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東京で同窓会開く／同窓会奨学金創設
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同 窓 会 誌 創 刊 の ご 挨 拶

　本学は戦後日本の成長、発展と軌を一にしながら歩みを続け、創立

67周年の年を迎えました。現在、学生数は約1万3000人を数え、海外の

単位互換提携校は50カ国・地域の334大学にのぼります。卒業生の総

数も15万人を超えました。本学が大きく成長できましたのも、卒業生の

みなさま方のご支援の賜物であり、厚く御礼申し上げます。

　創立65周年にあたる2009年には、本学の中・長期ビジョン「関西外大

ルネサンス2009」を制定いたしました。「外大ビジョン・6つの柱」を中心

に、激しく変化する現代に対応できるよう、理念と向かうべき姿を示して

います。大学間の競争も少子化とグローバル化のはざまで激化しており

ます。より魅力ある個性の輝く大学として、本学が存在感を増していくに

はどうすればよいのか。処方箋の一つがこの中・長期ビジョンです。

　私どもは今後、具体的な「アクションプラン」を作成し、みなさま方の

母校である関西外国語大学を一層素晴らしい大学にするため、教職員

が一丸となって努力していく所存です。お知恵、お力を拝借することが

多 あ々ろうかと思いますが、お力添えをよろしくお願いします。

　同窓会誌の創刊号発刊にあたりまして、心よりお慶び申し上げます

とともに、同窓会の発展と卒業生のみなさま方のご健勝をお祈りいた

します。

学校法人  関西外国語大学
理事長

谷 本   榮 子

同 窓 会 誌 創 刊 に あ た って

　同窓生の皆さまにおかれましては時下ますますご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。20 0 9 年 11月に関西外大同窓会が

発足して 2 年余り。ここに同窓会誌創刊号が刊行される運び

となり、東京においても同窓会が開催されるなど、同窓会活

動は着実に歩みを進めています。

　同窓会設立の趣旨は、卒業生の立場で母校の発展に寄与

するとともに、在学生に対する種々の支援態勢を構築するこ

とを柱に据えています。その一環として、2012 年度から同窓

会からの寄付を原資とした独自の奨学金創設が決まりまし

た。さらには、会員のみなさまのご協力をもとに、在学生の

キャリア形成に役立てる仕組みを考えているところでござい

ます。こうした活動や母校での主な出来事は今後、同窓会誌

でお伝えしていく所存です。会員のみなさまにおかれまして

も、同窓会に積極的にご参加いただき、同窓会設立の趣旨に

則り、母校の発展に寄与し、在学生支援にご協力いただけれ

ば幸いです。

関西外国語大学同窓会
会長   

山 本  甫

関西外大人行動憲章
■ 国際社会に貢献する豊かな教養を備えた人材の育成
■ 公正な世界観に基づき、
時代と社会の要請に応えていく実学

■ 国際通用力を保証する言語教育の実践拠点
■ 高度な専門職業人育成へのアプローチ
■ 国際人にふさわしい人間力の涵養と全人教育の推進
■ 「キャンパスは“ちきゅう”」 
―― 学びのフィールドを広げ、深める

■ 地域はパートナー ―― 「グローカリズム」の実践
■ 大学力の強化と充実 ―― 力強い未来のために

【外大ビジョン・６つの柱】

【建学の理念】

［学の研鑽］
わたしたちは、専門の語学、言語はもとより、多様な学問分野において
常に研鑽を積み、知識基盤社会の構築、発展に寄与します。

［国際人としての自覚］
わたしたちは、地球社会の一員であることを常に自覚し、
異なる文化の尊重と共存、相互理解を推進します。

［国際貢献］
わたしたちは、国際社会の平和と安全、繁栄と共生に向け、
地球規模の課題克服に取り組みます。

［人間力の涵養］
わたしたちは、個としての健全なる自我の確立とともに、
社会的存在として全人的な資質の向上を図ります。

［地域参画］
わたしたちは、自らの知識や能力、ならびに大学の教育資源を生かし、
拠って立つ地域の文化的、教育的発展に貢献します。

※2009年10月策定の中・長期ビジョン「関西外大ルネサンス2009」より
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　2002年4月開学。大学院、英語キャリア
学部、外国語学部、短期大学部、留学生別
科の学生が学んでいます。2012年7月には
ICC（インターナショナル・コミュニケーショ
ン・センター）が完成。実践的な英語教員
養成の拠点となります。

