
京都外国語大学校友会会報

ALUMNI NEWS No.30

平成27年（2015年）7月1日発行

発行人＝京都外国語大学校友会　会長　島谷直見

発行所＝京都外国語大学校友会

編　集＝京都外国大学校友会　広報委員会

No.30

●校友会ホームページをご覧ください。 京都外国語大学校友会 検索検索

太秦天神川

地下鉄東西線

5号館（大学院）内
校友会事務局

地
下
鉄
烏
丸
線

近
鉄
京
都
線

西大路御池 二条 二条城前

四条

西院

阪急京都線

大宮 烏丸 河原町

五条

京都

烏丸御池

京都駅

三条通

四条通
京都外国語大学

御池通

天
神
川
通

葛
野　大

路
通

西
大
路
通

大
宮
通

堀
川
通

河
原
町
通

五条通



01

No.29
ALUMNI NEWS

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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竹ほど日本の文化と深い関わりをもったものはないであろう。
人々の生活から産業、芸術にいたるまで広範囲にわたる。
現在、私たちが目にする竹はマダケといい、中国から持ち込まれたもので
古事記や万葉集にも記述があるように、古くから日本人の感性を刺激し、
親しまれてきた。
とりわけ、竹林のもつ独特の風情は、日本画や水墨画のモチーフになり
俳句や和歌などに歌われている。
竹林はまた京都の庭を構成する大切な要素の一つとなっている。
夏、清々しい緑と竹林を吹き抜ける風が織りなす空間は、
まさにThis is JAPANである。

「This is JAPAN」

MESSAGE from Toshimasa Sakamoto
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アートディレクター

林　孝弘 （s40 年度英米語学科卒）

表紙：竹林



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

繋がる
～新任ごあいさつ～

校友会の皆様、平素は校友会活動に深いご理解を
くださり、誠に有難うございます。心より御礼申し
上げます。
私は、今年度より新会長に就任致しました“島谷

直見”と申します。どうぞ、宜しくお願い致します。
坂本前会長は、平成18年より9年間、校友会へ

の温かい愛情と、強い信念を持って、本会を導いて
くださいました。校友会の組織としての正統性と発
展を見据えた上での会則改正、現役学生への本会の
役割を考えての「輝く星奨学金制度」又、何よりも
大学を心より応援し続ける姿勢を示し続けてくださ
いました。その後を受け継いで女性として初めての
会長就任は、私にとっては大変光栄であると共に、
大きな重責であり、身の引き締まる思いを抱いてい
ます。
大学は、更なる発展を遂げる為に、厳しい中を

様々な可能性を探り、外大として広く世界に目を注
ぎながら、多大な努力をされています。
その成果は素晴らしく、全国・関西においての大

学総合ランキングでも上位に位置する程です。
私たち校友会の一番の役割は、発展し続ける「京

都外国語大学」を心より支え、応援する事です。そ
して何よりも、私たち卒業生が「京都外国語大学」
を心より誇りに思い、また懐かしく思い、卒業後も
この校友会の活動を通じて様々な方々との交流を広
げ深めたいと強く思って頂ける「心のふるさと」の
会である事だと思います。
時代年代を越えて、私たちは本学で、外国語を学

びながら「常に心の目を広く世界に向ける事」を教

えて頂きました。その教えを胸に、日本国内、そし
て海外で活躍される校友の皆様の同窓の絆を、より
深く強く結べるお手伝いができれば、とても嬉しく
思います。
本会は現在、会員数45,000名を超え、国内14
支部、海外8支部が活発に活動しています。支部活
動は全国にいる会員の皆様にとっては身近に「京都
外国語大学校友会」を感じて頂けるとても大切な存
在です。また、クラブも多数存在し、在学中は勿論、
卒業後もクラブOB会活動を熱心に続けられる沢山
の校友の皆様にも、クラブへの篤い思いと同時に外
大校友会へも思いを馳せて頂ければと思います。
会員の皆様に「校友会活動は楽しい！」「校友会
は自分たちの大切な会！」と思って頂ける会を、役
員、常任幹事、各支部長、そして校友の皆様と共に、
心ひとつにして、目指して行きたいと願っています。
この事は言うまでもない当たり前の事ではあります
が、とても難しい事だとも思います。
現役学生への「校友会アピール」も含め、本会の
皆様にとって、より身近な存在となるべく、様々な
アイデアを新役員、新常任幹事そして皆様と共に考
え、実行していきたいと思います。
4月より校友会の事務局は、5号館大学院の新校
舎へと移転しました。新しい事務局へも、是非とも
お気軽にお立ち寄りください。
最後になりましたが、森田理事長総長先生、そし
て大学の教職員の皆様の校友会への深いご理解とご
協力に心より感謝すると共に、会員の皆様のご健勝
と、益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
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会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上
げます。日頃から本会の活動にご協力いただき有難
うございます。
さて、私ことこの度、役員の任期満了に伴い、去

る3月31日をもって会長を退任し、後任に島谷直
見新会長を推挙し引き継ぎいたしました。山田勝
明・藤井章子両副会長、六島祥伍書記、長塚純一監
査役も同様に退任し、今後は一会員として新しい役
員体制を見守ってまいります。
想えば、平成18年４月から中村日六士前会長の

後の第５代会長として２期９年間に亘り、役員・常
任幹事の皆様に支えられながら、専ら会の発展と母
校の隆盛を念じつつ会の運営に当たらせていただき
ました。国内・海外支部の設立促進、支部活動への
支援強化、クラブＯＢ会活動への助成制度化、学生
諸君への奨学金制度の拡充、学生諸君の活動応援、
大学諸行事への積極的参加などを推進し、実現して
まいりました。また、着任当初から役員一丸となっ

