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2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009年11月22日
同窓会創立総会
山本  甫氏  初代会長に就任

2010年6月30日
同窓会ホームページ開設

2012年2月20日
同窓会会報誌Alumni創刊号発刊

2013年4月1日
廣本  和司氏  第2代会長に就任

2014年8月12日
同窓会Official Facebook開設

2012年9月
同窓会奨学金制度（給付型）創設

2011年6月4日
国際交流部・キャリアセンター
同窓会共催
「外大からつながる社会人の今」開催

2014年2月16日
関東支部設立総会・懇親会
（第3回 関東地区同窓会）

2014年11月1日
第1回関西支部総会開催

2012年1月22日
第1回関東地区同窓生懇親会

2014年10月12日
上海支部設立総会・懇親会開催

2015年6月7日
中部支部設立総会
第1回同窓会開催

同窓会10年のあゆみ

　関西外国語大学同窓会が誕生してようやく10年になりま
した。ここまで、同窓会を支えていただいた歴代の役員の
方々、ホームカミングデーや各支部の同窓会に参加して盛り
上げていただいた同窓生の方々、みなさまのお力で現在の立
派な同窓会に成長させていただき、大変感謝しております。
また、就職やクラブ活動支援など現役生にも力強い後ろ盾と
なって支援いただき、ありがたく思っております。私は2009
年11月、第１回の同窓会総会を昨日のように記憶しておりま
す。卒業生800人が出席され、華やかに船出しました。関西外
国語大学は2020年には創立75周年を迎えますが、これまでの
卒業生総数は約18万5千人で、今年７月末現在、約７万人の
方々が同窓会に会員登録していただいております。私も名誉
会長の責を仰せつかっておりますので、同窓会が発展します
ようできる限りのご協力をさせていただくつもりでおりま
す。11月に開催されます同窓会創立10周年記念式典が、思い
出深いものでありますよう願っております。

祝  同窓会創立10周年

学校法人 関西外国語大学 理事長
関西外国語大学短期大学部 学長
関西外国語大学同窓会名誉会長

谷本　榮子
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2015 2016 2017 2018 2019

2015年3月4日
現地留学外大生×
現地在住OBOG交流会
in マレーシア開催

2017年4月1日
藤木  英幸氏  第3代会長就任

2017年4月29日
同窓会名誉会長
谷本榮子理事長旭日中綬章受章

2018年4月1日
課外活動等支援奨励金制度創設

2015年10月3日
マレーシア支部設立総会開催

2016年3月29日
大学創立
70周年
記念として
時計塔を
贈呈 2018年6月9日

御殿山キャンパス・グローバルタウン
開学記念としてホールクロック贈呈

2015年11月8日
大学創立70周年式典
2015ホームカミングデー同時開催

2016年5月7日
関西支部主催・Gai Diversity共催
第1回関西外大卒業生Reunion開催

2018年5月26日
中部支部主催  第1回
北陸地区同窓会・懇親会開催

2018年8月29日
第1回課外活動等支援奨励金
授与式開催

　関西外大同窓会創立10周年を心からお祝い申し上げ
ます。この10年間、多くの方々の御支援、ご尽力により、
本学同窓会は大きく発展してまいりました。支部も海外
を含む５支部体制となり、会員数も大幅に増えておりま
す。卒業生にとって、母校は友人との出会い、クラブ活
動、先生方から時に厳しい指導を受けた思い出の場とし
てかけがえのない存在になっています。私が会長を仰せ
つかっていた時、支部の設立総会に何度か出席させてい
ただきました。卒業生同士が熱く母校の思い出を語り合
う、このような卒業生の愛校心こそが同窓会のバック
ボーンなのだろうと感じた次第です。母校と卒業生をつ
なぐ同窓会の役割はますます大きくなってきています。
私も一会員として、できる限り協力をさせて頂く所存で
す。今後の同窓会のますますのご発展をお祈りしており
ます。

同窓会創立10周年によせて

同窓会第2代会長

廣本  和司
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　関西外国語大学および短期大学部ご卒業の皆様

　関西外国語大学同窓会会長の藤木英幸でございます。

　関西外大の同窓会の歴史はまだ浅く、本格的に同窓会活動を開始してようやく
10年を迎えることになりました。これもひとえに、同窓会設立に尽力された歴代
の会長、幹部の方々、および諸先輩方、さらには谷本榮子理事長先生、谷本義高
学長先生のご理解とご尽力の賜物と心より感謝いたしております。

　さて、大学を取り巻く環境は、少子高齢化の影響を受け私立大学の４割が定員割れになっていると言われているほど、
厳しい状況となっています。その中にあって、我々の母校である関西外大は目覚ましい発展を遂げており、それを象徴する
かのようなおめでたい行事でここ数年賑わいました。

　谷本榮子理事長先生の旭日中綬章の受章をはじめ、未来を見据えた斬新な発想によりキャンパスを一つの街として設計
された御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学など、私たちの母校の発展には目を見張るばかりです。

　この度、同窓会は創立10周年を迎えることになりましたが、今後も母校とともに歩を進め、新たな時代に向かって次の３
つの役割を追求する組織を目指そうと考えています。

第一は関西外大の目覚ましい発展を卒業生に知らせる。
第二は関西外大卒業生の交流、懇親を育む場を提供する。
第三は関西外大を卒業した同窓生として母校の発展に少しでも貢献する。

