回福井支部総会・懇親会・新卒者歓迎会の開催
福井支部の第７回総会・懇親会・新卒者歓迎会が８月４日（日）福

井フェニックスホテルで開催されました。総会後の懇親会は洗練され
た品格と文化的福井支部の象徴として日本伝統の筝曲演奏を鑑賞した
あと、中野支部長、島谷会長の挨拶、来賓の熊谷副学長のご挨拶と乾
杯の音頭で始まりました。「福井の味覚ホテルランチ」を堪能しながら、

「元防衛大臣・稲田朋美衆議院議員」の飛び入り英語スピーチ、参加
者38名の自己PRスピーチや特別参加の本学国際文化資料館南先生と「熊カフェ」スタッフ５名による活動紹
介で大いに盛り上がりました。最後は参加者全員による学歌斉唱で懇親会を閉じました。

■�校友の知見を共有し互いの人生を応援し母校に貢献する東京支部
東京支部は「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、

2011年以降実践してきた一つが、駐日大使館や海外政府観光局、海外航空会社
と大学・卒業生とを結ぶ
橋渡しの活動です。毎年開催の「関東地区卒業生の集
い」は、まさに「つなげる　つながる」の実践の場と
して、今年で32回目を数えます。東京支部はコミュ
ニティエンゲージメントやSDGsをテーマとしたセミ
ナーの主催もシリーズで行っています。

支部長　利根川正則　s51 年度英米語学科東京支部

■�和歌山支部総会・交流親睦会
「令和」の典拠とされる万葉集ゆかりの景勝地「和歌の浦」近くの

レストランカフェにおいて、和歌山支部創設９回目の総会・親睦会
が、７月７日に開催されました。島谷会長、山本監査役、北田常任
幹事、相川教務部部長、福田総務部次長、川口兵庫支部長、松川福
井支部事務局長の皆様にご臨席いただき、40名程の楽しい集いとな
りました。交流親睦会では、アルトサックスとピアノの素敵な生演奏とランチを楽しみながら、昭和37年度か
ら平成22年度卒業の支部会員ひとり一人が近況を述べ合って交流を図り母校を同じくする絆を深めました。

和歌山支部

教志会

支部長　三角雅彦　s57 年度英米語学科

会　長 左近正則　s58 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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兵庫支部では令和元年11月24日（日）に神戸市産業振興センターにて
第7回支部総会および懇親会を開催しました。一昨年は母校ゆかりの京都
での開催となりましたが、令和元年、新たな幕開けの記念すべき年、県内
に立戻り神戸での開催と致しました。総会には島谷直見会長、後の懇親会
には森田嘉一理事長・総長先生にご来臨賜り、兵庫支部会員の他、校友会、
学園関係者の皆様、多数の方にご参集頂き盛会に終えることができました。

兵庫支部では卒業生の親睦・交流を深めるべく、本年度も
総会の開催を予定しております。皆様のご参加お待ちして
おります。

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

おかげさまで当校友会上海支部は、昨年発足10周年を迎えましたが、今後も引
続きこの繋がりを絶やさず、定期的に活動を推進して参りたいと考えております。

最近では京都外大留学生の皆様の参加機会も大幅に増え、繋がりが格段に拡がっ
ている事を実感しております。

当校友会上海支部のメンバーは、駐在中にあっても母校、在学生の為に何か貢献
できないかと常々考えている温かい卒業生の集まりですので、老若男女問わず、是非お気軽にご連絡ください。

 京都支部の支部総会・懇親会を令和元年12月1日（日）に実施した。支部長挨拶の後、議長を選出し、決算報告、
会計監査を行い承認された。次期役員には、支部長古澤昭人以下17名を選出した。懇親会では、軽音楽部の演奏を
楽しみ、親睦を深め、また、兵庫・滋賀・和歌山・石川・福岡支部より寄贈されたふるさと産品の抽選会を行い会場
を盛り上げた。最後に出席者51名全員で学園歌を斉唱し会を締めくくった。
「文化的行事」では音楽鑑賞・社寺見学・文化人講演会・英語落語鑑賞等多