て会運営の改善に取組み、会則並びに諸規定の整備
を進め、併せて財務内容の開示を含む会報やホーム
ページの充実を図る等により、会運営の明瞭化を目
指し、堅実な運営態勢を大きく前進させることがで
きました。
このように充実した９年間の任期を全うできまし
たのは、会員の皆様の温かいご理解とご支援を戴い
たからであり、また、理事長・総長森田嘉一先生は
じめ大学教職員の方々の絶大なる応援を賜ったから
にほかありません。誠に有難く衷心より感謝申し上
げます。
校友会は、同窓の仲間と楽しく交流し絆を深めて
いくところに第一義的な目的があります。次代の島
谷会長ならびに役員・常任幹事の皆様の今後のご活
躍に心からエールを送りますとともに、会員の皆様
のご健勝とご多幸を、そして母校の益々のご発展を
祈念申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

MESSAGE from Toshimasa Sakamoto

MESSAGE from Yoshikazu Morita

京都外国語大学校友会

前会長　坂本　利正

校友は生涯の宝もの
～退任ごあいさつ～

新旧バトンタッチ！
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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 Toshimasa Sakamoto

MESSAGE from Yoshikazu Morita

「祈る平和」から
「創る平和」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。
本学園は、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、お
かげさまで今日、国際社会の中で通用する有為の
人材を数多く輩出するまでに成長することができ
ました。偏に校友会会員皆様方のご高配のたまも
のと存じ、心からの感謝を申し上げます。これか
らも引き続いて、チャレンジ精神旺盛な、有能か
つ心豊かな人材を育てていくための学園、すなわ
ち「社会が必要とする総合学園」を目標に、地道
に前へ前へと歩を進めてまいりたいと考えており
ます。一層のご理解とご協力を賜りたく存じます。
今日、国内外ともにいちだんと激しい変化の時

代を迎えています。駆け足で進む政治・経済にた
いしての不安やもどかしさは日増しに広がり、先
行きが非常に読みにくくなっている現状ですが、
明日の日本のためには、何よりも人命の尊さ、心
の豊かさが優先されなければならないと考えてい
ます。申すまでもなく、日本は戦争と東日本大震
災でヒロシマ、ナガサキ、フクシマと続く核と原
子力の耐え難い負の連鎖を経験しています。この

忌まわしい不幸な過去を払拭して、平和で人間ら
しく生きることができる日本を取り戻すためには
どうすればいいのか。この問いは、政治の問題で
あると同時に、私たち一人ひとりに投げかけられ
ている命題ではないかと考えています。要するに、
祈るだけの平和ではなく、これからは私たち自ら
一歩踏み出して、「創る平和」の世界観で生きてい
かなければならないということであります。
宗教家であり評論家であった内村鑑三に「進め」
という文章があります。その中の一節に、「進め、
何処までも進め、前途を危惧せずして進め、―歓
喜と満足は前にあって後ろに有らず、臆病者に平
和あるなし、進め、何処までも進め」と説いてい
ます。まさに「アクションなきところにリアクショ
ンなし」というわけであります。そして私は卒業
生の皆様にも、いろいろなことにトライして挫折
して突破して自分の夢をつかむことの喜びを、た
とえ年を重ねても諦めずに幾度も味わってほしい
と願っております。若さとは年齢を言うのではな
く、いつまでも情熱を失わないことだと思うから
であります。
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。
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Contribution

寄稿文

「京都外大を卒業してパン屋？」とよく驚かれま
す。しかも外国ではなく、瀬戸内海の小さな島でパ
ンを焼いていますから、余計にびっくりされます。
そもそも私がパン屋になろうと思ったのは、「あ

りがとう」と言いあえる仕事を自分の手で一から
創りたかったからです。そのためには、きちんと
した人間関係を築けそうな場所、つまり人が少な
くて昔の良さが残っているところを探す必要があ
りました。その点で宮島は過疎地指定を受けてい
て、古き良き日本の習慣がたくさん残っていたの
で理想的な地域でした。場所が決まると次に島で
困っていることを尋ねて歩きました。すると、料
理や買い物に悩みを抱えるお年寄りが多いことを
知りました。そこで思いついたのがパン屋でした。
パンは調理しなくて済むし、軽いし、何よりも柔
らかくて食べやすいのです。そして2010年４月、
パン屋を開業しました。
パンを焼く薪窯は、宮島特産の杓子を作るとき

に出る端材を燃料として譲ってもらい、宮島の霊
峰・弥山で1200年燃え続けている火で燃やして
熱しています。ちなみに薪窯から出る炭は、かま
どに移してベーグルを湯がくために使い、残った
灰はお客様が山菜のあく抜きや畑にまくために持

ち帰ってくださるので、一度も捨てたことがあり
ません。
開業したての頃は苦労しましたが、人口がどん
なに少なくても「ありがとう」と言いあえる絆が
できるにつれ、口コミをしてくれるお客様が次第
に増え、今では外国人観光客も探して来てくれる
ようになりました。おかげさまで簡単な会話なら
20か国語くらいできます。京都外大を卒業してお
いて良かったです。そういえば最近、聴覚障害者
のお客様から「ありがとう」の手話を教えてもらっ
て、お互いに何度も何度も「ありがとう」を伝え
合いました。SNSが発達したこんな時代だからこ
そ、お会いして気持ちを通わせることはとても価
値のあることになりましたね。
皆さん、宮島でお待ちしています！

Nao Nomura

パン

野村　直
h5 年度英米語学科

PROFILE ／野村　直（のむら・なお）

1990年 英米語学科入学
1994年 英米語学科卒業
1994年 三島食品株式会社入社
2008年 三島食品株式会社退社
2010年 おひさまパン工房オープン
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寄稿文 Minako Matsubara

◦留学から始まった中国との縁

大学３年目の短期留学がきっかけで、４年目の1
年は派遣留学生として北京第二外国語学院で学ぶ機
会を頂きました。いつでも聴き、話せる環境で学べ
ることがとにかく楽しく、時間を惜しんで夢中で学
んだ覚えがあります。言葉（外国語）とは文字で表
現するためのものだけではなく、人と人のコミュニ
ケーションに使ってこそ、学ぶ意義がある、という
ことを身を以て実感した一年でした。