　以上、関西外大の同窓会は３つの役割を担ってこれからも母校同様に発展していきたいと考えていますので、何卒皆様
のご支援、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

To all graduates of Kansai Gaidai University and Junior College,
I am Hideyuki Fujiki, Chair of the Kansai Gaidai University Alumni Association (KGUAA).
While the history of the KGUAA is still short, we are reaching our tenth year since foundation. As such, I wish to express my sincere appreciation 
to the past chairs, executives, and fellow alumni, all of whom have been instrumental in the establishment of the Alumni Association, as well as Dr. 
Eiko Tanimoto, President of the Board of Trustees and Dr. Yoshitaka Tanimoto, President of the University for their support and understanding.
As a repercussion of a declining birthrate and aging population, the environment surrounding universities is so relentless that 40% of domestic 
private universities have not reached their capacity regarding the intake of students. Amidst that, however, Kansai Gaidai has undergone 
remarkable advancements, and in recent years, it has been crowded with congratulatory events that symbolize its achievements.
Beginning with Dr. Eiko Tanimoto’ s awarding of the Order of the Rising Sun and the opening of the Gotenyama Campus Global Town, a campus 
designed based on innovative ideas with views for the future, our alma mater continues to impress us with its incredible developments.
As we celebrate our 10th anniversary, we aim to continue advancing along with the university towards a new era, and to become an organization 
pursuing the following three roles:
1. To keep alumni informed of the remarkable developments of Kansai Gaidai.
2. To provide platforms to foster exchanges and friendships among Kansai Gaidai alumni. 
3. To contribute to the growth of our alma mater as graduates of Kansai Gaidai.

Bearing these three roles, the KGUAA shall continue to develop and advance itself just as the university has. We thank you for your continued 
support and cooperation.

関西外国語大学同窓会　会長　藤木　英幸
Hideyuki  Fujiki

Chair, Kansai Gaidai University Alumni Association

名 誉 会 長
名誉副会長
会 　 　 長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
副 会 長
幹 事 長
会 計 監 査
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谷 本 　 榮 子  
谷 本 　 義 高
藤 木 　 英 幸
高 橋 　 一 彦
有 本 　 昌 剛
阿 江 九 美 子
松 田 　 裕 子
前 田 　 英 樹
遠 藤 　 幸 治
稲 増 　 　 哲
牧 志 　 里 美

関西外国語大学  学長　

外国語学部（Foreign Studies） 

外国語学部（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

大学院博士前期課程（Graduate School）

外国語学部（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

学校法人関西外国語大学 理事長・関西外国語大学短期大学部 学長 

1983年卒

1980年卒

1981年卒

1995年修

1986年卒

1992年卒

1979年卒

1986年卒

1986年卒

Honorary Chair

Honorary Vice Chair

Chair

Vice Chair

Vice Chair

Vice Chair

Vice Chair

Vice Chair

Secretary General

Auditor

Auditor

Eiko Tanimoto
Yoshitaka Tanimoto
Hideyuki Fujiki
Kazuhiko Takahashi
Masatake Arimoto
Kumiko Ae
Yuko Matsuda
Hideki Maeda
Yukiharu Endo
Satoshi Inamasu
Satomi Makishi

■第5期同窓会本部役員（2019年10月～2021年9月）

会長挨拶

MESSAGE FROM THE CHAIR



1繰越金 

2同窓会費

3同窓会懇親会費

4受取利息

5雑収入

6預り金収入

7収入合計

8収入の部合計

9行事費

10奨学金・協賛費

11支部補助金

12外注費

13出版・印刷費

14会議費

15旅費・交通費

16通信運搬費

17人件費

18雑費

19予備費

20預り金支出

21支出合計

22次期繰越金

23支出の部合計

151,231,638

31,000,000

1,700,000

70,000

0

30,000

32,800,000

184,031,638

12,000,000

11,000,000

4,500,000

1,700,000

1,800,000

10,000

620,000

1,800,000

2,400,000

300,000

1,000,000

30,000

37,160,000

146,871,638

184,031,638

△3,360,000

400,000

1,200,000

1,760,000

0

151,231,638

29,940,000

1,544,690

71,303

3,000

32,905

31,591,898

182,823,536

8,474,808

10,800,000

4,881,425

1,449,742

2,948,971

26,756

548,717

3,554,418

2,384,000

212,237

0

32,735

35,313,809

147,509,727

182,823,536

0

△1,060,000

△155,310

1,303

3,000

2,905

△1,208,102

△1,208,102

△165,192

△200,000

△18,575

△250,258

△51,029

16,756

△71,283

△5,582

△16,000

△87,763

△1,000,000

2,735

△1,846,191

638,089

△1,208,102

収
入
の
部

支
出
の
部

科　目 予算額 流用額 決算額 予算比 備考

1繰越金 
2同窓会費
3寄付金
4同窓会懇親会費
5受取利息
6雑収入
7預り金収入
8収入合計

9収入の部合計
10行事費
11奨学金・協賛費
12支部補助金
13外注費
14出版・印刷費
15会議費
16旅費・交通費
17通信運搬費
18人件費
19雑費
20予備費
21預り金支出
22支出合計