彩な取り組みを行い、前回は松本明慶佛像彫刻美術館での見学と講演を行い、
48名が出席した。

 課題の一つである、支部役員会と若い世代との交流は、総会・懇親会を契
機とした出会いを重ねる中で、 深まり、役員会への参加数も増加している。京
都支部では出会いを一層大切にした取り組みが期待されている。

校友会福岡支部では去年10月、支部総会と懇親会を開催し、ご多忙の由井副学長、
長者事務局長のご臨席を賜りました。決して大規模な支部総会とは言えないこじんま
りとした会ではありますが、幅広い年代の校友が和気あいあいとした雰囲気で語り合

える貴重な場にすることができました。少ない人数
でも、継続的に息の長い活動を続けていくことの重
要性を感じることもできました。

今後の課題は、若い世代や他地域の人たちとも積極的に交流を深めることです。
若いパワーを取り込みながら、「元気な福岡、九州」を発信したいと思っています。

クラブハッツは、観光関連業界に従事している卒業生のための校友会の業界支部です。年次の親睦会には、観光
というキーワードのもと、旅行会社、ホテル、エアラインや空港サービス関連などから多彩なメンバーが集まり、観

光業界ならではの喜びや苦労を共有する交流の場となっています。
また、観光業界で培った経験や知見を母校に還元する取り組みと

して、クラブハッツでは毎年大学内において就職セミナーを開催し
ています。観光業界の各フィールドで活躍する卒業生によるプレゼ
ンテーションは、実際の観光実務を包み隠さず後輩に披露するもの
であり、好評を得ています。

令和元年12月８日、和歌山支部が主催する小中学生英語スピーチコンテストを実施しま
した。ペリー来航の62年前にジョン・ケンドリック船長率いるレディ・ワシントン号が紀
伊大島を訪れたという日米交流の歴史的価値を語り継ぎ、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、26回の開催を重ねてきました。校友会本部より梅
澤昌嗣様、神谷昌明様にご臨席いただき、大学より相川真佐夫先生、Michael Barr先生に審査いただきました。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、
そして英語落語を学ぶ３名の出場者は、約150名が見守る中、
日頃の学習・稽古の成果を全力で披露しました。

第27回京都外国語大学校友会徳島支部総会・懇親会並びに第25回阿波踊りは、
記念すべき令和元年に開催されました。

四半世紀を数えるこれらの活動が継続されてきたのは、ひとえに卒業生OBの大
学を愛する心と先人（先輩）方の惜しみない献身によるものだと再認識した次第です。

台風14号により当日は、県内外、とりわけ京都から参加された校友会本部・大学
関係の方々には大変なご心配・ご苦労をお掛けし、やむなく当日欠席者が出たもの
の、それでも過去最高ともいえる約70名の参加者を数えたのは支部としてこの上ない幸甚でした。

年２回ほどの役員会の開催とともに、これら支部活動の更なる発展に向け、今後も役員一丸となって尽力していく
つもりです。

徳島支部 支部長　朝日紀世志　s49 年度英米語学科

会　長　垣見和人　h3 年度中国語学科Club  HAT ’s

支部長　北村　亨　h10 年度スペイン語学科福岡支部

支部長　川口榮一　s41 年度英米語学科兵庫支部 ■和歌山支部「2019 JOHN KENDRICK CUP 小中学生英語スピーチコンテスト」

■第8回　総会・懇親会報告
2019年6月15日（土）、韓国支部の懇親会がソウルで昨年と同じ仁寺洞（インサドン）

にある韓定食のお店で開催されました。韓国支部からの参加者が例年に比べ少なかったの
ですが、8名が参加し、また日本から外大を代表して由井紀久子副学長、校友会を代表して
島谷直見会長、赤﨑恒二郎監査役、山下智子常任幹事が日本からお越しくださいました。
先生方の興味深いお話や支部員それぞれの近況報告など、楽しい時間をすごしました。韓
国に在住している外大卒の皆様、ぜひご連絡ください。