　1966年4月に開学した片鉾キャンパスは、
中宮キャンパス移転に伴い総合体育館とグ
ラウンドの一部を除いて、36年の歴史に幕
を閉じました。本館と図書館は枚方市の施
設となり、多くの市民に利用されています。

　1984年 4月、短期大学米英語
学科としてスタート。現在は国際
言語学部の学生が学んでいます。
豊かな自然に囲まれた学習環境
が魅力です。2009年9月の孔子
学院開学に伴い、中国語圏との交
流も活発に行われています。

Nakamiya
Campus

GAIDAI NOW
関西外大の「今」を伝える キャンパスの風景

中宮キャンパス

Katahoko
NOW
片鉾キャンパスは今

Hotani
Campus
穂谷キャンパス

旧本部棟（右）と旧図書館（左）の間を道路が貫き、風景は一変しています
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■最近の卒業生の主な就職先

■卒業生数の推移
活躍するOB・OG

　中学生の頃、大ヒットした映画を見てブルース・リーに憧れまし
た。サントラ版を聞いて英語がうまくなり、先生からも褒められ
て、ますます英語に興味を持つようになりました。関西外大に入っ
てからも、英語の勉強は一生懸命した方です。クラブ活動にも力
を入れました。実戦空手同好会というのを作り、そこで主将を務
めました。
　在学中、中学校・高校の教員免許を取得しました。一度は教師
の道を目指して教育実習にも行きました。2週間でしたが、伝説に
残るほどすごい授業をしました。実習が終わって学校の門を出る
ときには、ドラマのワンシーンのように、校舎の窓から顔を出した
生徒たちに熱い言葉をかけられました。
　でも、実習担当の先生は「この狭い世界に収まるよりも、君に
はもっと活躍できる舞台があるんじゃないか、そう思えてならな
い」。この一言が人生を変えました。
　卒業後6年ほど、下積みを経験しました。今でも涙が出そうなく

らい、どん底の生活で
す。工事現場で働いた
り、お店の用心棒をした
り、ラーメン店に勤めた
り、何でもやりました。そ
うこうしているうちに、気
がついたら今のような状
況になっていたんです。
　熊を倒すような空手家
になりたかった。これは、
信仰心だと思います。空
手と、そこに向かう自分の信じる道があり、それを極めようと精
進してきました。この人生を振り返ると、関西外大時代に学んだこ
とが力となって、自分の度量に組み込まれていると感じます。

（2010年11月6日　ホームカミングデーで）

度量を育ててくれたキャンパス

　学生時代は、CPE（現
CIE）の一番成績が下のク
ラスでした。どうしても留
学をしたくて、4年次の夏、
メキシコのGuadalajara自
治大学に推薦留学できま
した。スペイン語習得に
必死で、10カ月間は短く、
物足りなさを感じました。
帰国後も、「スペイン語を
伸ばしたい」「海外に出た

い」という思いが強く、帰国生ガイダンスの日に就職課でメキシコ求
人情報をいただき即決。日系企業での社内通訳で、1カ月後にはメキ
シコで働き始めます。
　最初の半年は通訳ができず、悔しくて家に帰ってから勉強ばか

りしていました。それでも、仲良くなったメキシコ人に支えられて
乗り越えられました。この友人は今、私のアシスタントとして働い
てくれています。ここで育まれた日本人、外国人たちとの友情や
連帯感は貴重な財産です。その後、6年ほど働いていたのです
が、長い間夢に描いてきた「メキシコと日本の橋渡しになる」のは
不可能だ、と焦燥感が募るばかり。そこで独立を決意し、メキシ
コ人と日本人のコミュニケーションの手助けにと、スペイン語の
出張個人レッスンを始めます。2010年には「KKtranslation」とい
う通訳･翻訳事務所を設立。通訳･翻訳業務のほか、通訳者の派
遣、日本人向けビザ手続き、スペイン語レッスンとサービスの幅
が広がりました。2011年2月からはメキシコ・ヌエボレオン州の最
高裁判所認定翻訳家に就任。メキシコ当局に提出する公文書
（戸籍謄本など）をスペイン語訳する仕事です。
　夢だった「橋渡し」が少しずつ実現できているのかなと自負し
ています。

メキシコの州最高裁で認定翻訳家に

　昨年11月15日から20日までハネムーンで来日したブー
タンのワンチュク国王とペマ王妃。その前月、ブータン中
が沸いた国王の結婚式に花を添える祝賀ソングを作詞
したのが北前さん。本学で培った英語力を生かし「ブータ
ンの自然と歓び」を表現した。
　関西外大在学中にロックバンドを結成。2002年にド
イツへ渡り、04年にアルバムデビューして06年に帰国。
「音楽の次は言葉で世界の人々をつなぎたい」と、翌年に
オランダ・ライデン大学大学院に進学した。帰国後、「英