◦コニカミノルタ入社、そして中国駐在

一度の転職を経てミノルタに入社後、貿易実務、
海外代理店向け営業担当、中国新規事業立上げ等の
業務を経験しましたが、06年からは上海に出向し、
マーケティングの部署で商品企画の仕事を主に担当
してきました。先進国需要が鈍化する中、中国を中
心とした新興国では複合機もまだ安定した需要成長
が期待できることから、代理店やユーザーも回りな
がら、商品仕様や価格、売り方を考える、やりがい
のある仕事でした。そして、この春からは新たに企
業内の文書や電子コンテンツ管理最適化を促進する
コンサルティング事業を担当することになりまし
た。

◦学生時代の夢と今の自分

在学時は漠然と将来中国との関わりのある仕事が
したい、としか考えておらず、今の自分のような仕
事をすることになるとは夢にも思っていませんでし

た。言葉ができること、異文化コミュニケーション
を経験していることで、「ハンデなく」何にでも、
グローバルにチャレンジできるのが外大生の強みな
のかもしれませんね。上海では校友会の活動も活発
で、仕事を離れてほっとできる、そんな存在の先輩
や仲間に会えることが有難く、とてもいい刺激を受
けています。今の自分の原点となった大学生活や留
学時代を支えてくださった先生方や友人、家族に感
謝すると共に、在学生・卒業生の皆さまの益々のご
活躍を祈っています。

松原　美奈子
h6 年度中国語学科

言葉がベースに
あるからこそ

PROFILE ／松原美奈子（まつばら・みなこ）

1994年 派遣留学生として北京留学
1995年 中国語学科卒業
1995年 日中経済貿易センター入社
1997年 ミノルタ株式会社入社
2003年 コニカミノルタ統合により東京勤務
2006年  同社中国販売会社へ出向、マーケティング部で商品企画、

宣伝を担当
2015年 中国駐在10年目、４月よりソリューション営業部担当

←上海風景

� ↓部署スタッフと
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Contribution

寄稿文 Mitsuo Orita

◦公認会計士の資格取得を考えたきっかけ

私は大学卒業後、ガソリンスタンドで1年間正
社員として勤務しておりました。入社後、感じた
ことは、リストラ等で解雇されたら、どうなるの
か漠然と不安を感じていました。不安を解消する
ために何かしらの資格が必要と思い、公認会計士
を目指しました。公認会計士は自発的に努力して
能力開発を行い、責任を持って仕事を完遂し、そ
の結果がダイレクトに自分の評価に繋がる職業で
はないかと考えました。また、公認会計士は会計
資格の最高峰のライセンスで、公認会計士になる
と税理士は面接のみでなれる点も魅力を感じてい
ました。

◦独立開業を目指して

私は、公認会計士試験に合格後、大手監査法人
に勤務しました。大手監査法人はチーム単位で行
う仕事が中心のため、自分が提供したいサービス
と組織のサービスとの間にギャップがありました。
その部分がどうしても歯がゆく思い、「もっとス
ピーディに最適なサービス提供をしたい」という

思いに変わり、
独立を意識し始
め ま し た。 私
は、約６年間勤
めた大手監査法
人を退職し、税
理士登録を行

い、約2年間、個人の税理士事務所で勤めており
ました。今年の7月に独立開業を目指し、自分の
事務所を開業する予定です。

◦後輩へのメッセージ

私は京都外国語大学で学んだ学問とは畑違いの
職種に就いております。当初、公認会計士試験を
目指すとき、周りからは無謀な挑戦、リスクが高
すぎる等の言葉をいただく一方で、やりたい事が
あるなら、それをやるべきとの言葉もいただきま
した。やりたい事をやる！を信念に勉強した結果、
見事合格することができました。試験を通じて実
感したのは、先入観にとらわれず、何事にも積極
的に行動することが大切だと思います。行動しな
いことには、可能性はゼロのままです。皆様、そ
のことを胸に刻んで、日々お過ごしください。�

織田　三津雄
h15 年度英米語学科

やりたい事をやる

PROFILE ／織田　三津雄（おりた・みつお）

2004年　英米語学科卒業
2004年　株式会社ミツワ　入社
2007年　新日本有限責任監査法人　入所
2013年　久保総合会計事務所　入所
2015年　織田公認会計士・税理士事務所　開業
・職　　業：公認会計士と税理士
・仕事内容： 税務申告のみならず、金融機関からの資金調達、補助

金申請支援や内部統制構築支援等のコンサル業務に幅
広く従事
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現役からのメッセージ

私はローターアクトクラブに所属しています。ロー
ターアクトクラブとは、18歳から30歳までの若者が
個々の能力を高め、社会に貢献することを目的とした
クラブです。地域社会を基盤としたクラブと、京都外
大のように大学を基盤としたクラブがあります。私が
このクラブに入部しようと思ったきっかけは、クラブ
勧誘での先輩のお話でした。自分たちのやりたいこと
を企画できる、他クラブの社会人の方たちと交流がで

きる、海外のクラブとの交流もあるなど、魅力的なお
話をしてくださいました。元々社会奉仕に興味を持っ
ていたこともあり、入部を決め、その後、嵐山の清掃
や小学生との交流など、とても充実した活動を行って
います。入部当初は20人以上いた部員も、今では6
人にまで減ってしまいました。先輩方から受け継いだ
伝統を絶やさぬよう、部員を増やし、今後も社会奉仕
に努めていく所存です。

