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　後援会に参加して、はや3年目を迎えました。1、2年目は会計部
会、3年目は広報部会と、後援会の皆様にはお世話になるばかり
ですが、少しでも後援会活動のお役に立てる様頑張って参ります。
さて第78回COMMITは、いかがでしたでしょうか。
広報部会では、今回教育懇談会を一面に掲載しました。
教育懇談会の参加者も増えており皆様が興味ある内容にまとめ
ております。

また前回のCOMMITにてアンケート調査をご依頼させていただき
ました。
多数のご意見、ご感想いただきまして、ありがとうございます。
今後もCOMMITを通じ皆様のお役に立てる様にわかりやすい紙面
と新しい情報を発信してまいります。次号もご期待ください。

（広報部会 今井秀樹）

ふるさと納税の紹介

外国人留学生給費奨学金授与式
　

　京都外国語大学・京都外国語短期大学では京都

市との連携協定に基づく「ふるさと納税を活用した学

生支援」を行っています。

京都市ふるさと納税を活用して、ぜひ本学学生の社

会貢献活動へのご支援をお願いします。

I N F O R M A T I O N

（奨学生代表謝辞　グローバル観光学科１年次　マイ アイン トゥイさん）

　今まで、学費や生活費などが大きな負担となり、

アルバイトを頑張ることにより、思うように学業や自

分のやりたいことに時間を割けないことも多々あり

ました。 そんな時、後援会奨学金の奨学生として採

用していただき、経済的なストレスや不安が減ったこ

とで、学業や自分のやりたいことに集中できるように

なり、大変感謝しています。せっかく日本文化の代表

とも言える京都で生活しているため、これを機に京

都の文化や歴史についてより詳しく学びたいと思い

ます。卒業後は観光を通じて日本の「美」を訪日ベト

ナム観光客だけでなく、世界中の観光客にも届け、

地域を盛り上げたいと思います。
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12月7日（水）、2022年度の外国人留学生給費奨学金の授与式が本学で行われ、
５名の採用者へ梛野会長から採用証書が授与されました。
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10月9日（日）後援会と大学・短期大学の共催により保護者のための教育懇談会を開催しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で昨年、一昨年はWEBでの実施でしたが、本年度は実
に3年ぶりの対面開催となりました。
23回目となるこの行事は、全国から約400名の保証人（保護者）の皆様にご参加いただきました。
森田記念講堂では、教務部からアカデミック・アドバイザーやKyoto Gaidai UNIPAなどの教育支
援について、国際部から留学の現状・制度・支援など、キャリアセンターから就職活動の状況や
就活中に保護者に知っておいて欲しい注意点などの説明があり、その後各学科に分かれて教
員の方から学科の特色や授業についての説明の場が設けられ、保護者と教員の方々との和やかな
懇談の場になりました。
事前予約制の個別相談は満席となり、各部署職員の
方に丁寧に相談に応じていただきました。各所でコロナ
感染対策が施され、構内の案内やドリンク無料サービス
など配慮も行き届いた中、終日盛況の会となりました。　
　　　　　　　　　　　   　　    （広報部会 植松恵）

全体会後、各学科に分かれての学科説明・懇談に参加させていただきました。 スペイン
語学科の説明では、勉強はハードですが、少人数でコツコツ実践的な語学力が付き、
企業からは最後までやり切ることが出来る学生が多いと喜ばれ、就職率も90%以上な
どのお話を聞くことができました。
その後の懇談では学年担当の先生から留学の話やメキシコに滞在中のお話など、普
段お話する事ができない先生方と内容の濃いお話ができ、とても充実した時間になりま
した。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （広報部会 柳本めぐみ）

参加者の感想 ▼昼食は先生方とお弁当をいただきました。
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広報部会（以下、  広 ）
例年は年明け早々に2年次生を対象とした就活準備キックオフが開催
されています。企業が京外生に期待すること、また卒業生への評価を
教えてください。
日野 直樹キャリアセンター長（以下、 日 ）
京外大では卒業生を受け入れた企業の人事部門へ追跡調査を行っ
ています。「何を期待しているか」については『コミュニケーション能力・
対人能力』が圧倒的に高位で、次が『人柄・人間性』です。「優れてい
ると評価できる」について1位は『人柄・コミュニケーション能力』、2位
は『仕事に対する態度・主体性・積極性』です。期待と評価の1位が
マッチしていることは言語学習を通じてコミュニケーション能力と対人
能力を高めることができている成果だと思っています。まさに京外大の
建学の精神であるPAX MUNDI PER LINGUASが実践されている
と言ってよいでしょう。努力の証として各種資格を取得することも大事
ですが、コミュニケーション能力・対人能力を身につけることが語学習
得の神髄です。