詞家」というジャンルを編み出し、ミュージシャンの海外
発信をサポートしている。
　祝賀ソングを作曲した神谷桂二郞さん（32）は、国際
協力機構（JICA）から派遣された首都・ティンプーの音楽
学校の依頼で祝賀ソングを作曲。神谷さんが、「英詞家」
の北前さんに作詞を頼んだ。曲名は「Happy Chant in 
Unity（歓喜の唱和）」。歌詞は「草木、花などブータンの豊
かな自然が、結婚を祝福している」という内容を英語で
表現。ブータン国民向けセレモニーで大合唱された。

ブータン国王結婚祝賀ソングを作詞しました

関西外国語大学短期大学部
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シンガー・ソングライター　北前　佐枝子さん 外国語学部英米語学科1997年卒業

日立製作所、トヨタ自動車、日産自動車、シャープ、マツダ、本田技研工業、スズキ、パナソニック電工、帝
人、富士重工業、住友電気工業、リコー、小松製作所、クボタ、東レ、日本精工、武田薬品工業、アイシン精
機、ＮＴＮ、ローム、ダイハツ工業、村田製作所、京セラ、日本電産、ミネベア、富士ゼロックス、日本ハム、日
本特殊陶業、アステラス製薬、資生堂、武蔵精密工業、日立建機、協和発酵キリン、オリンパス、石原産
業、日本電産サンキョー、コーセー、ヤンマー、オムロン、ワコール、スタンレー電気、明電舎、科研製薬、ＡＤＥ
ＫＡ、伊藤園、京セラミタ、天馬、大日本スクリーン製造、日立工機、テルモ、ナブテスコ、森精機製作所、グ
ローリー、コクヨ、ハウス食品、マキタ、エクセディ、大日本住友製薬、ミツバ、日本車輛製造、浜松ホトニク
ス、不二家

みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友海上火災保険、野村證券、日興コーディアル証券、大和証
券、損害保険ジャパン、三菱ＵＦＪ二コス、日本興亜損害保険、第一生命保険、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ
証券、クレディセゾン、広島銀行、オリエントコーポレーション、アメリカンファミリー生命保険会社、あいおい
損害保険、八十二銀行、三井トラストフィナンシャルグループ、ニッセイ同和損害保険

近畿日本ツーリスト、すかいらーく、エイチ・アイ・エス、綜合警備保障、三菱ＵＦＪリース、大庄、ラウンドワン、
トップツアー、ワタミ、リゾートトラスト、リーガロイヤルホテル、幸楽苑、コロワイド、ワールドインテック、大津プリ
ンスホテル、ベンチャーリンク、ＪＴＢ大阪、ユー・エス・ジェイ、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、ゼンショー、
アウトソーシング、プリンスホテル、パソナ、東洋テック、ルートイングループ、日本マクドナルド、リクルート、森
観光トラスト、セノン、スタッフサービス・ホールディング、ヒルトン東京、ホテルニューオータニ大阪、にしけい、
シミック、ゲオ、サイゼリア、スタジオアリス

イオン、ダイエー、イオンリテール、ヤマダ電機、伊勢丹、丸井グループ、阪急百貨店、双日、大塚商会、コジ
マ、レナウン、ドン・キホーテ、大丸、オートバックスセブン、オンワード樫山、ミズノ、コメリ、しまむら、ファミリー
マート、青山商事、ライフコーポレーション、三信電気、マイカル、資生堂販売、菱洋エレクトロ、三城、ニトリ、
コーセー化粧品販売、加賀電子、ワールドストアパートナーズ、スズケン、ファーストリテイリング、サンエー・イ
ンターナショナル、さが美、カーチスホールディングス、花王カスタマーマーケティング、西松屋チェーン、スギ
薬局、ニッセンホールディングス、ＡＯＫＩホールディングス、ミニストップ、ファイブフォックス、アドヴァン、日鐵
商事、エービーシー・マート、丸文、近鉄百貨店、イトキン、アークランドサカモト、富士通マーケティング、平和
堂、コーナン商事、イズミヤ、アルペン、上新電機、クリエイトエス・ティー、三陽商会

秀英予備校、大阪医科大学、東京個別指導学院、明光ネットワークジャパン、アップ、京進、ＥＣＣ、常翔学
園、イナダ、イーオン・アミティー、早稲田学習研究会、日本赤十字社、ヒューマングループ、アビバ、城南学
園、臨海セミナー、アース環境サービス、興学社、さなる、ウィサス