自分が入学し、早３年が経ちました。同じ部活の先
輩に４年間はあっという間だと話されたことを思い出
します。
フランス語の勉強になると思い、外大祭と共に行わ
れる語劇祭にフランス語研究会の一員として１・２回
生の時は演者を、３回生では監督として参加させて頂
きました。この活動を通して語学力の向上やフランス
の文化知識を増やすことが出来ました。しかし、それ
以上に部活の先輩方や友人、先生方に支えられている

ことを実感することが出来ました。それを当然のこと
と言えばそれまでですが、この経験をしたからこそ自
分が４回生になってから後輩たちに伝えていけること
もあるのではないかと思います。
３年間、先輩方の背中を見て様々なことを学んでき
ました。これからは見られる側として恥じない４回生
になれるよう頑張ります。本当にありがとうございま
した。

高校を含めて７年間自転車で通った場所。ボロボロ
になった自転車に、これまでの日々を思い出します。
中でも外大生としての４年間には宝箱から溢れ出るほ
ど思い出があります。入学直後の手話サークルSOUP
創設以来、仲間と切磋琢磨し、手話を通しての出会い
や発見に育てられました。２年次にはペアで紹介す
る日本文化プレゼンコンテストで紙芝居について紹介
し、優勝。これを境にプロ紙芝居一座の紙芝居師“いっ
きゅう”として活動しています。PAX�MUNDI�PER�
LINGUAS.�紙芝居は一つのLINGUASであると感じ、

卒業後も紙
芝居道を歩
むと決意し
ました。
皆様に支
えていただ
き、今があります。感謝の気持ちでいっぱいです。外
大卒であるからこそ伝えられることを、これからは紙
芝居師として伝えます。

吉川さつき
（スペイン語学科　4年次生）

小林　宏太
（フランス語学科　4年次生）

今村　郁美
（英米語学科　h26年度）

Message

Message

Message

現役からのメッセージ

No.30
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

漢字検定を受験していた影響で漢字に興味があった
ため、中国語学科を選びました。授業は新たな発見や
驚きの連続で、特に面白かったのは、日中では異なる
字体の漢字を使用すること、また、漢字の意味や用法
に違いがあることです。こういった漢字の多様性に魅
力を感じ、漢字文化圏の各地域で漢字はどのように普
及し、根付いていったのか等への関心が高まっていき

ました。
私は漢字の知識を深めるべく、進学の道を選びまし
た。漢字を使用する日本と中国、しかし漢字との在り
方、漢字の捉え方は同じではありません。漢字から見
える日中の文化を研究し、私たちの生活に根付く漢字
文化と向き合いたいと考えています。好きな漢字は
「餃子」です。

Leihoma ってご存じですか。ドイツ独自の育児サ
ポートシステムです。ドイツ以外での知名度はまだ低
いですが、このLeihomaとの出会いから、ぼくはド
イツ語の奥深さを知ることが出来ました。ぼくは、高
校生のときの留学経験を活かし、１年次から弁論大会
に出場しました。しかし、力不足とテーマの素朴さで

惨敗。雪辱を誓ったぼくは、弁論の主題に、授業で知っ
たLeihomaを選びました。そして、本戦では4位入賞。
その後、派遣留学先でLeihomaの研究者に直接イン
タビューしました。今はLeihomaについてドイツ語
でまとめながら、Leihomaの普及を通した国際貢献
の可能性を模索しています。

自分の母語であるブラジルポルトガル語を日本で勉
強できてとても幸せに感じています。
1年次生の時、夏期休暇を利用して大阪の翻訳会社
で企業研修をさせていただく機会を得ました。社会人
としてのマナーや礼儀作法、翻訳業というものはどう
いったものなのか、など他にも多くの貴重な体験をさ
せていただきました。2年次生の時は特に多文化共生

を目指したボランティア活動をしていました。現在も
地元の滋賀県にあるブラジル人学校を訪れて日本語の
授業のお手伝いをさせていただいています。京都外大
で学んだこと、経験したこと、さらに自分の母語であ
るポルトガル語を用いていつか必ず日本で多文化共生
社会を実現できるように、残りの学生生活を頑張りた
いです。

林田　奈緒
（中国語学科　h26年度卒）

山本　真嗣
（ドイツ語学科　4年次生）

川上　ラファエル　えいじ
（ブラジルポルトガル語学科　3年次生）

Message

Message

Message

現役からのメッセージ現役からのメッセージ
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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26年10月19日大阪国際会議場で支部総会懇親
会を実施致しました。�
福岡、徳島、兵庫、京滋、和歌山、東京、富山支部か
らスピーチを、鹿児島、高知支部からは激励を頂き、今
後の活動に弾みがつきました。�
英語スピーチコンテストを継続し、英語教育に力を入
れている鹿児島、和歌山支部から英語教育の普及に努め
る実態、教志会から英語教育の現状、問題点等を語って頂きました。�
傘寿の大先輩から貴重な海外経験談を語って頂き、徳島支部から「阿波踊り」の英語集中講義、実技指導が
支部長の粋な計らいで行われて、会場は阿波踊り会場となりOB・OGが入り乱れ熱気が溢れていました。�
今後は各種行事を織り込み、支部から盛り上げていきます。

昨年１月公益財団法人「福井県国際交流協会」（会長は元
福井県知事）の賛助会員となり、同10月26日（日）国際
交流会館で開催の「福井県国際フェスティバル」（福井県国
際交流協会主催）に初参加。校友会福井支部コーナーにて
支部会員により「英語紙芝居」等を実施。大好評を得ました。
この「国際フェスティバル事業」が支部長会・拡大幹事会
で「支部特定活動」として認定され、今後恒例の事業とし
て持続、発展に取り組むこととしました。