23次期繰越金 
24支出の部合計 

151,231,638

29,940,000

0

1,544,690

71,303

3,000

32,905

31,591,898

182,823,536

8,474,808

10,800,000

4,881,425

1,449,742

2,948,971

26,756

548,717

3,554,418

2,384,000

212,237

0

32,735

35,313,809

147,509,727

182,823,536

147,509,727

30,000,000

0

1,600,000

70,000

0

30,000

31,700,000

179,209,727

2,300,000

11,700,000

5,900,000

1,900,000

5,100,000

30,000

600,000

6,200,000

2,400,000

300,000

1,000,000

30,000

37,460,000

141,749,727

179,209,727

△3,721,911

60,000

0

55,310

△1,303

△3,000

△2,905

108,102

△3,613,809

△6,174,808

900,000

1,018,575

450,258

2,151,029

3,244

51,283

2,645,582

16,000

87,763

1,000,000

△2,735

2,146,191

△5,760,000

△3,613,809

収
入
の
部

支
出
の
部

2018年3月、8月卒業生 2019年3月、8月卒業生

ホームカミングデー懇親会参加費、
支部総会懇親会参加費

ホームカミングデー、キャンパス記念品等
※他の科目に流用△336万円

ホームカミングデー懇親会参加費、
支部総会懇親会参加費

支部年間補助金、総会補助等
※行事費から流用40万円

会報誌制作、住所未登録者案内
※行事費から流用120万円

会報誌、住所未登録者案内郵送費等
※行事費から流用176万円

パラスポーツ募金、
事務用品、消耗品等

通勤交通費等

ホームページ管理
会員データ管理

源泉徴収

寄付金

源泉徴収

同窓会奨学金
同窓会奨学金、
課外活動等支援等
支部年間補助金、
総会補助等
ホームページ管理
会員データ管理等
会報誌制作、
住所未登録者案内等

事務局職員通勤費等
会報誌郵送費、
住所未登録者案内郵送費等

事務局職員給与

パラスポーツ募金、
事務用品、消耗品等

源泉徴収

ホームカミングデー

事務局職員給与

源泉徴収

備考増減今年度
予算額

前年度
決算額科　目
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関西外国語大学同窓会 2018年度　収支決算書
自 2017年10月1日   至 2018年9月30日

関西外国語大学同窓会 2019年度　収支予算
自 2018年10月1日   至 2019年9月30日（単位 円） （単位 円）

120,000,000

27,439,524

70,203

147,509,727

大口定期預金（三井住友銀行枚方支店）

普通預金（三井住友銀行枚方支店）

現金

合計

■次期繰越金内訳 ■2018年度同窓会奨学金採用者数 ■2018年度課外活動等支援奨励金授与者数
所属

大学

短大

個人

団体

採用者数

22人

8人

世界規模の大会
全国規模の大会
全国規模の大会

1位 1人、15位 1人

1位 2人、3位 2人、4位 2人、6位 3人

3位 1団体、6位 1団体

2人
9人
2団体

合計

30 人

ホームカミングデー開催される
　2018年度のホームカミングデー
が外大祭2日目の昨年10月27日、中
宮キャンパスで開かれました。午前
中、マルチメディアホールで同窓会
総会があり、関東、関西、中部各支部
の役員らも出席して学歌斉唱で始
まり、谷本榮子理事長（同窓会名誉
会長）の歓迎のあいさつの後、藤木
英幸会長が同窓会の活動方針とし
て「同窓生の親睦を図る舞台造り」
「大学の目覚ましい発展を同窓生に
伝えていく」「大学の発展に貢献し
ていく」の3点を訴えました。
　総会に続いて、外国語学部スペイ
ン語学科5期生（1974年3月卒業）で、
スペインのバルセロナで空手道場
を営む林謙二さんが講演しました。
午後は会場を厚生南館食堂に移し
て懇親会が開催されました。また、
「OB・OG教員のつどい」が同窓会総
会の後、同ホールで開かれました。
総会と懇親会には約２００人が出
席しました。

2018年度

区分 大会の規模 人数 成績



同窓会第4期事業計画 2017年10月～2019年9月

1. 同窓会組織の充実 3. 現役生への支援活動の多様化

2. 情報発信の強化 4. 母校との連携強化

課外活動等支援奨励金採用者からのメッセージ 同窓会奨学金受給者からのメッセージ
九十九　千裕さん
外国語学部英米語学科 3回生

林　杏樹さん
英語キャリア学部英語キャリア学科　2016年3月卒業
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　この度は同窓会課外活動等
支援奨励金を授与していただき
ありがとうございます。このよう
な素晴らしい賞を頂くことがで
きとても嬉しく思います。今回私
はアメリカ・フロリダ州で行われ
たチアリーディングとダンスの世
界大会のダンス部門に出場しま
した。今年は「世界一」三連覇と
いう前人未到の戦いに挑みまし