日本通運、全日本空輸、近畿日本鉄道、西日本鉄道、山九、京阪電気鉄道、日本航空インターナショナル、
センコー、南海電気鉄道、丸全昭和運輸、西日本旅客鉄道、国際航業、東海旅客鉄道、日新、福山通運、
トナミ運輸、三井倉庫港運、日本トランスシティ、澁澤倉庫、四国旅客鉄道、上組、佐川急便、日立物流、サ
カイ引越センター、鴻池運輸、トランコム、ＪＰロジサービス、エアーニッポン、伊藤忠ロジスティックス、西武運
輸、リンコーコーポレーション、アートコーポレーション、バンテックワールドトランスポート、名鉄観光サービス、
近鉄エクスプレス、エムケイ、スカイマーク、新和海運、ＪＡＬウェイズ、三洋電機ロジスティクス、北海道国際
航空、伊予鉄道、パナソニックロジスティクス、ディー・エイチ・エル・ジャパン、日本交通

日立情報システムズ、ソフトバンク、インテック、ＵＳＥＮ、日立電子サービス、ＳＲＡ、ＣＳＫホールディングス、ト
ランス・コスモス、ベル―ナ、シーイーシー、オークネット、インテリジェンス、アグレックス、ソラン、京セラコミュ
ニケーションシステム、バイオン、ＮＳＤ、ダイワボウ情報システム、日本放送協会、クレオ、エヌ・ティ・ティ・ド
コモ関西、ウィルソン・ラーニングワールドワイド、アルファ、ソフトバンクモバイル、北國新聞社、丸紅テレコ
ム、ベルシステム２４、イーエムシステムズ、ジャステック、エクサ、テクノスジャパン

積水ハウス、ＮＥＣネッツエスアイ、住友不動産販売、東急コミュニティー、太平電業、住友林業、大東建
託、藤和不動産、大京、一条工務店、レオパレス２１、大和ハウス工業、かんでんエンジニアリング、日本エス
リード、ＡＰＡグループ、スターツコーポレーション、四電エンジニアリング、住友電設、旭化成ホームズ、メノガ
イア、エイブル、三菱重工鉄構エンジニアリング、竹中工務店

警察官、警視庁、茨木市職員、枚方市職員、自衛隊、大阪市教育委員会、京都市職員、神戸地方検察
庁、高知県職員、名古屋市職員、広島市職員

三菱電機、小松製作所、パナソニック電工、ダイハツ工業、日本ハム、ＮＯＫ、ニプロ、ミ
ツミ電機、京セラミタ、大倉工業、ユニチカ、京セラ、石原産業、ホーチキ、ローランド、村
田製作所、丸一鋼管、オムロン、ワコール、タカラスタンダード、三菱重工業、浜松ホトニ
クス、三協立山アルミ、村田機械、出雲村田製作所、ピアス、アイコム、天辻鋼球製作
所、東レ、アルビオン

みずほ銀行、新光証券、アコム、百五銀行、南都銀行、池田銀行、宮崎銀行、コスモ証
券、太陽生命保険、香川銀行、みずほ証券、丸三証券、共栄火災海上保険、第一生
命保険、三井住友銀行、滋賀銀行、北國銀行、京都銀行、三井住友カード、山口銀
行、国民生活金融公庫、徳島銀行、第三銀行、紀陽銀行、日本生命保険、住友生命
保険、大阪市信用金庫、明治安田生命保険

コナミスポーツ＆ライフ、マルハン、リーガロイヤルホテル、ラウンドワン、帝国ホテル大
阪、ＪＴＢ首都圏、リゾートトラスト、ＪＴＢ大阪、ワタミ、オリエンタルランド、ロッテリア、カ
トープレジャーグループ、ユー・エス・ジェイ、ＴＢＣグループ、森観光トラスト、ジェイ・エス・
エス、ルートイングループ、ウェスティンホテル大阪、ＪＴＢトラべランド、ツーリストエキス
パーツ、スリーエス、ＪＲＩ

イオン、ヤマダ電機、イオンリテール、光通信、大丸、コーセー化粧品販売、ミズノ、資生
堂販売、セブン・イレブン・ジャパン、オンワード樫山、ライトオン、サンエー・インターナショ
ナル、ＡＯＫIホールディングス、メガトップ、カネボウ化粧品販売、エービーシー・マート、三
共生興、ジュン、上新電機、三陽商会、大黒天物産、関西マツダ、リーガルコーポレー
ション、ヒマラヤ、花王カスタマーマーケティング、ファイブフォックス、十字屋、はるやま
商事、アズワン、卑弥呼、レリアン、キリン堂、日本電計、フランドル、紀伊國屋書店、テ
クノアソシエ、サンリオ