交流の輪を広げましょう！

支部長　古澤昭人　s41 年度英米語学科京都支部

韓国支部 支部長 康　淑姫　h20 年度日本語学科

上海支部 支部長 奥原崇之　h4 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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福井支部「2019年福井国際フェスティバル こども国際講座｛えいごであそぼう！せかいを知ろう｝」が６月23日
（日）福井県立図書館で開催されました。松川事務局長を中心に支部員、特別参加の小学校英語活動ボランティアの
本学英米３回生２人が応援に加わり、県ALT・View氏（南ア）、大学講師・Sam氏（スコットランド）、同・Paul氏（英）
の協力を得て英語紙芝居、英語ゲームを楽しみ英語教育への貢献と京都外大PRを展開しました。

また、11月２日（土）福井県国際交流嶺南センターにおいて「ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつどい・おちゃっとサロン・
ニカラグア、エルサルバドル、コスタリカ編」を開
催しました。本学国際貢献学部グローバル観光学科
の南博史教授と同大学院生２名、エルサルバドルか
らの留学生２名をお招きして魅力的な中米の文化紹
介やニカラグアでの遺跡発掘調査の「お話し交流会」
で京都外大のＰＲと交流を深めました。

「第4回びわ湖研修会」
滋賀の1/6を占めるびわ湖、琵琶湖の起源は400万年以上も前にさかのぼり、縄文・

弥生・古墳時代から、水辺の人々動植物の命をささえ、環境汚染に遭遇しながらも進
化し続けるMother Lake。今回はMother Lakeの水質にも影響のある琵琶湖の３倍
の面積を持つ森林についての研修会で、SDGs理念で今を生きる我々に出来ることは
ないかを考えます。

滋賀支部では、びわ湖に関心をもって頂くツールとして、びわ湖への渡り鳥21種類DVDを作成（20分）し、日
本語ナレーション英語字幕、韓国語ナレーション英語字幕を完成。現在中国語ナレーション英語字幕作成中です。

「第2回歴史文化ふれあい研修会」
明智光秀と菩提寺西教寺、石積の坂本を巡る。卒業生の皆さんが家に閉じ籠らない

ように、60歳から75歳の方（321名）には、特に往復はがきを発送しています。
※滋賀支部2019/10/4現在会員2205名、メール登録者410名にも案内を発信しました。

■福井支部

■滋賀支部

「2019福井国際フェスティバル」及び「ＲＥＩＮＡＮ国際交流のつどい」の開催

支部長　中野多郎右エ門（s44年度英米語学科）

支部長　木下輝明（s41年度スペイン語学科）

昨年2019年も２月にOB会幹部が集まりOB会開催の準備をして、春（５
月（総会））と秋（11月）にOB会を外大テニスコートで開催しました。現
役を交えてテニスをすることで新旧OB間の情報交換をすると共にOBと現
役との交流を図っております。

将来のOB会会員を増やすことが出来るように、先ず現役の部員を増やす
為に、大学からテニスを始
めるテニス未経験の学生の
勧誘もアドバイスしております。

又、OB会への参加者が関西地区の卒業生が多いので、将来は地
方出身のOB間の交流を促す為に広島、東京、名古屋地区の各地区
に支部を設けることを検討しております。

校友会のご支援を賜りますようにお願い致します。

OB 会会長 吉田一郎　s39 年度英米語学科ソフトテニス部

昨年度からOB会の役員が一部変更となり、これまでの流れを踏襲しつつも新しい
ものに取り組んでいます。他大学や外部剣士との交流を積極的に行い、外部の道場か
ら指導員をお招きして、現役のみならずOBにも「大人の稽古法」を指導していただ

ける機会を設けました。
また、剣道部のOB間で「京都外大剣友会」

というLINEグループを作り、現役の稽古日程
の案内やその他の連絡を回しています。一人でも多くのOBに入っていただき、
交流の輪が少しでも広がっていくことを希望しています。もちろん、OB大会に
も頑張って出場していきますよ!!