た。難易度の高い振り付け、大技、勉強、アルバイトとの両立など様 な々場面
で常に挑み続けました。追う立場から追われる立場になり不安やプレッ
シャーと戦いながらもメンバーと気持ちを一つに支えあいながら本番を迎
えました。そして多くの審査員の方々に満点の評価をいただき、三連覇を達
成することができました。この経験、世界の舞台で見た景色を思い出で終わ
らせず、また新たに目標に向かって日々成長し、頑張りたいと思います。

　同窓会ホームページに同窓会会員の
活躍のご様子を掲載しています。昨年10
月から本年8月までに掲載させていただ
きました皆様のご紹介をします。（順不
同）
　是非、ホームページにてご覧ください。

　あの時いただいた奨学金は私にとって大
きな意味のあるものでした。今でも感謝し
ています。
　私が奨学金をいただいたのはちょうど家
計が苦しい時でした。授業料は全て借り、
その他必要になる教科書代などはアルバイ
ト代から出す。そんな調子で留学費用が貯
まるわけもなく、当時は途方に暮れていた
のを今でもよく覚えています。
　結局奨学金を留学費用の足しにして…と
はいかず、留学自体は断念しました。奨学
金は英検などの試験代、個人的に興味の

あった分野の書籍代などに充てさせていただきました。あの時奨学金がな
ければ専門外の書籍を買って勉強しようという余裕はなかったはずです。
　私のような立場の学生にお金のせいで学問をあきらめて欲しくありませ
ん。この奨学金制度が長く続くことを願っています。

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/people/
「輝く同窓生」 URL 

輝く
同窓生

Shining Alumni



支部だより
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第8回 関東地区同窓会（第6回 関東支部総会・懇親会） Spring Festival 2019 Summer Festival 2019 ～第6回 関東Welcome Party～

　関東支部では、懐かしいご友人との歓談や、
新たな出会いを通じた交流の機会をご提供する
場として、春のお花見や夏の懇親会など、各種イ
ベントを開催しています。イベントでは、お子様
連れやご家族連れ含め、1970年代から2010年
代まで幅広い年代の卒業生にお楽しみいただ
いています。
　そして、秋には、年間の最大イベント「関東地
区同窓会」を開催し、毎年100名前後の同窓生

　楽しい各種企画をご用意し、皆様のお越しをお
待ちしています！
日 時：2019年11月23日（土）12:00～15:00
場 所：学士会館（東京都千代田区神田錦町3-28）
会 費：5,000円 
＜参加申込み・お問合わせ＞
 eメール： kanto@kansaigaidai-dousou.jp
 ※お名前（フリガナ）、卒業年を記載ください。 

に懇親を深めていただいています。今年は、11月
23日（土）、都内「学士会館」で開催いたします。 
　また、関東支部では、母校のブランドイメー
ジ向上や、現役学生のキャリア支援実現に向
けた議論、検討も重ねています。
　今後も引き続き同窓生の皆様の心の拠り所
となる機会と場所の提供に取り組んで参りま
すので、皆様のご支援、ご鞭撻のほど、どうぞよ
ろしくお願いいたします！

第9回関東地区同窓会
（第7回 関東支部総会・懇親会）

★関東支部主催イベント情報
●Webサイト：http://www.kansaigaidai-dousou.jp/shibu/kanto 
●Facebook：https://www.facebook.com/kansigaidaialumnikanto

●Twitter：@KGUAA_KANTO 
●Instagram：@kgu_dosokai_kanto 

★ご意見、ご要望を随時受付中！
お気軽に関東支部eメールアドレスまで♪！
kanto@kansaigaidai-dousou.jp 

バーベキューパーティー　2019年5月17日

　関西支部では、カジュアルで参加しやすい身
近なイベントを年に数回開催しており、毎回参
加頂いた同窓生の方々には大変喜んで頂いてお
ります。初めて参加される方も増え、少しずつで
はありますが同窓生の輪が広がっていっている
ように感じます。今年に入ってからは1月に新年
会、4月には中部支部と一緒にゴルフコンペを開
催、5月は大阪城天守閣を間近に見るナイスな
会場で大人のバーベキューパーティーを楽しみ

ました。また、8月には関西支部主催の定例ゴル
フコンペを開催、秋には関西支部総会をはじめ
ご家族の皆様も参加頂けるボーリング大会も
企画しております。どのイベントもかしこまった
雰囲気では無く皆さんそれぞれに楽しんで頂い
ている雰囲気が伝わってくるようで私たちも喜ん
でおります。
　関西支部では、より多くの同窓生が積極的に
同窓会活動に参加いただけるように、これから

も様々な情報を発信し、卒業生同士に加え現役
学生との交流など、同窓会全体の活性化につな
げてまいります。

［行事予定］
●関西支部主催　ボウリング大会
　2019年10月6日（日）　桜橋ボウル
●関西支部総会
　2019年11月2日（土）　関西外大

関東にもたくさんいるよ、同窓生　  Come and join us関東支部

多彩なイベントを企画・開催しております！関西支部

♥
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親睦ゴルフ

懇親会

［行事予定］
１０月　支部総会　開催
１１月　親睦会開催、第17回マレーシア・インカレゴルフ大会出場
１２月　忘年会開催　同窓会支部メンバーのご家族も招いて、
　　　　幅広く親交を深めます
２月　新年会開催
その他、非公式には、個別に、食事会などを、不定期に開催する予定。

