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　平素から京都外国語大学・京都外国語短期大学
後援会に対しましてご理解とご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。
　昨年度に引き続き、2022年度後援会会長を務め
させていただきます梛野（なぎの）と申します。今年度
もよろしくお願い申し上げます。
　2020年度から続くコロナ禍で保護者の方々へ
お会いする機会や後援会の委員同士の交流ができ

ない状態が続いていましたが、徐々に日常が戻り
つつあります。今年度は、後援会員同士相互に交流
を図り、大学運営に密接に協力し、状況の変化にも
柔軟に対応してまいります。また、後援会活動を創意
工夫し、学生の皆さま一人ひとりがより充実した学生
生活を送れるようバックアップしてまいります。引き
続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。

2022年度 会長就任の挨拶

梛野 哲朗
後援会 会長

アンケートにお答えください
今後のCOMMITや後援会事業の充実を目指し、アンケート調査を行うこととなりました。
スマートフォンのカメラをかざして二次元コードを読みとり、アンケートの回答をお願い致します。
ご意見・ご要望をお聞かせください。（期限：8月31日） 保護者アンケート

 編集後記
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お問い合わせはこちらご意見をお寄せくださいkoenkai@kufs.ac.jp

　新年度がスタートし、早くも夏を迎えました。後援会は、大学・短期
大学の教育方針に基づき、学生の保証人（保護者）として、連携
を密にし、教育の振興・支援に協力し各部会を立ち上げ活動して
います。
　第77回COMMITでは、初の試みとしてアンケートを実施し、
その集計結果を次号以降のCOMMITにて反映し発信していき
ます。後援会活動に協力したいが、なかなか時間が取れない、という

方もアンケートの回答なら簡単ですので、どうぞ気軽にご参加くだ
さい。また、大学生活の側面を伝える動画を二次元コードで紹介
していますので、一覧ください。感想などもお待ちしています。
　最後に、後援会活動などについて年間スケジュールを掲載して
おります。コロナ禍で開催できなかった行事も今年度は催され
ます。皆さん、楽しく交流を図っていきましょう。

（広報部会　熊谷淳子）

　5月21日（土）、課外活動奨励金授与式が行われました。
　大学・短期大学には60以上のクラブやサークル、学生団体が
あり、後援会は課外活動活性化を支援する目的で助成しています。

　5月27日（金）、京都外国語大学
創立75周年寄付金贈呈式が
行われ、修学支援を目的とした
寄付金500万円の目録が、梛野
会長から堀川徹志理事長・
総長へ贈呈されました。

京都外国語大学創立75周年寄付金贈呈式 学長交代の
お知らせ
　このたび、2010年8月1日より
学長を務められた松田武先生
の任期満了に伴い、2022年
8月1日より小野隆啓先生が
新学長に就任されました。

T o p i c s

　大学と後援会の共催により、毎年秋に教育懇談会
を開催しています。
　学科等の説明や、修学、留学、就職、学生生活に関わる
さまざまな相談に対応する個別相談を実施します。
　より深く大学や後援会の活動を知っていただく機会
になりますので、是非ご参加ください。

2022年度 
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2022年度 委員総会

新年度事業計画と予算案 承認

教務部説明　　
国際部説明　　キャリアセンター説明
学科説明　　個別相談
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本学キャンパス会
場

（日）10/9
10:00～15:00
（9:30開場） 2022年度の

役員・監査に就任した皆さん

活動の様子は
こちらから！

（京都市右京区西院笠目町６）

　5月21日（土）、2022年度の委員総会が１号館７階小ホール（R171）
にて、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで、３年ぶりに
対面で開催されました。
　梛野会長の挨拶に続き、由井副学長よりご挨拶があり、その後、2021年度
の活動報告などがありました。続いて、委員からの賛同を得て、2022年度の
会長に梛野会長が再任され、事業計画・予算案について説明があり、満場
一致で承認されました。
　総会後、辻本事務局長から卒業役員・幹事の皆さまに労いの花束が
贈られました。

詳細については、
9月上旬に

発送する案内を
ご確認ください。

保護者のための教育懇談会のご案内

課外活動奨励金授与式



入学式 第１回役員会委員総会
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語学検定取得のメリット
派遣留学では、派遣先大学によって選考試験時に
語学能力試験の基準を設けています
➡TOEIC iBT、IELTS（for UKVI）、DELE、TCF、
　Goethe-Zertifikat等が選考基準