ジー・エデュケーション、住友病院、医誠会、イーズアカデミー、徳洲会、ＬＩＮＫ子供英会
話スクール

日本通運、住友倉庫、福山通運、キューソー流通システム、エアーニッポン、佐川急便、
日本交通、ジェイアール東海パッセンジャーズ、西日本旅客鉄道、ＡＮＡロジスティク
サービス、東海旅客鉄道、土佐電気鉄道、中国バス、阪急レールウェイサービス、阪急
エクスプレス、日ノ丸自動車、ジェイアール西日本交通サービス、ＪＡＬスカイ関西、関西
エアカーゴセンター、ＡＮＡエアサービス東京、阪急観光バス、ＪＡＬスカイ名古屋、ＪＡＬ
ナビア大阪、北鉄航空、阪急電鉄、郵船ロジネット、アバン、ジャルエクスプレス、三井
倉庫港運、関西エアポートエージェンシー、ジェイエア、エーエヌエ―スカイパル、エアー
セントラル、エアーネクスト

関西電力、ＫＤＤＩ、キステム、ルートワン、ドコモ・サービス関西、シャープビジネスコン
ピュータソフトウェア

きんでん、レオパレス２１、京阪神不動産、エイブル、ＡＰＡグループ、パナソニック電工テ
クノサービス、キョウシン、プレサンスコーポレーション、成田工業

丸亀市役所、京都市中級公務員、高砂市役所、高知県土佐市職員、小浜市立図書
館、大阪府警、鳥取県職員、島根県浜田市役所、奈良県職員、那覇市役所、彦根市
職員、兵庫県警察官、兵庫県職員