　2019年中部支部は設立５年目を向かえ、5
月26日（日）名古屋栄東急REIホテルにて総
会・懇親会を開催しました。5周年を記念して、
谷本榮子同窓会名誉会長をはじめ、来賓の
方々のご出席、また懇親会では同窓生の杉本
洋之氏（高座名 広福亭ぽい）の英語を織り交
ぜた小噺や落語、大阪から駆けつけてくれた
現役学生「混声合唱団ラベリテ」の見事な歌
声など、聴きごたえ、見ごたえのあるイベント
を中心に年代を超えた出会いと交流がありま

　皆さん社会人ですので、皆さんが全員参加は難しい状況ですが、ほぼ2ヶ月
に一回のペースでオフ会を開催して、上海生活での情報交換を行っています。

［行事予定］
●支部総会・懇親会　（10月）
●留学生との交流会
●オフ会・ゴルフ部練習会（不定期）

　関西外大同窓会マレーシア支部
は、現在、8名のメンバーで活動を
しております。
　2018年度は、諸事情により、支
部活動が殆ど実施できませんでし
たが、2019年に入り、新しい支部
会員も迎え、不定期ではあります
が、活動を再開いたしました。
　主な活動内容は、以下の通り
です。

した。
　支部設立当初より開催している「ゴルフコ
ンペ」も今年の10月で8回目を数えることにな
ります。今年4月に開催したゴルフコンペは関
西支部と初めての共催となり、40人を超える
参加者が腕を競った楽しい会となりました。
　また毎年１月に現役学生を招いて「New 
Year Party」を開催しており、ここ数年は中部
国際空港セントレアで、各航空会社の協力の
下、空港内見学など特色のあるイベントを開

催、現役学生への支援活動にも力を入れてい
ます。
　同窓会の行事は卒業生であれば誰でも参
加できます。まだ参加したことのない同窓生
の皆さんもぜひ交流の輪を広げてみません
か。きっと楽しい時間を共有することができる
と思います。

［行事予定］
●New Year Party 2020
　(2020年1月25日開催予定)

2019年 中部支部総会・懇親会
（2019.5.26、名古屋栄REIホテル）

関西&中部支部共催「ゴルフコンペ」
（2019.4.21、デイリー信楽カントリー倶楽部）

New Year Party 2019
（2019.1.26、中部国際空港セントレア）

2019年 1月19日：支部総会・懇親会開催（クアラルンプール市内にて）

2019年 2月 6日：親睦ゴルフ開催（TEMPLER PARK COUNTRY CLUB)

2019年 5月19日：第１６回マレーシア・インカレゴルフ大会（大学対抗ゴルフコンペ）
　　　　　　　　 に出場。（TEMPLER PARK COUNTRY CLUB）

関西外大卒業生チームは、精鋭３名で参加。大会は、参加19
チーム（一部連合出場）、139名のプレーヤー。各大学毎に参
加者成績の平均を争う団体グロス賞があり、なんと我々が
優勝しました。

2019年 中部支部 同窓会活動中部支部

上海支部 マレーシア支部



クラブＯＢ・ＯＧ会だより

8

●アーチェリー部
●アメリカンフットボール部
●空手道部
●関西外大心身統一合氣道部
●剣道部 

●航空部
●硬式庭球部
●硬式野球部
●ゴルフ部　
●サッカー部
●柔道部
●少林寺拳法部
●女子駅伝部
●水上競技部
●セパタクロー部
●ソフトテニス部　
●卓球部
●チアリーダーPYRATES
●軟式野球部
●日本拳法部
●バスケットボール部

●バドミントン部
●バレーボール部
●ハンドボール部
●ボクシング部
●女子ラクロス部 
●ラグビー部
●陸上競技部
●ワンダーフォーゲル部

●アウトドア部
●イベント企画部
●映画研究部
●英語研究会（E.S.S.）
●MJA部
　（Music Joyful Association）

●演劇部「劇団しん」
●華道部
●ギター部
●競技ダンス部
●軽音楽部
●国際事情研究部
●I.F.C.（国際親善部）
●混声合唱団ラベリテ
●茶道部「ぜんしん会」
●写真部
●JAZZ研究会BEATs
●出版文芸部（C.P.C.）
●書道部「墨友会」
●新聞部
●スペイン語会話部
●筝曲部

●旅研究部
●ダンス部NODcrew
●通訳ガイドクラブ（I.G.C.）
●ドイツ語研究部
●美術部FAC
●ボランティア団体ひまわり
●フォークソング部
●フラダンス部puamelia
●フラメンコ部Anda Jaleo
●マンドリン部

●F.B.S.放送局
●吹奏楽部

体育会
文化会

独立団体

現　在　の
クラブ案内

　「関西外国語大学少林
寺拳法部創部45周年、初
心に帰り、さらなる発展へ」
　2018年11月25日（日）、
関西外国語大学少林寺拳
法部の創部45周年記念
式典が総勢90名の関係

者の皆様にご出席いただき、盛大に開催されました。創部以来OB・OG・現役
を合わせ、600名を越えるまでに発展し、現在では卒業後の現役拳士数もか
なり増えてきています。当日は、記念式典の前にOB・OG・現役合同練習を企
画、関西外大出身の現役道院長の指導の下、気持ちのいい汗を流しました。