東京支部

大阪支部

福井支部

兵庫支部

支部長　利根川正則　s51年度英米語学科

支部長　湯口信壽　s42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

支部長　松下　衛　s38年度英米語学科

■「第27回関東地区卒業生の集い」7月11日開催に決定！
世界で活躍する「グローバル人材の育成」は日本にとって喫
緊の課題です。この分野こそ、「言語を通して世界の平和を」
と訴えてきたわが外大の得意分野と言えます。
東京支部は、常に現役学生や卒業生のために貢献・寄与でき
る存在でありたいと願い、ポーランド大使やトルコ商務参事官
といった海外高官のご臨席をいただき関係構築に取り組んでき
ました。今年も東京支部らしさを発揮した集いとします。

平成26年11月9日（日）「神戸メリケンパークオリ
エンタルホテル」で支部総会・懇親会を、総勢62名で
開催。総会では、昨年設立された支部の会則を設ける
為、役員会で協議した結果の承認を頂きました。今年度
も「親睦と和」を持って活動を行いたいと思います。懇
親会では「能楽部OB会花鏡の会」の記念公演を始め、チェ
ロの演奏を頂きました。今回企業の展示ブースを設け６
社のご参加を頂きました。平成27年度総会は、平成27
年11月15日（日）に開催予定です。
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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

8月2日（土）支部総会・懇親会を開催しました。宮谷副
支部長の講演「金沢の新幹線対策」の後、安田支部長、坂本
会長の挨拶、熊谷副学長の乾杯の発声を頂き、楽しい懇親会
となりました。富山支部、福井支部の方々の参加もあり、最
後は寺田力氏の締めの挨拶を頂戴しました。沢山の方々と一
緒に2次会に繰り出し、楽しい夜になりました。今後も石川
支部の発展の為に頑張る所存です。Facebookも立ち上げま
したので、そちらもご覧ください。

平成26年8月14日（木）徳島駅前ホテル・クレメントに
て、第22回総会・懇親会を開催しました。校友会、大学から
も多数ご参加頂き、総勢45名で大いに語り、歌いました。結
成20周年となる京都外大の阿波踊り連は、藝茶楽連と共に、
約40名で市街へ踊り出しました。母校の名前入りの提灯を新
調し、暑さも吹き飛ばし「踊りは外大！やっとさー！」と連
呼しながら、桟敷席の観客に精一杯のアピールができました。
来年はもっと多くの学生や卒業生の参加をお待ちしています。

■文化事業『歌とギターの調べ』（7.13.2014実施）
和歌山支部は、これまで会員相互の文化事業として、県立
博物館や近代美術館見学等を企画して参りました。2014年
は、白浜町出身で、シンガーソングライターの古家学さんを
招き実施しました。ふるさと和歌山を想う歌声に酔いしれ、
ギターやピアノの生演奏を楽しみながら、和歌山支部会員の
親睦や交流を深めることができました。気軽で楽しい雰囲気
の文化事業となり、若い世代の参加者も増えました。

石川支部

徳島支部

和歌山支部

支部長　安田嘉昌　s43年度英米語学科

支部長　野村誠也　s48年度英米語学科

支部長　佐武正章　s56年度英米語学科

●平成27年度　教志会英語授業実践報告・研修会　実施要項

日時：7月19日（日）　　場所：京都外国語大学
研修テーマ：   「授業の大技・小技」
　　　　　　─授業改善の工夫を求めて─
趣旨： 授業の課題、授業で大切にしていること、指

導の“コツ”や“カン”等毎時間の指導案では文
章化し難いが、授業実践を通じて培ってきた
“教育力”や“指導力”をテーマに研修を行う。

〈日程〉
午前：基調講演　杉本義美（京都外国語大学教授）
午後：１部　授業実践報告
　　　２部　 研究協議（テーマ

に 関 わ っ て、 グ
ループ別で研究協
議を行う）

　　　３部　懇親会

教 志 会 会長　田中道博　s48年度英米語学科
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メキシコ支部では、2014年6月DF（メキシコシティ）、９月に
BAJIO、11月にDFにて懇親会。2015年２月DFにて八木啓代さんと集
う会、３月BAJIOにて懇親会が開催されました。
メキシコ支部は約半年に一度、メキシコシティにて会合を開いており

ますが、ここ2、3年で私が住んでいるメキシコ中西部（バヒーオ地域
と呼ばれています）に、日系企業、日本人の数がかなり増加し、その中
にも本学卒業生の方がかなりいらっしゃる事が分かりました。
“是非バヒーオ会を開こう”という声の元、2015年3月15日に近隣の方々

にお集まり頂きました。総勢11名。普段の仕事を離れ、それぞれ年代を越えて、懐かしい話に大変盛り上がりました。
近年ここメキシコでは、本学卒業生の数がかなり増えており、この機会に限らずメキシコ支部が今後更に活気づい
ていければ良いと思います。メキシコ国内に滞在の方、これからご赴任の方、どうかお気軽にご連絡ください。
VIVA MEXICO!!   VIVA Paz Mund per Lingas!!

韓国支部

上海支部

ブラジル支部

支部長　寺井妃呂美　h7年度日本語学科

支部長　中島一成　s61年度中国語学科

支部長　小幡（狩野）知保　h1年度ブラジルポルトガル語学科

設立され早３年。6月28日、ソウルで開催の第３回総会に総勢17
人が参加。豆腐料理が自慢のお店で郷土料理をおいしく頂きながら近
況を報告。韓国人卒業生と韓国在住の日本人卒業生に、今回はソウル
旅行中の卒業生も参加。日本語と韓国語が飛び交う中、卒業生の子供
たちも言葉の壁を超えて仲良しに。日韓関係冷え込みの中、こうした
時期こそ、両国を知る我々の役割は大きいと改めて感じます。本部か
ら参加の藤井副会長と山田書記から「架け橋として頑張ってね」と励
まされました。今後さらに支部の輪が広がることを期待します。

恒例の日本語弁論大会にご出席の森田理事長・総長ご来訪
に合わせ、今年も総会を開催。2009年の発足から丁度５周
年。大学や本部からも多数参加いただき、在住会員21名、留
学中の現役学生５名、子供２名、総勢37名が、ホテルJADE�
LINKにて飲茶で歓談。先生方のご健在ぶりや叱咤激励の応援
パワーを受けて背筋を正し、上海支部としてこれからも10周
年、15周年に向けて頑張ります。