製 造 業

業 界 関西外国語大学

サービス業

商　　　業

医療・教育

金 融 ・
保 険 ・
証 券 業

運 輸 ・
倉 庫 業

電 力 ・
情 報 ・
通 信 業

建 設 ・
不 動 産 業

公 務 ・
そ の 他

22383

4345

26728

―　 

26728

4901

147

136

21

30

334

33336

―　 

20793

5059

―　 

59188

1809

613

93573

 英米語学科

 スペイン語学科

 計

国際言語学部国際コミュニケーション学科

大学 合計 

留学生別科 

 英語学専攻

 言語文化専攻

 英語学専攻

 言語文化専攻

外国語学研究科 合計 

英米語学科 

英米語学科（夜間主） 

米英語学科第一部 

米英語学科第二部 

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

短期大学部 合計 

ハワイカレッジ

関西外国語学校 

総　　　　計

平成10年度平成9年度
3月累計

平成22年度
3月累計平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度

1358

217

1575

―　 

1575

356

13

19

0

7

39

1244

―　 

1182

156

―　 

2582

―　 

―　 

4552

1505

227

1732

225

1957

361

12

15

1

3

31

1246

―　 

1229

162

―　 

2637

―　 

―　 

4986

1462

222

1684

209

1893

417

9

8

2

3

22

1204

178

1178

―　 

―　 

2560

―　 

―　 

4892

1586

248

1834

286

2120

483

12

14

0

5

31

1009

110

22

―　 

861

2002

―　 

―　 

4636

1511

250

1761

239

2000

515

15

14

3

2

34

1114

115

―　 

―　 

818

2047

―　 

―　 

4596

1730

232

1962

486

2448

579

13

16

5

1

35

1083

149

―　 

―　 

716

1948

―　 

―　 

5010

1739

263

2002

537

2539

612

5

6

2

4

17

960

208

―　 

―　 

507

1675

―　 

―　 

4843

1729

288

2017

522

2539

665

9

18

1

3

31

921

164

―　 

―　 

402

1487

―　 

―　 

4722

1587

221

1808

683

2491

656

5

3

2

3

13

1125

―　 

―　 

―　 

396

1521

―　 

―　 

4681

1687

270

1957

691

2648

667

8

9

0

3

20

1055

―　 

―　 

―　 

373

1428

―　 

―　 

4763

1605

249

1854

685

2539

658

13

6

1

5

25

1072

―　 

―　 

―　 

371

1443

―　 

―　 

4665

1639

262

1901

684

2585

705

11

6

2

1

20

1192

―　 

―　 

―　 

1

1193

―　 

―　 

4503

1679

280

1959

645

2604

573

8

6

1

2

17

1167

―　 

―　 

―　 

―　 

1167

―　 

―　 

4361

43200

7574

50774

5892

56666

12148

280

276

41

72

669

47728

924

24404

5377

4445

82878

1809

613

154783

大
　
学

外
国
語
学
部

前
期

後
期

大
　
学
　
院

短
期
大
学
部

卒 業 生 数
区 分

格闘家  Ｋ－１競技統括プロデューサー

角田　信朗さん
外国語学部英米語学科1985年卒業

メキシコ・ヌエボレオン州
最高裁認定翻訳家

小林　薫さん
外国語学部スペイン語学科2001年9月卒業
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NEWS トピックス2010─2011

　教育を天職として本学とともに人生を歩み、本学の発展に尽く
した谷本貞人総長が2010年4月25日に永眠した。82歳だった。大
学葬は6月27日、中宮キャンパスの谷本記念講堂で執り行われ、

官公庁、大学関係、企業、一般の会葬
者や同窓生、本学教職員、学生ら約
2100人が参列した。黙祷に続いて故
人をしのぶスライド上映、吹奏楽部と
混声合唱団ラベリテのリードによる学
歌の献奏があり、葬儀委員長の片山
智行・本学理事（国際言語学部教授）
が告別の辞を贈った。海外提携校代
表の米国ガスタバス・アドルファス大
学・ジャック・オーリー学長、日本私
立短期大学協会・佐藤弘毅会長、教
職員代表・山本甫理事（国際交流部

長）の３人が弔辞を奉読。喪主の谷本榮子理事長は「思い出の詰
まった講堂で大学葬が営まれ、故人も心から喜んでいることと存
じます」とお礼の挨拶を述べた。

　2011年度の入学式が4月2日、中宮キャンパスの谷本記念講
堂で行われた。今春開設され、1期生を迎えた英語キャリア学
部の123人をはじめ、新入生総勢4005人が新たな大学生活の
スタートを切った。新入生の内訳は、英語キャリア学部のほか、
大学院博士課程前期19人、外国語学部1661人（英米語学科

1353人、スペイン語学科308人）、国際言語学部771人、短大
部英米語学科990人。3年次編入学は外国語学部英米語学科
335人、スペイン語学科7人、国際言語学部99人。式は、大学院
と英語キャリア学部、国際言語学部、学部編入学▽外国語学部
▽短期大学部――の順に3回行われた。

　1期生123人を迎え、英語キャリア学部が中宮キャンパスで始
動した。2011年4月12日の授業開始前日には、全員参加のガイ
ダンスを開催。谷本義高大学学長は「英語と社会科学をミック
スさせた学問分野は日本で唯一。英語の発想、日本語の発想を

それぞれ学び、高度国際職業人を目指そう」と話した。続いて、
教授陣が大学での学び方などを説明。ネイティブ教員3人が
LgD科目を紹介し、教務部からアカデミック▽スタディ・アブ
ロード▽キャリア――の3アドバイザーの紹介があった。

英語キャリア学部始動!!
谷本義高大学学長「高度国際職業人をめざそう」

　ビジネスプ
レビューコー
スの学生5人
が開発した、
新しい大 学
グッズ「外大

COBE（コービー）」が2011年11月3、4日の外大祭でデビューした。
「外大COBE」はシロクマのストラップ。本体は7㌢大。青、赤、白の

3色縞のパーカーにジーンズ姿で、真っ赤な
ハートを抱えている。ハートに「KANSAI　
GAIDAI」の文字が入り、1個500円。手がけ
たのは同コースのマーケティングプロジェクト
5期生でいずれも外国語学部の大迫真智子、
島田夏妃、長井由希子（以上、英米語学科）、竹川奈見、原田咲（以
上、スペイン語学科）のみなさん。5人は「COBEで外大をより身近
に、愛するものに感じてもらえたらうれしい」と話している。

新外大グッズ「COBE」　11月の外大祭でデビュー
マーケティングプロジェクトの5人が開発

　留学生別科入学式が2011年9月2日、中宮・マルチメディア
ホールで開かれた。計32カ国・地域から305人の留学生が出
席。教員約60人が列席。谷本義高・大学学長が式辞で、「日本
では『同じ釜の飯を食べる』という言葉があります。同じ場所
で同じ経験をすることで、絆が生まれます。みんなで頑張りま
しょう」と呼びかけた。続いて留学生別科の教員を代表してス
ティーブン・ザーカー教授が「勇気は成功のカギ」と激励。スピー
キングパートナーをしている女子学生3人が中心に制作した「ウ
エルカム　ビデオ　メッセージ」（約4分）を放映した。さらに、
混声合唱団ラベリテの合唱やジョン・ハナガン教授のピアノ独
奏で入学を祝った。