剣道部 OB 会会長 作間幸雄　s59 年度英米語学科

海外事情研究会 OB 会顧問 池田光志　s43 年度英米語学科

少林寺拳法部 OB 会副会長 南北周作　h3年度ブラジルポルトガル語学科

令和元年６月15日外大にてクラブ設立60周年記念総会・祝賀会を開催
し、本総会にて役員が交代しました。
会　長：沢田勝義（S46年度ブラポル語卒）
副会長：田口優友（H27年度英米語卒）、土井啓資（H27年度英米語卒）
会　計：大越毬友子（H28年度英米語卒）

総会後はOBと学生による講演会を開いた後、ラウンジにて祝賀会が盛大に行われまし
た。

11月４日にはOB会有志が外大祭にて、海研の研究発表会や模擬店を慰問し、学生達
を労うと共に一層の親睦を深めました。

校友会ならびに本学の関係者の皆様に多大なるご支援を頂き、2019
年度に新入部員を迎え本学体育部として復活を果たしてからはや2年
が経過しようとしています。我々 OB会もこれまでのOBのためのOB
会ではなく、現役との交流を増やし、現役部員と一緒に部の運営を考
え、支援出来るOB会を目指して新体制のもと活動しています。

現役部員との交流では我々 OBとの世代ギャップを感じつつも率直
な意見交換？　をしながらクラブの復活の喜びを実感しています。こ
れからも部の継続のため現役と関わりながらより良いOB会を目指し
て活動して行きたいと思います。

令和元年７月６日(土)12時から11号館ラウンジにて現役・OB・OG交流の集いを開催、参加予定者が数名欠席
しましたが50名近くが集まりました。懐かしい先輩方との雑談や学
生時代を思い出させてくれる若々しい現役メンバーとの集いはあっと
いう間に終わりました。日々の部活動の紹介があったり、現役部員の
就職相談があったり、和気あいあいと楽しい時間を過ごすことができ
ました。参加メンバーも同じ顔触れになってきました。2年に一度開
催いたしておりますので、是非もっと多くのOB・OGのご参加をお待
ちしております。　

ＦＧＣ OB 会幹事 高橋榮一　s45 年度英米語学科

国際フェスティバル　こども国際講座 REINAN国際交流のつどい・おちゃっとサロン
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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11回（創部60周年）　記念OB総会開催報告
2006（平成18）年に設立しました卓球部OB会は、今回の開催で11回目となりました。これはひとえに皆々様

の平素からのご支援とご協力の賜と厚くお礼申し上げます。2019（令和元）
年の今年は創部60周年記念OB総会・懇親会を11月３日（日）本学11号館
２階ラウンジにて開催しました。懇親会では、現在も卓球部は休部状態で、
クラブの現状を憂い伝統ある卓球部を復活させる為にもOB会として如何に
協力すべきかという話題で、先輩・後輩の垣根を超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、和気あいあいで楽しい時間を過ごし
ました。次回のOB総会・懇親会への多数のご参加をお待ちしております。

■第10回貿易研究会OB・OG会開催報告
2019年11月９日に10回目を迎え、遠方から馳せ参じる心意気、嬉しく頼もしい

会となった。初回の写真を見ながら時の経過を感じる。他団体との連携、交流を深め
て連携を強固なものにしたいもの。下宿仲間との会話も弾み、活動を通じ貴重な宝を
共有できた。近況報告では更に盛り上がり、「野菜作り」「英語講座学習」復活の仲間
もでた。親の介護に時間を割かれる仲間も増え、各種ストレスが再会で気持ちが和らぎ元気回復に繋がり、意気揚々と