　　業界ごとの就活スタート時期や臨む姿勢について教えてください。
　　近年の傾向として、最も早い時期に採用活動が開始されるのはIT・
ホテル業界です。IT業界では3年次の夏～冬がピーク、ホテル業界では3
年次の12月には決着するケースもあります。就活に臨む姿勢としては、
企業とのマッチングに関してコメントしたいと思います。面接などの
選考において仮に内定に結びつかなかったとしても、『自身の能力が
劣っているのではなく、組織との相性の問題』と捉えてほしい。企業の
選考視点は希望者が組織に馴染むことができるか?が多くを占めます。
学生の皆さんには「ミスマッチを教えてくれたんだ、これを糧に次に進
もう」とポジティブに行動してほしいと思います。また、学生の視点で
も、選考で接点のある企業の方々と「一緒に仕事をしたいと思えるか」、
そのフィーリングが重要です。日本の雇用制度においては終身雇用か
ら脱却しつつあります。また、少子高齢化が進み若い世代の労働者への
需要と流動性は高まっています。社会人としてのこれからの長い期間
は「キャリアを磨き、常に生き方を考えて行くもの」です。京外生の可能
性は多岐にわたります。選択肢を自らせばめるのではなく柔軟に考え
てほしい。キャリアセンターに来ていただければ知る人ぞ知る優良企
業を紹介することができます。是非早い時期から相談してください。

広
日

アンケート結果から京外生のキャリア形成について、
日野 直樹キャリアセンター長へのインタビューを実施しました。
本インタビュー記事は、前編、後編の2部構成です。
後編は次回COMMITに掲載します。

キャリアセンター長に
聞く! ＜前編＞

（広報部会　鶴村 和正）

週末に京都の有名な社寺などの観光地を訪れ、自分たち
から外国人観光客に声をかけて外国語で観光案内するク
ラブです。異文化交流を楽しみながら積極性と語学力が鍛
えられるとともに、あらためて日本の文化を深く知り、その魅
力に気づくきっかけにもなります。
クラブの簡単な紹介とYouTubeリンクをご覧ください。課外
活動全般に関するリンクも是非ご覧ください。

いろいろな課外活動のなかで、代表例として

「フリーガイドクラブ」を紹介頂きました。

フリーガイドクラブ
ドキュメンタリー

「一語一会のおもてなし」

その他
課外活動紹介（HP）

ご協力いただきました皆様ありがとうございました。アンケートのうち、ご子息・
ご息女の将来や後援会への期待に関するものを抜粋して紹介します。

広報部会ではアンケート結果に基づいて「課外活動」「卒業後の準備」「勉強全
般」について大学に協力頂き記事を作成しました。なお、後援会へのご要望につい
ては広報部会にてCOMMITや事業計画に反映できるよう検討を進めていきます。
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❹後援会へのご意見ご要望

COMMIT Vol.77 アンケート結果の一部を紹介します

●将来の進路・生き方を
　考えること
●就職に役立つ知識・スキルを
　身につけること
●資格取得のための勉強
●社会人として長く働いていく
　ための知識・スキルの勉強
●公務員などの試験対策準備
●業界や企業の実態を知ること

●部活動・クラブ・サークル活動
●アルバイト
●社会活動
  （ボランティア、NPOなど）
●読書

●保護者同士の交流機会を増やして欲しい
●保護者も学べる機会を増やして欲しい（ワークショップや保護者対象の講義）
●学校と意見交換できる機会を増やして欲しい
●奨学金や留学など相談できる機会を増やして欲しい
●その他

●学部・学科の専門的な勉強
●社会人として恥じない
　学力や知識を身につける
●幅広い教養を身につける
●ゼミや卒業論文

11.5%

38.5%

19.2% 30.8%

11.8% 32.4% 26.5% 20.6% 8.8%

❷卒業後の準備で
最も注力してほしいこと

❸勉強全般で
最も注力して欲しいこと 

❶課外活動で
最も注力して欲しいこと 

 ◎「課外活動」について大学に聞きました。ゴルフ部：
パターで入るとベビーカステラ1 個

サービスなどアイデアあふれる模擬店。
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今回初の試み！！学内で見つけた“おしゃれさん”に
声をかけ、写真を撮らせていただきました。
ご協力いただいた学生のみなさん、
ありがとうございました。

フラダンス部
LIKOLEHUA：

ステージのフラダンス
披露も初めてですが

頑張ります。
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左より：3年次（英米語学科）・
　　　　　3年次（英米語学科）・
　　　　　　　3年次（グローバル
　　　　　　　スターディーズ学科）・
　　　　　　　1年次（英米語学科）

おしゃれスナップ

11月6日・7日に開催された第64回外大祭。
今年は飲食系などのたくさんの模擬店、クラブ・サークルによるステージ
企画など、笑顔あふれる外大祭になりました。
参加していた学生からは、「昨年は模擬店もなく寂しかったが、やっと思い出
の残る楽しい外大祭になりました。」との声や、留学生と交流する学生の姿
もみられ、ステージからは音楽が流れるなど盛り上がりのある外大祭でした。

（広報部会 三井亜耶）

外大祭外大祭第64回
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後援会主催のビンゴ大会！！後援会主催のビンゴ大会！！