ポルトガル語学科の大先輩で、名桜大学図書館長・教授でいらっ
しゃる住江淳司様が日本からお越しになり、支部会を開催いたしま
した。またUSPに来た新しい留学生2名も急遽参加となり、今回も
世代を越えて楽しいひと時を過ごしました。学生時代の思い出話や
懐かしい先生方のお話は、いつまでも尽きることがありません。新
しくブラジルへ着任された方がいらっしゃいましたら、是非支部会
にご参加ください。ご連絡をお待ちしております。

メキシコ支部 支部長　原田　泉　s47年度スペイン語学科
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OB会会長　池田光志　s43年度英米語学科

小堀憲一　s43年度英米語学科

山部浩二　s56年度スペイン語学科

OB会会長　植松宏行　s43年度英米語学科

■設立55周年記念祝賀会
海外事情研究会設立55周年記念祝賀会を平成26年

10月11日11号館ラウンジにて下村副学長、坂本校
友会会長、日本学生海外移住連盟OB会伴内会長をお
招きして開催いたしました。宴は学生の司会で進めら
れ、学生30名も参加しOBと共に祝しました。
宴後半には、現役の田口会長によるクラブ活動報告

とクラブ員の自己紹介を所属学科言語を交えて行なった後、森川氏（s44年度スペイン語学科）のエールと海研歌を
全員で唄って散会いたしました。

■2015年OB会通常総会開催の報告
2015年1月17日、大阪梅田の「豆助」で16時～通常総会を、
17時～新年会を行いました。木田会長、門谷副会長、大西監督はじ
めOB11名、現役5名が出席しました。
総会では、会計報告や現役サポートをどの様に行うか、又OB会の
活性化も話し合いました。新年会では、現役も加わり創部時のOBで
ある三宅先輩や坂井先輩の懐かしいお話等もあり、楽しい時間を過
ごさせて頂きました。現在は部員も少なく低迷しておりますが、ヨッ
ト部復活へ取り組んでいます。

平成26年９月11日～ 16日に鳥取市の外大セミナーハウ
ス「鹿野荘」に宿泊し、町営テニスコートでOB２名も参加
しリーグ戦に向けて合宿を行った。11月22日には外大第二
分館テニスコートにて親睦テニス会を開催。当日は近畿圏の
OBと東京、広島、富山から計17名が参加し、現役vs�OB戦
を行った。夜には、六角高倉の「松井別館・花かんざし」で
合計35名が参加し新幹部の紹介の後、吉田先輩の乾杯の音頭
で懇親会が始まりました。

■第５回OB・OG総会・懇親会の報告
平成26年11月8日に実施。参加者は海外から数十年ぶり

に帰国した大先輩や静岡県の教職関係者2名を含む15名でし
た。懇親会では、大先輩の話で盛り上がり酒盃を重ねるにつ
れ気分は学生時代、先輩後輩の区別なく歓談に花が咲き、来
年も元気で、楽しい話題を持って再会する事を誓って散会。
その後は、二次会に、古都の紅葉の散策に、帰途にと各人思
いのままに。第6回総会は、平成27年10月31日開催予定です。

海外事情研究会

ヨット部

ソフトテニス部

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

スカウトクラブ OB会会長　赤﨑恒二郎　s45年度英米語学科

■スカウトクラブＯＢ会・懇親会報告
本年（2015年）創立55周年を迎えるに当たり、現役部員

を応援し、OB・OGの再会を喜び合う為昨年11月15日に本
学9号館6階ギャラリーにてOB会・懇親会を開催しました。
当日はOB・OG15名、現役部員15名が参加し、55周年

に向けOB会と現役部員とが益々結束を深めることを確認し、
55周年での再会を約して散会しました。今回参加できなかっ
たOB・OGの皆様も、今年は是非お会いできることを楽しみ
にしております。

ＯＢ会会長　中辻政明　s43年度英米語学科

田賀たづみ　s44年度英米語学科

岩﨑嘉男　h7年度ドイツ語学科

■第６回（創部55周年記念）ＯＢ総会開催報告
　（2014年５月17日～ 18日）
昨年に続き琵琶湖畔「白浜荘」でOB総会を開催しました。
午後１時半から37年度卒の岡村先輩を筆頭に、総当たり戦で
心地よい汗をかいた後は、総会・懇親会会場に移動して旧交
を温め、充実した楽しい夜を過ごしました。翌日の午前中は、
ダブルス総当たり戦を行い、無事に総会を終えることができ
ました。OB・OG会を維持・発展させていくためにも是非と
もOB・OG諸氏の協力が必要です。

平成26年11月２日にOBと現役のクラブ員70余名が参加
し「50周年記念の会」を本学ラウンジにて開催しました。当
日はPPM・Kingston�Trio�Blue�Glass�等の演奏が繰り広げら
れ楽しい時間を過ごしました。ホテルに移り二次会を行い、
青春時代に戻り皆で演奏し大いに唄いました。厳しい時代を
生きてきた人達が歌を通じて一つになり励ましあう姿を見て
感動しました。毎年少人数でOB会を行っています、是非ご
参加ください。

2014年6月7日（土）に品川プリンスホテルにて
平成26年度OB総会を開催しました。今回は5年に1
度の東京開催という事で、関東を初め各地より総勢13
名が集い、総会後も有志でカラオケ、更にはホテルの
バーで歓談し、世代を超え親睦を深め合いました。OB
会員は皆が4年間辞めずに練習を継続した者たちです。
現役部員の活躍、そして母校がいつまでもそこに在り
続けてくれる事を願って止みません。