帰途に散会しました。〆は変わらぬ原先生のマジック、隠れネタ、裏技では最高の盛り上
がり、和やかな雰囲気、華麗なる技巧に元気を貰い老獪な姿に感動、実に楽しいひと時を
過ごしました。新たに参加の方、皆再会を楽しみにしています。2020年も実施します。

元気な内にぜひどうぞ。

■空手道部�OB総会&合同稽古を開催
11月2日に大学構内において、今年創部61年目の新しい歴史の

幕開けを記念して現役／ OB・OGによる合同稽古及びOB総会を開
催しました。

合同稽古は11時30分から12時30分まで、第1分館地下道場に
て実施しました。多様な世代が集まり、基本稽古・形・組手の練習
を行い、近年の空手競技の傾向を踏まえて共に考察しながら気持ち
の良い汗を流しました。近代の競技空手を体感しながら、日々の健
康増進について空手の有用性を改めて各人が認識しました。

続くOB総会では空手道部やOB会の現状を共有し、続く懇親会では現役を含め、各世代から21名が参加し、今だか
ら語れる当時の体験談や暴露話など、笑顔の中で貴重な交流を持つことができました。

記念すべき令和元年に合唱団創設60周年を迎えることになり、創設を記念して令和元年７月28日にOB総会及び懇
親会を開催いたしました。

はるばる遠方からのOB及び現役の参加で60周年の60を超え
る62名で、盛大に開催することができました。

一部の総会を終え、二部の懇親会では、やはり、混声合唱曲
を高らかに歌い上げました。

いろんな世代のOBが親しんだ思い出深い合唱曲を数曲歌い、
次第に学生時代に戻っていきました。次回の総会が楽しみです。

令和元年10月26日（土曜日）、11号館2階会議室にて総会、2
階ラウンジにて懇親会を執り行いました。

総会では、会務報告（活動報告）がなされ、その後、役員の改選（再
選）を行いました。懇親会（現役学生との交流会）では、現役学生

4名の皆さんから現在の活動報告をしても
らいました。特にペットボトルのふたを集
める活動（800個のペットボトルのふたで
ポリオワクチン一人分に相当）に参加者全員が耳を傾け、感動するOB・OGの姿も見うけ
られました。

令和元年11月23日に柔道部OBG会総会・懇親会を京都にて開催致しました。今回
は平野先生のご退任（実際は講師として大学にはいらっしゃる）もあり、全国から30
名以上のOBGが集まりました。特に平野先生が外大に赴任されて間もない頃の卒業生

（現在60才前後）が多く、遠くは海外（香港）から
も参加されていました。今まで多大に柔道部に貢献
してくださった御礼として柔道部OBG会の河越会長より記念品の贈呈をし、柔道部
の現状や今後のOBG会の運営などについて様々な意見が飛び交い、楽しいひと時を
過ごせました。

来年、創部60年を迎える硬式野球部は創部当初、広島県の福山市や因島で合宿を行いトレーニングを積み、1962
年京滋大学連盟に加入しリーグ戦を戦っています。

OB会は数年前に再結成され毎年総会懇親会を開催し、主にOB・OG会の交
流　と現役学生への支援などをメインに活動しています。

何年経っても当時にタイムスリップできる瞬間、旧交を深められる場と考え
ています。又今後は若手OB・OGの方々の協力を得る事も大きな課題です。

来年の総会（1/30又は1/31予定）は60周年の節目でもありOB・OG会の
皆様の沢山のご参加をお願い致します。

2019年度は、夏にOB会、冬に卒業生の送り出しをする為にOB・
OGが集まりました。いつもOB・OGと、現役を交えて開催しています。
現在の部員は男女で16人です。テニス部の活動へ参加希望の場合は
私、山本迄（090-9880-4408）ご連絡お願いします。現在は札幌に
おりますので、北海道に卒業生の方がいらっしゃったら、併せてご連
絡頂ければ幸いです。是非、外大の輪を広めましょう。