　硬式テニス部の喜多清美、吉原優子両選手のペア（いずれも国
際言語学部4年）が2011年8～ 9月にかけて、東京・有明テニス
の森公園で行われた全日本学生テニス選手権大会（インカレ）で
3位に入った。チームとしても、10月26 ～ 30日、岐阜市で開かれた
全日本大学対抗テニス王座決定試合で４位に輝いた。インカレで
外大ペアはノーシードだったが勝ち進み、準々決勝（4回戦）では、

早稲田大学の強敵を倒
し、準決勝に進出。第2
シードの早稲田ペアに善
戦及ばずストレート負け
したものの、ベスト4（3位）に進んだ吉原さんは「まぐれ抜きで勝
ち取った全国3位。自信がついた」と喜びを表現した。

硬式テニス部  喜多・吉原組が快挙
インカレ全国第3位　チームも全国4位に

　2011年1月末、ニュージーランド・クライストチャーチで開催
のIPC世界陸上競技選手権大会（国際パラリンピック委員会
主催）に出場した外国語学部英米語学科1年（当時）、北浦春
香さんが、脳性まひ車いす使用の百㍍と二百㍍のレースで2つ
の銀メダルを獲得した。世界選手権初出場でメダル獲得の快

挙。北浦さんは二百㍍で42秒24、百㍍
で22秒55をマーク。いずれも北浦さん
と英国、米国、クウェートの4選手が参加
し、北浦さんは英国選手に次いで2位に
入った。

ＩＰＣ世界陸上　車イス百・二百㍍
外国語学部1年　北浦さん 銀2個

2010年度学位記授与式
3700人巣立つ
東日本大震災 被災地への祈りこめて

谷本貞人総長が逝去享年82歳　本学とともに歩んだ60年

　「学生よ、旅に出ろ！～現役大学生の世界
一周物語り～」を出版した外国語学部スペ
イン語学科4年（当時）、長尾良祐君のトー
クライブ「『学生よ、旅に出ろ！』in 関西外
国語大学」が2010年12月10日、中宮キャン
パスのマルチメディアホールで開かれ、約
400人が参加した。長尾君は、サハラ砂漠、

「生きる」ことについて考えたインドなど、旅
路で撮影した写真をスクリーンで披露しなが
ら、旅行中のエピソードなどを紹介。「まず
結論を決めて、やらなければならない環境を
つくることが必要。『いつかやりたい』と言
い続けても『いつか』はやってこない」と訴
えた。

世界一周の長尾君　講演会に400人

4005人迎え　2011年度 入学式　新たな歴史の1ページ

ようこそ 305人　32カ国・地域から留学生別科へ

　2010年度の学位記授与式が2011年3月19日、中宮キャンパ
スの谷本記念講堂で行われ、大学院14人、学部2538人、短大
部1148人の計3700人が巣立った。東日本大震災の犠牲者を
悼む黙とうがあり、式辞でも谷本義高・大学学長、谷本榮子・
短期大学部学長が被災者にお見舞いの言葉を贈った。
　式は、大学院と外国語学部スペイン語学科、国際言語学部
▽外国語学部英米語学科▽短大部の順に３回行われた。学歌
斉唱の後、博士、修士、学士、短期大学士の学位記を授与。成
績優秀賞のほか、駐日スペイン大使賞と駐日メキシコ大使賞が

スペイン語学科の成績優秀者各2人に、中国駐大阪総領事賞
が国際言語学部の成績優秀者1人に授与された。谷本貞人前
総長の遺志を継いで新設された「ベストティーチャー賞」では、
1団体2教授が表彰された。
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　2011年度ホームカミング
デーと同窓会総会が外大祭・
穂谷祭初日の昨年11月3日、
中宮キャンパスの谷本記念講
堂で開かれました。卒業生や
家族ら約500人が参加し、松
田陽子さんのライブやダニエ
ル・カールさんの講演を堪能。
厚生南館には軽食や飲み物が
用意され、思い出話が花盛り。
家族連れで参加の卒業生も秋