卓球部

アメリカ民謡研究会

空手道部
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少林寺拳法部拳友会（ＯＢ会）は3月21日、大阪市内で拳友会総会
を開催しました。
本少林寺拳法部は一昨年には50周年記念式典を開催し、現在の現役
部員4年生が52代目となります。総会には3代目の大先輩から若手ま
で15名が参加し、最近の拳友会の活動、現役部員の活動について報
告し、新たに会長をはじめ三役が決まりました。総会に引き続き開催
された懇親会には現役部員代表と校友会藤井副会長にも参加いただき、
懐かしい大学時代、卒業後の生活、現在の大学の様子などの話に花が
咲きました。世代は異なっても、同じ道場で汗と、涙を流した仲間はいつまでも変わることのない大切な仲間です。
新しい三役は以下の通りです。
会　長：22代目　池田稔
副会長：23代目　青山眞二、25代目　大嶋庸介、28代目　南北周作
会　計：28代目　中川賛一

弦楽アンサンブル

少林寺拳法部

加藤尚志　h19年度ドイツ語学科

OB会会長　池田　稔　s61年度中国語学科

現役生のおかげで無事に創部25周年記念を迎えることが出
来ました。
今回は愛好会から立ち上げた先輩方にも参加していただき、

創部当時の先輩方と現役生との貴重な演奏交流の時間を持た
せていただくことも出来ました。
次回は5年後の2020年に予定しております。
今後は記念会だけでなく、現役生と物品提供などの支援を

交えながら、交流を深めていく予定です。

学科長　竹内　誠

■ 学科の繁栄並びに日中友好を願い
　中国語学科創設40周年記念同窓会開催
2014年10月26日（日）、中国語学科創設40周年

を祝う記念同窓会が本学キャンパス12号館「リブレ」
内で、盛大に開催されました。同窓会には、来賓とし
て中華人民共和国駐大阪総領事館から教育室長の李　
春生領事、本学からも堀川徹志副理事長をはじめ多く
の関係者が出席し、学科創設40年の歴史を祝いまし
た。
会場には、第1期生から直近の卒業生など90名余り

が集まり、和気あいあいと旧交を温め、教員や現役学
生も加えた友情の輪があちこちに見受けられました。
卒業生による古箏演奏、ウィグル舞踊、中国獅子舞な
どが加わり会場はいっそう和やか、かつ賑やかな雰囲
気に包まれました。最後にこれからの中国語学科の繁
栄ならびに日中友好を祈願し、出席者全員の一本締め
で、学科創設40周年記念同窓会を終了しました。

中国語学科

14
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「就活を始める皆さんに我々の業界を知って欲しい」
と、就職セミナーを２年前にスタート。昨年からは特定
活動助成の承認も頂き、事業の重みを実感。他の大学
にはないこの組織を大いに活用していただきたい。昨年
のセミナーでは現役のＣＡが制服姿で講演。皆さんから
「改めて夢に向かって頑張ろうという気持ちが沸いた」
との熱い声。「夢は…あきらめた時点で終わり！」クラブハッツは一人でも多くの方が、ハッツ関連の企
業に就職されるよう精一杯応援いたします。� （大学  キャリアセンター）

※  Club  HAT's は、Hotel、Airline、Travel agent など、観光産業に従事する本学卒業生の会で、校友会の一支部として活動し
ています。

校友会事業委員会は、2014年11月2日（日）外大
祭にて一区画を借り、「Home�Coming�Day」を企画・
実施しました。
本ブースは、二つに分かれており、一つはカフェス
ペースとしてOB・OGがくつろいで現役学生と交流が
図れるように、もう一つは飴玉の掴み取りを行い、現
役学生が気軽に校友会ブースへ足を運べるようにしま
した。久しぶりにOB・OGが母校へやってきて、現役
学生と交流ができる場を作ろう、という考えのもと設
置しました。
今年も校友会事業委員会は、外大祭においてOB・
OGと現役学生が気軽に交流できるようなブースを設置
しますので、皆様是非お気軽にお立ち寄りください。
今年は11月１日（日）開催の予定です。お待ちしてお
ります。� （h21 年度ドイツ語学科　竹原庸喬）

ク ラ ブ ハ ッ ツ 主 催 の 就 職 セ ミ ナ ー

校 友 会 新 事 務 局 の ご 案 内

外 大 祭 「 H o m e  C o m i n g  D a y 」

校友会新事務局は5です。
お気軽にお立ち寄りください。
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■　主な行事　■

06月09日㈪ 奨学金授与式（外国語学部）

06月21日㈯ 大学との交流会〈京都ガーデンパレス〉

06月22日㈰ 第9回会長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉

07月01日㈫ 会報発行

11月10日㈪ 奨学金授与式（留学生別科）

12月06日㈯ 第7回クラブＯＢ会連絡会

12月23日（火・祝） 第27回総長杯ゴルフコンペ
〈名神竜王カントリー倶楽部〉

H27年

01月19日㈪ 「輝く星となる学生」奨学金授与式

01月31日㈯ 新年会〈京都ブライトンホテル〉
※役員会・常任幹事会等の会議を除く。		

■　支部総会・懇親会等　■

京滋支部 04月19日㈯ 文化講座「トリウム原子力講演会」
〈からすま京都ホテル〉

高知支部 05月24日㈯ 第9回総会・懇親会
〈ホテル日航高知旭ロイヤル〉

韓国支部 06月28日㈯ 第3回総会・懇親会
〈レストラン「木のある家」〉

東京支部 07月12日㈯ 第26回総会・懇親会
〈東京プリンスホテル〉

和歌山支部 07月13日㈰ 総会・懇親会〈デサフィナード〉

石川支部 08月02日㈯ 第11回総会・懇親会〈金沢茶屋〉

福井支部 08月10日㈰ 第2回総会・懇親会
〈福井アカデミアホテル〉

徳島支部 08月14日㈭ 第22回総会・懇親会、第20回
「外大連」〈ホテルクレメント徳島〉

大阪支部 10月19日㈰ 平成26年度総会・懇親会
〈グランキューブ大阪「グラントック」〉

上海支部 11月02日㈰ 総会・懇親会
〈JADELINK	GARDEN〉

兵庫支部 11月09日㈰ 第2回総会・懇親会〈神戸メリケンパー
クオリエンタルホテル〉

Club	Hat’s 11月12日㈬ 第22回総会・懇親会〈アクイユ〉

Club	Hat’s 11月29日㈯ 第2回就職セミナー

和歌山支部 12月07日㈰
第21回ジョン・ケンドリック杯
スピーチコンテスト
〈県立図書館文化情報センター〉
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平成26年度　校友会事業報告、会計報告 平成27年度　校友会事業計画 クラブ・学科OB会 （平成27年4月末までの連絡分）