貿易研究会 OB・OG 会 落合佳宏　s57 年度英米語学科

空手道部 OB 会会長 前田早斗　s63 年度英米語学科

柔道部   東　啓治　h2 年度英米語学科

硬式野球部 OB・OG 会会長　野村貞夫　s45 年度英米語学科

OB 会代表 田中作司　s44 年度英米語学科混声合唱団「ソレイユ」

硬式庭球部   山本正太　h14 年度英米語学科

ローターアクトクラブ OB・OG会会長　 神谷昌明　s55 年度英米語学科

卓球部 OB 会会長 中辻政明　s43 年度英米語学科

第八回京都外国語大学硬式野球部
OB・OG 総会懇親会（2020.2.1）
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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

校友会では年2回親睦コンペを行っており、私は昨年、
その２回参加しました。春のベニーカントリーは京都・大
阪を見下ろす山の頂にあり、さわやかな薫風を感じながら
のラウンドでした。秋の宝塚高原は、街から少し入ったと
ころですが、自然豊かなコースで、ともに非日常の一日を
楽しく過ごせました。

競技方法はダブルペリア方式ですので、実力に関わら
ず、誰にでも優勝のチャンスがあるのがうれしいところで

す。が、そんな順位のことよりも
共にKUFS出身で、年は違えど互
いの親睦を深め、心地好い汗をか
き、18ホール完走できた満足感に
浸ることができたなら、春秋の貴
重な一日をグリーンで過ごすのも
意義あることと思います。

ただ昨年は、参加者が少なく、少々淋しくもありました。
ゴルフをされる方、一緒にプレーしませんか？（もちろん
実力は問いません。また知り合いの方もゲストプレーヤー
で参加できます。）

問い合わせは校友会事務局まで。尚、秋のコンペは決定
次第ホームページに掲載予定です。 
 澤山博一（s52年度英米語学科）

11月4日（月）文化の日の振替休日、当日は時折強い
風が吹き抜ける中、概ね天候に恵まれて気持ちの良い一日
でした。校友会は、11号館西側で学生達の運営する飲食
ブースに囲まれて『飴の掴み取り』を行いました。学生達
は勿論の事、先生方、大学職員、近隣にお住いのお子様連
れの方々でとてもよく賑わい、幅広い年齢層の方々のたく
さんの笑顔に出会う事が出来ました。そして何より、外大
祭実行委員を始め学生たちの頑張っている姿の清々しさ、

大学全体が一体となっ
て盛り上げようとする
エネルギーに、卒業生
の私も元気づけられと
ても幸せな気持ちで一日を過ごす事が出来ました。学生諸
君、先生方、大学職員の皆様、ありがとうございました。
そして校友会の皆様、お疲れ様でした。
� 枦込敏一（s63年度英米語学科）

2019年度校友会ゴルフコンペのご報告

台湾支部設立について

2019年外大祭に参加して

2020年２月２日、OB9名が参加し、OB総会及び懇親会を開催
いたしました。

昨年は現役もサークルとして活動を再開出来たので、懇親会は
久々に現役を招いての開催となりました。

現役も少人数での活動ではありますが、レースへの参加を目標
とし、OB会として、できる限りの支援を行うことと致します。

2019年10月5日に国際教養学科創設10周年記念式典が盛大に開
催されました。国際教養学科の卒業生及び在学生60名に加えて、来
賓の方々、そして初代学科長である故クレイグ・スミス先生の奥様、
スミス洋子さんが参加され、懐かしい思い出話に花を咲かせました。
特に国際教養学科の第一期生は大勢集まり、学科のパイオニアとし
ての意識の高さが強く感じられたところです。国際教養学科は既に
募集を停止しましたが、将来に亘って交流を続け、絆を深めていく
ことを参加者一同決意し、閉会となりました。