派遣留学では、選考基準で語学能力試験の基準が
ない派遣先においても、学部留学を希望する場合に
語学能力試験の基準が別途課される場合があります

留学時の学生ビザ取得において、語学能力試験結
果の提出を求められる場合があります
➡行先国、留学種別によって異なります

就職活動では、履歴書に記載し自身の語学能力を
アピールできます

検定料は最高28,000円、多くは、5,000円程度
➡全額助成します

COMMIT発行
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９月 
学位記授与式
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外大祭教育懇談会

2 Feb. 3Mar.1Jan.

予算編成審議

第２回役員会

学位記授与式

12Dec.

COMMIT発行

※新型コロナウイルスの影響により過去の写真も使用しています。

申請方法、申請期間、支給方法については、
助成金に関するWebページにて確認してくだ
さい。

◆ GPS-Academic検定料等
（大学・短大1年次）

◆ 語学検定試験受験料
◆ インターンシップ
　参加費 一部

◆ 履歴書・エントリーシート用
写真作成費

◆ 課外活動

◆ 外大祭・語劇祭

◆ 外国人留学生給付奨学金

◆ 留学生との交流会　など

※新型コロナウイルスの影響により変更または中止となる場合がございます。

¥0¥0
受験料
実 質

【問い合わせ先】ランゲージセンター（4号館3階） TEL.（075）757－8204

後援会では“年2回”

　　　　しています
語 学 検 定 試 験 受 験 料

全額助成
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語学検定について詳しくはWebで

後
援
会
の

一
年

都外大を体験
保護者の皆さまも！京

バーグランド先生

のワンポイントレッスンのワンポイントレッスン

2022年度 助成・補助金一覧

後援会の助成・補助金をご活用ください

　運営部会では、後援会主催行事である総会、大学と

の共催事業である教育懇談会、大学行事の入学式など、

さまざまな行事がスムーズに行えるよう、準備から当日の運営までを

サポートしています。コロナ禍でここ数年は表立っての活動ができません

でしたが、今年度は、外大祭でも学生の皆さんや保証人（保護者）の

皆さんに楽しんでもらえるようなイベントの実施ができるよう検討して

います。

会計部会では、「予算」（保証人の皆さまからお預か

りした会費をどう活用するか）と、「決算」（実際にどう

活用されたか）を管理しています。また会費は、大学側と連携し、

より有効活用されるよう内容を事前精査、委員総会で予算案として

審議・決定されます。例えばスキルアップ、キャリアアップ、課外

活動、就職活動等への支援に使われます。今後も語学検定受験料の

助成に力を入れてまいりますので、是非ご活用ください。

　広報部会では後援会会員の皆さまのもとに、会報誌

COMMITを年3回発行し、お届けしています。COMMITは

後援会の情報・行事、保証人（保護者）の皆さまが関心を持たれている

就職に関する情報などを掲載しています。COMMIT作成のための取材、

後援会のホームページの更新につきましても広報部会が担当してい

ます。これからも多くの方々から興味を持っていただけるようなCOMMIT

をお届けしてまいります。

運営部会 会計部会 広報部会

京都外国語大学・京都外国語短期大学

の後援会は、会長、副会長、会計、書記を

中心に3つの部会があり、保証人（保護者）

同士が親しく交流しながら学生のキャンパス

ライフをサポートしています。

教育懇談会教育懇談会 委員交流会委員交流会入学式後
後援会の説明
入学式後

後援会の説明

後援会主催の
ビンゴゲーム
後援会主催の
ビンゴゲーム委員総会委員総会

委員交流会
オンラインバスツアー

委員交流会
オンラインバスツアー

予算編成審議予算編成審議

委員交流会
COMMIT発行

国際貢献学部グローバル観光
学科のジェフ・バーグランド教授
によるレッスン。京都の観光
スポット、文化施設、飲食店など
を訪問する動画で英語を学び
ます。1本は約2分30秒、字幕
付きなので気軽に学べるのもポ
イントです。

『JEFF@KYOTO
わたあめバーム』

登録は
コチラから

委員となり
後援会活動に
参加しませんか？

卒業委員の方への花束贈呈卒業委員の方への花束贈呈
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