記念式典では、来賓の先生方をお迎えし、ご祝辞や応援メッセージ、また初代
の先輩方から思い出話やご挨拶をしていただくなど、終始和やかな雰囲気で
会を終えました。この式典を通してOB・OG会、現役部員との結束を再確認し、
これから50年、60年と少林寺拳法の教えを実践しながら、少林寺拳法部並
びに大学の発展に寄与していくことを参加者全員で誓い、散会しました。

　ソフトテニス部は2016年に創部50周年を迎え、本年で53年目になりま
す。ソフトテニス部ＯＢ・ＯＧ会は2018年2月に第一回総会を開催し、ス
タートしました。その後、昨年11月にはＯＢ・ＯＧイベントとして昼にソフトテ
ニス、夜には食事会を催しました。同時に現役学生への寄付金および奨励
金の贈呈をおこないました。本年2月には第2回総会を開催し、本年6月以
降にはＯＢ・ＯＧイベントを予定しています。また会報を年間3回発行し、会
員に郵送しています。
　ソフトテニス部のＯＢ・ＯＧで、まだ会員登録をされておられない方は下
記のＯＢ・ＯＧ会ホームページよりご登録をお願いいたします。住所変更等
も随時受け付けています。
https://stennisobog.web.fc2.com/  関西外大ソフトテニス部OB・OG会ホームページ

　ESSのOB・OG会はEFEL（Everlasting Friendship through English 
Language）として、現在約300名の登録会員を擁しており、1968年（昭
和43年）枚方学舎の短大第1期生が卒業した年に創立されました。
　主な活動は、母校の関西外大同窓会と連携しながら会員相互の親睦と現

役ESS活動の支援を行っておりま
す。国内を５ブロックに分けて、地区
毎に懇親会を行なっております。母校
の学祭タイミングに合わせてEFEL
の総会を毎年開催し、現役ESS部員
との交流会も定期的に行っておりま
す。
　ESS活動支援の一例として、英語
教員として活躍している会員がキャ

ンパスを訪れスピーチの指導/アドバイスを行い、昨年12月に開催された第
46回外国語大学英語弁論大会において、ESS部員が見事１位と３位を獲
得。団体の部でも、優勝を果たしました。今後も現役ESS部員の要請に基
づき活動支援を行っていきます。

少林寺拳法部創部45周年記念全体写真

第一回総会

寄付金・奨励金贈呈 OB・ＯＧ現役テニスコートでの活動

記念式典 合同練習

会員と現役ＥＳＳ部員との交流会 ビアガーデンでの納涼大会

少林寺拳法部 ＯＢ・ＯＧ会

ソフトテニス部 ＯＢ・ＯＧ会

ＥＳＳ  ＯＢ・ＯＧ会（ＥＦＥＬ）

第50代部長の鈴木さんと初代会長 根来繁雄氏

https://kansaigaidaishorinji.jimdo.com/  関西外大少林寺拳法部ホームページ
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　全日本大学女子駅伝対校選手権
大会が昨年10月28日、仙台市で
開催され、女子駅伝部（山本泰明
監督）が昨年より順位を上げ、過去
最高に並ぶ総合13位（前年17位）
となりました。本学の出場は5年連
続5回目。優勝した名城大に約6分
遅れの2時間11分44秒でした。大
会は６区間計38キロで行われ、シー

ド校8大学、地区代表校17大学と、
オープン参加の東北学連選抜の計
26チームが出場しました。
　山本監督は「過去最高順位とな
りましたが、目標はそれを上回る
12位で、あと一歩届きませんでし
た。しかし、区間選手は安定した力
を発揮し、サポートの部員もさまざ
まな形でチームに貢献した結果で
した。遠方から仙台に足を運んでい
ただいたり、テレビ等を通して応援
していただいた方々のおかげで、学
生たちは大きな勇気を得ています。
日々の活動を通して感謝の気持ち
をお返しします」と話していました。

　英語国際学部３年生による「PBL
（課題解決型授業）2018年度学内
合同報告会」が12月19日、御殿山
キャンパス・グローバルタウンの谷
本ホールで開かれ、８クラスが１年
間の研究成果を発表しました。 
　各クラスの連携先と課題、担当教
員は次のとおり（発表順）。▷ひらか
たパーク（京阪レジャーサービス）：
どのようにして外国人観光客を呼び
込むか（鵜島三壽教授）▷市立ひら
かた病院：病院のイメージアップと
満足度上昇を図るか（川村悟准教
授）▷天王寺動物園：天王寺動物園

のPR策を考える（神田修悦教授）
▷近畿日本ツーリスト関西：小学校
低学年向けに「旅の本」を作る（清
水恭彦教授）▷放下鉾保存会：外国
の人々 に祇園祭を発信（鵜島三壽教
授）▷大阪府商工労働部：AI・IoTな
ど次世代技術　第４次産業革命に
ついて考える（神田修悦教授）▷江
崎グリコ：むし歯予防ガム「POs-Ca
（ポスカ）」の魅力訴求（中野誠教授）
▷ANAセールス＆大阪観光局：米国
から大阪を訪れるアメリカ人旅行者
のさらなる誘客と大阪での魅力ある
旅行スタイルの発掘（西田透教授）。