昨年11月23日、OB/OG、教職員約150名の参加の下、学科創設60周年記念式
典・懇親会が催されました。式典はOGの西元有紀氏の司会の下、森田嘉一理事長・
総長の挨拶で始まり、続いてOBでもある堀川徹志副理事長、小野隆啓前大学院研
究科長、倉田誠外国語学部長が、昭和・平成・令和各時代に亘る学科の歩みを回顧
しました。また卒業生代表として利根川正則（株式会社グローバルメディア代表）、遠藤崇誌（マツダ株式会社）、

柴田光明（ジャズピアニスト）各氏が登壇し、学生時代
の思い出や現在の仕事についてスピーチ・演奏が行われ
ました。連綿とした人材山脈を作り上げてきたOB/OG、
教職員の絆を深める良い機会となったことをご報告申し
上げます。

皆様、初めまして。
校友会台湾支部・初代支部長を務めさせていただく、

1986年度卒業生の澁谷浩と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。

4月11日（土）台湾支部として設立大会を開催する予
定でしたが、世界的な新型コロナウィルス感染拡大の状況
に鑑み、開催時期を延期することになりました。

ここ台湾は、とりわけ経済・文化の面において、日本と
の密接な、そして熱い感情を伴った交流が盛んです。

そんな台湾の地において
校友会を設立する意義は深
いと感じています。

ウイルス感染という見え
ない敵と向かい合う世界的
難局にある現在、我々台湾
にいる卒業生も「言語を通して世界の平和を」の校是を今
一度思い出し、前を向いて歩みたいと思います。
 支部長　澁谷　浩（s60年度中国語学科）

■国際教養学科創設 10 周年記念式典の開催報告

■英米語学科創設 60 周年記念式典の開催報告

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

国際教養学科　学科長　國安俊彦

英米語学科　学科長　佐々木豊

能楽部 OB 会会長 島谷直見　s51 年度英米語学科

令和2年2月24日（月・祝）、京都ホテルオークラ「暁雲」にて、能
楽部創部60周年記念祝賀会が開催されました。60周年は言わば還暦の
年。『参加者は全員赤い物を身に付けて来て下さい』のお約束を守り、赤
色と共に沢山の方が厳しいコロナウィルス報道の最中にもかかわらずご
参加下さいました。講師で創部者
の橋本先生親子３代のお謡『猩々』
に始まり、「60年の歩みDVD」他

のお楽しみ企画に笑顔満載の祝賀会でした。能楽部の歴史・伝統を現役学生も
しっかりと認識し、継続していく事の大切さを参加者全員で再確認できた意味
多き祝賀会でした。能楽部はこれからも日本の伝統と共に歩んでいきます。
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平成31（令和元）年度　校友会事業報告、会計報告 令和2年度　校友会事業計画 （令和2年4月末現在） クラブ・学科OB会 （令和2年4月末現在）

在学生との交流（令和2年4月末現在）

■ 主な行事 　■

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29日㈯ 大学との交流会〈ラウンジ〉

10月 6日㈰ 総長杯ゴルフコンペ〈宝塚高原ゴルフクラブ〉
11月4日 外大祭　模擬店出店
12月 9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15日㈬ 併設短期大学推薦編入学試験入学検定料補助金
（給費）授与式〈171教室〉

1月16日㈭ 校友会給費奨学金「輝く星となる学生」採用証書授与式
1月25日㈯ 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。

■ 学科周年祝賀会、支部総会・懇親会 　■

韓国支部 6月15日㈯ 総会・懇親会〈ソウル　ヨジャマン〉

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

福井支部 6月23日㈰ 国際フェスティバル〈福井県立図書館〉

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

教志会 7月28日㈰ 令和元年度　「英語教育実践報告研究
会」・懇親会〈大学内〉

福井支部 8月04日㈰ 第7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27回　総会・懇親会・阿波踊り
〈ホテルクレメント徳島〉