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！



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　滋　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 松平　	秀人 025-552-6295
石　川　支　部 支部長 安田　	嘉昌 0761-24-6670
高　知　支　部 支部長 柴岡	　和生 088-841-1939
福　岡　支　部 支部長 小林　	利夫 092-844-3330
鹿児島支部 支部長 鬼丸　　	宏 099-243-5331
和歌山支部 支部長 佐武	　正章 073-922-2311
福 井 支 部 支部長 中野	多郎右エ門 0776-53-2765
兵 庫 支 部 支部長 松下　　	衛 078-731-5220
Club	HAT's 会　長 田中	　明彦 072-866-6710
教 志 会 会　長 田中	　道博 075-501-9618

4月01日㈬ 入学式（大学・短期大学）
2日㈭ 入学式（大学院）
5日㈰ 京滋支部　学園創立者墓参・仁和寺拝観

5月15日㈮ 第10回会長杯ゴルフコンペ
〈宝塚高原ゴルフクラブ〉

9：44
スタート

30日㈮ 大学との交流会〈京都ブライトンホテル〉 18：00～

6月08日㈪ 奨学金授与式（外国語学部） 12：30～

7月05日㈰ 和歌山支部総会・音楽鑑賞・懇親会
〈デサフィナード〉 11：00～

11日㈯ 第27回東京支部総会〈渋谷TOKYO	MAIN	DINING〉
19日㈰ 2015年度（平成27年度）京都外国語大学校友会

教志会英語授業実践報告・研修会〈大学内〉
8月09日㈰ 第3回福井支部総会〈福井アカデミアホテル〉
14日㈮ 第23回徳島支部総会・第21回外大連

〈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08日㈭ Club	HAT's　第23回研修親睦総会

〈アクイユ（予定）〉 19：00～

25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〉 9：00～

11月11日㈰ 第57回外大祭・語劇祭
15日㈰ 第3回兵庫支部総会〈神戸メリケンパークオリエンタルホテル〉

12月06日㈰ 和歌山支部　第22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（予定）〉

13：00～
17：00

13日㈰ 福岡支部　英語教育講演会・総会・懇
親会〈西鉄イン福岡（アクロス福岡前）〉 15:30～

H28年
3月15日㈫ 学位記授与式（大学院）
20日（日・祝） 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 27 年 5 月 16 日現在

［海外事情研究会OB会（学移連OB会西日本支部セミナー）・懇親会］
5月23日㈯	12：30～・15：40～〈大学国際交流館〉

［ソフトテニス部OB会］
5月23日㈯	10：00～〈第二分館〉親睦テニス
5月24日㈯	18：30～〈ト一京都〉懇親会

［剣道部OB会・懇親会］
5月23日㈯	16：00～・17：30～

［卓球部OB総会］
6月6日㈯	〈琵琶湖畔「白浜荘」〉（～７日）

［空手道部OB会総会］
6月13日㈯	13：30～15：30〈11号館2F　ラウンジ〉

［自然科学研究会ＯＢ会］
6月13日㈯	

［FGC創部55周年記念現役・OB・OG交流会］
6月28日㈰	〈11号館2階　ラウンジ〉

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	 中村	　芳二（s43A）
書　　記	 山田	良至子（s44F）
書　　記	 山本	　正太（h14A）
会　　計	 藤本	　道治（s45A）
会　　計	 清滝	　幸子（s51A）
監 査 役	 中口	　泰幸（s45A）
監 査 役	 山本	　　勉（s46F）
監 査 役	 長者　	善高（大学事務局長）

有本　	欽哉（s38A）	 田邉　　	肇（s38A）
木下　	輝明（s41E）	 林　　	芳子（s43A）
小山	芙沙子（s43A）	 中辻	　政明（s43A）
相川	　賢司（s45A）	 髙橋	　榮一（s45A）
浅井	　仁一（s45E）	 北田　	　繁（s46A）
田中	　道博（s48A）	 小林　	弘明（s50A）
皆黒	　和明（s51A）	 宮本　	省司（s51A）
地紙	　恵子（s52I）	 福本　　	智（s56A）
梅澤	　昌嗣（s56F）	 木下	みゆき（s56H）
池田	　　稔（s61I）	 吉田	　英子（s63A）
髙居　	佐紀（h2F）	 岩㟢	　嘉男（h7G）
倉　	洋平（h11A）	 織田	三津雄（h15A）
竹原　	庸喬（h21G）

■ 校友会役員

■ 常任幹事

平成26年度　校友会事業報告、会計報告 平成27年度　校友会事業計画 クラブ・学科OB会 （平成27年4月末までの連絡分）

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！
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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！

［能楽部ＯＢ会ゆかた会・懇親会］
8月8日㈯	〈ホテル杉長〉

［ローターアクトクラブOB会総会・懇親会］
10月24日㈯〈841R・9号館7Fインターナショナルホール〉

［スカウトクラブ創立55周年記念OB総会］
11月15日㈰〈11号館2F　ラウンジ〉

［創部55周年記念OB会共催「外大能」］
12月6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。
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