　現在、アメリカ・ニューヨークで
報道プロデューサーとして活躍して
いる松岡志保さん（外国語学部 英
米語学科2014年9月卒業）が2
月8日「GLOBAL COMMONS 結 
-YUI-」に住む学生に留学と海
外就職をテーマに講演を行いま
した。
　松岡さんは在学中、2012年8月
から2年間、ニューヨーク州立大
学オルバニー校に学位留学をしま
した。卒業後、日本テレビニュー
ヨーク支局へ入社。現在も同社の
報道プロデューサーとして働いてい
ます。
　松岡さんはまず、自身の学生時代
の様子を紹介しました。「クラスメ
イトは、帰国子女ばかり。英語の必
修クラスでは、哲学や環境学などを
『英語で』学ぶ形式でした。授業内
容やスピード、課題も多く、日本で
生まれ育った私にとっては大変な環
境で泣きながら取り組んだ経験もあ
ります」と話した後、自身の経験を
振り返り、帰国子女のクラスメイト
と対等になるために取り組んだこと
として「課題をしっかりする。知らな
い単語は覚える。授業で発言する。
オフィスアワーを利用し、教授のオ
フィスを訪ねる」とアドバイスを交
えながら話しました。

　続いて、留学先ニューヨーク州
立大学オルバニー校での学習内容
や現地での生活を紹介。「留学前
の２年間、人生で一番、勉強をしま
した。そのおかげで、留学中は授
業だけでなく、インターンシップな
どにも積極的に取り組むことがで
きました」「留学準備教育など関西
外大ならではの環境を活用し、事
前にしっかり取り組んでおくことで
留学先での生活が楽になります」
と励ましました。
　最後にニューヨークで報道プロ
デューサーとして携わっている仕事
内容を紹介。報道する内容を事前に
リサーチしたり、音声を文字に起こ
したり、翻訳や字幕をつけるのが仕
事。「事件があれば、時間に関係な
く呼び出されます。朝４時に電話が
なり、飛行機で現地に向かったこと
もあります」と話し、過去に携わっ
たニュースなど動画を交えながら紹
介しました。

過去最高順位でゴールするアンカーの伊藤望選手

女子駅伝部  過去最高順位
目標にあと一歩の13位
第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会

ニューヨークで
報道プロデューサーとして活躍する
本学OG  松岡志保さんが講演

杜の都の全日本女子駅伝大会に臨んだ女子駅伝部員ら

１年間のPBL成果を発表
英語国際学部の８クラス

写真左＝プレゼンの途中で「旅の本」をもとに小学生、母親役（左の２人）に旅行社のスタッフが海外
の国々について紹介する寸劇を披露　写真右＝プレゼンを終え会場の拍手に笑顔を見せるANA
セールス＆大阪観光局クラス

講演を行う松岡さん

ニューヨークでの様子

参加した学生たちと記念撮影
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　穏やかな早春の陽に恵まれた3
月9日、大学院、大学、短期大学部
の2018年度学位記授与式が、中
宮キャンパスの谷本記念講堂で行

われ、計3507人が卒業しました。
　式は、3回に分けて行われまし
た。第1回は午前9時30分から、
大学院と英語キャリア学部、外国
語学部スペイン語学科、英語国際
学部、国際言語学部。第2回は正
午から、外国語学部英米語学科。
第3回は午後2時30分から、短
期大学部の順で行われました。国
際言語学部は今回で最後の卒業
生を送り出し、学部としての使命
を終えました。

正頭英和さん＝京都市北区の立命館小学校で

姫路城をバックに集合写真

書写山圓教寺に向かって歩く学生たち(左) 集合写真（右）

　英国の非営利教育団体が、世界
約3万人の教育関係者から選ぶグ
ローバルティーチャー賞 2019の最
終候補者10人を2月21日に発表し
ました。日本人では唯一、本学出身
で立命館小学校教師の正頭英和
（しょうとう・ひでかず）さんが選出
されました。
　正頭さんは05年、本学外国語学
部英米語学科を卒業しました。関西
大大学院外国語教育学研究科で前
期課程（外国語教育学）を修了、京
都市の公立中学校、立命館中学校
高等学校を経て現職に就きました。
　グローバルティーチャー賞は、英
国の非営利教育団体「バーキー財
団」が、世界の教育者を対象に、優
れた功績を顕彰する目的で14年に
創設しました。第1回優勝者発表は

15年3月。
　日本人は、16年に中学校教師が
ベスト10人に、18年に高等学校教
師がベスト50人に選出。日本人の
小学校教師では正頭さんが初のベ
スト10人です。19年発表の同賞は
昨年12月、世界約150カ国約3万
人からベスト50人が選出され、今
回その中からベスト10人が選ばれ
ました。