Club HAT's 10月02日㈬ 総会・懇親会〈スカイダイニング　アブ〉
国際教養
学　　科 10月05日㈯ 創設10周年記念総会・懇親会

〈11号館2階　ラウンジ〉

福岡支部 10月26日㈯ 総会・懇親会〈イタリアンカフェ ＆
トラットリア　バンビーノ〉

上海支部 11月3日 総会・懇親会〈上海花園ガーデンホテル〉

福井支部 11月10日㈰ REINAN国際交流のつどい
〈敦賀市立図書館〉

英米語学科 11月23日 創設60周年記念式典・懇親会
〈森田記念講堂・リブレ〉

兵庫支部 11月24日㈰ 総会・懇親会〈神戸市産業振興センター・
レセプションホール〉

京都支部 12月01日㈰ 総会・懇親会〈11号館2階　ラウンジ〉

和歌山支部 12月08日㈰
第26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〉

■ 在学生との交流 　■

5月11日㈯ 英志会　新入生歓迎スポーツ大会

8月22日㈯ 富山支部　第13回総会・懇親会
〈とやま自遊館〉

9月27日㈰ 福井支部　国際フェスティバル
〈福井県立図書館〉

0 9月 石川支部　総会・懇親会（予定）
10月10日㈯ EU支部　創設25周年記念支部総会・懇親会

10月14日㈬ Club HAT's　総会・懇親会
〈スカイダイニング「アブ」〉

10月31日㈯ 鹿児島支部　総会・懇親会

11月07日㈯ 福井支部　REINAN国際交流のつどい
〈福井県国際交流嶺南センター〉

（国内支部）
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 0761-44-1201
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 戸川　 定昭 090-4300-6939

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 0748-46-5574

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

（海外支部）
ロサンゼルス支部 支部長 再活動準備中

EU支部 支部長 モラン（松本）幸枝
（s45F） matsumoto-morin@orange.fr

メキシコ支部 支部長 原田 泉
（s47E） i_harada1011@yahoo.co.jp 

アルゼンチン支部 支部長 谷口 庄平
（s37A） shohei@taniguchi.com.ar 

ブラジル支部 支部長 ヴォウタニ 友美
（h15H） actually_tomomi@hotmail.com 

チリ支部 支部長 山口 大介
（h1E） yamaguchi@kanpomarino.cl 

上海支部 支部長 奥原 祟之
（h4I） 

t-okuhara@ykk.com.cn
wechat ID ： t-okuhara

シンガポール支部 支部長 再活動準備中
香港支部 支部長 再活動準備中 

韓国支部 支部長 康 淑姫
（h20J） toku-duhi@hotmail.co.jp

台湾支部 支部長 澁谷 浩
（s60I） hao-segu@biduying.com.tw

■ 校友会支部連絡先　※個人情報につき取扱いには十分ご注意ください。 令和 2 年 5 月末現在

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）
書　記 枦込　敏一 （s63A）
会　計 梅澤　昌嗣 （s56F）
会　計 中口　泰幸 （s45A）

監査役 赤﨑恒二郎 （s45A）
監査役 木下みゆき （s56H）
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）
神屋　信仁 （s47G） 柴岡　和生 （s48A）
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） 加納友美子 （s60A）
池田　　稔 （s61 I ） 吉田　英子 （s63A）
金島　由香 （h01A） 東　　啓治 （h02A）
川本　葉子 （h09A） ウイルソン恵 （h22A）

■ 校友会役員

■ 校友会監査

■ 常任幹事

11月28日㈯ 高知支部　第12回総会・懇親会
〈ホテル日航高知〉

11月29日㈰ 兵庫支部　第8回総会・懇親会

11月29日㈰ 東京支部　総会・懇親会
「第32回 関東地区卒業生の集い」（予定）

■R3年
1月23日㈯ 大学との新年会

3月20日 学位記授与式
※ 和歌山支部・徳島支部・教志会　総会・懇親会を今年度中に開催予定です。
※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。

※新型コロナウイルス感染拡大のため、事業計画は大幅に変更する場合があります。
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