　「GLOBAL COMMONS 結 -YUI-」
（以下「結」）に住む外大生、留学生ら
約200人が4月21日（日）に姫路城、
書写山圓教寺を訪れました。 
　RA（レジデントアシスタント）らが2
月に行われた伊勢に引き続き、姫路
へのフィールドワークを企画しまし
た。早朝、姫路に向けて「結」を出発
し、バス内では、留学生が姫路城の
歴史を説明していました。事前にRA
とペアになり、今回訪問する場所の
歴史を調べたそうです。
　まず、姫路城を訪れ、三の丸広場で
お城をバックに弁当を食べていまし
た。その後、レクリエーションが行わ
れ、グループに分かれ城内を散策。
「姫路城は、世界遺産に認定されてい
るよ」などと外大生がグループの留学
生に説明していました。
　続いて、映画『ラストサムライ』のロ
ケ地となった書写山圓教寺を訪問し
ました。トムクルーズと渡辺謙が英語
であいさつを交わすシーンを撮ったと
言われる場所で記念撮影する学生も

いました。また、写経に挑戦する留学
生もいて、日本ならではの文化を満喫
していました。 
　企画のリーダーを務めた岡本あか
りさん（外国語学部英米語学科3年
生）は、「今回、4月から『結』に入居し
た外大生と留学生の交流を深めもら
いたいと思い、姫路へのフィールド
ワークを企画しました。積極的に交流
している姿をみると嬉しくなりまし
た」と感想を述べていました。フィール
ドワークに参加したオータム・オニー
ルさん（アメリカ・ホリンズ大学出身）
は「日本に来てはじめてお城を見まし
た。写経も体験できて、良い思い出に
なりました」と言っていました。前原淳
樹さん（英語キャリア学部英語キャリ
ア学科２年生）は、「4月から『結』に入
居しました。今回のフィールドワーク
に参加したことで、ユニットを越えて
新しい友達ができました。文化の差を
感じることも多 あ々りました。次は、企
画する側で参加してみたいと思いま
した」と話していました。

本学出身の小学校教師がグローバルティーチャー賞
最終候補10人に
世界の約150カ国約3万人の
教育関係者から選出 「GLOBAL COMMONS 結 -YUI-」に

住む外大生、留学生ら200人、
フィールドワークで姫路へ

　日経CAREER MAGAZINE特別編
集『価値ある大学2020年版  就職
力ランキング』が2019年6月６日に
発行され、本学は関西の私立大学で
は総合1位にランキングされました。 
　『価値ある大学2020年版』は、「企
業の人事担当者から見た大学のイ
メージ調査」を掲載しています。同
調査は日本経済新聞社と日経HRが
共同で全上場企業と一部有力未上
場企業の人事担当者を対象に、過去
2年間（2017年4月～2019年3月）
に採用した学生のイメージを行動

力、対人力、知力・学力、独創性の４
つの視点で聞いたものです。 
　本学は総合で全国38位。関西の
大学では、京都大学、大阪大学、大
阪府立大学、神戸大学、京都工芸
繊維大学に次いで６位。私立大学
では関西１位でした。評価基準とな
る側面項目では、「対人力」全国17
位、「行動力」全国20位。 
　また、「大学の取り組みランキン
グ」では、「グローバル化に向けて
熱心に取り組んでいる」項目で、全
国４位にランキングされました。

2018年度  学位記授与式
学び舎から巣立つ3507人に激励と期待

　大学院、大学、短期大学部の
2019年度入学式が４月２日、中
宮キャンパス谷本記念講堂で３
回に分けて行われ、3662人が関
西外国語大学の仲間入りをしま
した。新入生は学生証などを受け
取り新たな生活をスタートさせま
した。
　新入生の内訳は、大学院博士
後期課程１人、同前期課程８人、
英語キャリア学部142人（英語
キャリア学科116人、同小学校

教員コース26人）、外国語学部
1414人（英米語学科1168人、
スペイン語学科246人）、英語国
際 学部727人、３年次編入学
495人（外国語学部英米語学科
367人、同スペイン語学科22人、
英語国際学部106人）、短期大学
部875人。

2019年度  入学式
3662人が外大の仲間入り

「企業の人事担当者から見た大学のイメージ調査」
関西の私立大学で１位にランキング
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2019年11月2日（土） 11：00～15：00

関西外国語大学  御殿山キャンパス・グローバルタウン
京阪電車　枚方市駅下車　京阪バス　北口3番、4番乗り場より約5分
「市立ひらかた病院前」（枚方市駅より2番目の停留所）にて下車、
北へ徒歩5分

●懇親会場では、軽食・お飲物をご用意しています。
●懇親会費は同窓会創立10周年記念につき、今回、登録会員は無料とさせていただきます。
　同行ご家族、ご友人はお一人2,000円（中学生以下は無料）。

※キャンパスおよび周辺道路は禁煙です。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。

本年は例年開催の中宮キャンパスではありません。
ご注意ください。

日　　時

御殿山キャンパス・グローバルタウン TANIMOTO HALL
（正門を入られてすぐ左の建物）10時20分より受付開始

受付場所

場　　所

11：00～11：40　同窓会創立10周年記念式典
11：40～11：55　総　　会
12：00～12：30　吹奏楽部によるNew Era Concert
12：40～15：00　懇親会

（御殿山キャンパス・グローバルタウン Cafeteria2 にて）
第21回「関西外大OB・OG教員のつどい」(教職
教育センター主催)を上記の同窓会総会・吹奏楽
部演奏会終了後、引き続きTANIMOTO HALL
で開催します。（12：40～13：20）。小学校、中
学校、高校教員のご参加をお待ちしています。