の一日をくつろいで過ごしました。
　同窓会総会は吹奏楽部のファンファーレとともに開会。午前11
時から、外大ＦＢＳ放送局の安賀光さん（短期大学部2年）の司
会で第1部が始まりました。まず、吹奏楽部と混声合唱団・ラベリ
テに合わせて、全員で学歌を斉唱＝写真上。続いて、谷本榮子理
事長が「東日本大震災や台風12号で亡くなられた方々のご冥福を
祈り、一日も早い復旧、復興を願っています」と被災地への見舞い
の言葉を述べ、「今春、英語キャリア学部が15年ぶりの新学部とし
て中宮キャンパスに開学しました。今の時代にマッチした学部で、
一期生たちが『国際舞台で活躍する日』を夢見て情熱を注いでい
ます。中長期ビジョン『関西外大ルネサンス』に沿って、穂谷キャ
ンパスでは8月に穂谷第2国際交流セミナーハウスが完成し、中宮
では『インターナショナル・コミュニケーション・センター』が来年
夏に竣工し、秋学期からオープンする予定です」などと本学の近
況を紹介しました。
　このあと議事に移り、議案の「平成22年度決算報告」を賛成多
数で了承。議長を務めた山本甫・同窓会会長（前関西外大国際交

流部長）は「本学を卒業したことを子や孫に誇れるようにするとと
もに、同窓会として在学生の支援にも取り組みたい。奨学金の創設
や学生のキャリア形成に役立てる仕組みを考えている。どうか、ご
協力をお願いします」とあいさつしました。
　続く第2部は、本学出身のアナウンサー、熊本麻美さんの司会。
スペシャルゲストのシンガーソングライター、松田陽子さんは子宮頸
がんやうつ病、離婚などを克服した自分の経験や、現在は国連Ｕ
ＮＨＣＲ協会協力委員として東日本大震災のチャリティーイベント
をしていることなどを、軽妙なトークで披露しました。自作の「笑っ
ていて」など3曲を熱唱し、大きな拍手を浴びました＝写真左。
　スペシャルゲストの2人目はマルチタレントのダニエル・カールさ
ん。カールさんは20歳だった1979年秋、米国の大学から本学に留
学し、片鉾キャンパスで４カ月間学びました。この日は「ダニエルの
日本見聞録」と題して、おなじみの山形弁で、31年に及ぶ日本での
生活で見聞きし、体験した愉快なエピソードを次 と々披露しました
＝写真右。「国際化の波に乗っていろいろな勉強ができたのは関
西外大のおかげ」と話し、上司が奥さん
を紹介した際の「愚妻」を名前と勘違
いして、「グサイさん」と何度も呼びかけ
た失敗談も披露。「日本人の国民性か
も知れませんが、もう少し家族や日本の
いいところを自慢してください」と注文。
山形生活が長かっただけに「被災地の
復興のために“東北のものを買うて”」
と呼びかけました。
　チアリーダー部パイレーツのデモンス
トレーション演技で総会が終わった後
は、厚生南館に会場を移し、参加者の多
くがグループに分かれて懇談しました。

　首都圏をはじめ関東一円在住・在勤の本学卒業生が一堂に会
する、初の関西外国語大学関東地区同窓会が1月22日、東京・
品川プリンスホテルで開かれました。同窓生約160人のほか家族
や本学関係者ら計約180人が参加。若い世代が多く、会場のあち
こちで「久しぶり」「元気だった？」などの会話が弾みました。名
刺交換して、「これからも連絡を取り合おう」というグループも多
く、関東地区での同期会やクラブ・サークルのＯＢ・ＯＧ会スター
トのきっかけにもなりそうです。
　午前11時、同窓会会計監査の廣本玲子・本学国際交流部課
長の司会でスタート。同窓会名誉会長の谷本榮子理事長・短期
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だより
ホームカミングデー
11月3日に開催　500人が参加

同 窓 会
事務局から

初の関東地区同窓会開く
180人が参加　絆を再確認

　「関西外国語大学同窓会奨学金」が2012年度からスタートし
ます。同窓会が関西外国語大学に年間1000万円を寄付するこ
とが決まり、これが原資となります。勉学奨励と生活支援を目的
に、2年次の学生30人に1人当たり36万円を給付するもので
す。奨学生は、申請者の中から大学･短大部の学生部長が推薦
し、学長が決定します。同窓会の奨学金による学生支援は11月
3日の同窓会常任幹事会で承認され、山本甫会長が総会で報告
しました。

同 窓 会
事務局から 同窓会奨学金を創設 関西外大同窓会ホームページ

2012年度から2年次生対象に

同窓会総会にダニエル・カールさんらが出演

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/

大学部学長は「東日本大震災と原発事故に見舞われながら、関
東にお住まいの卒業生のみなさまの元気なお顔を拝見してほっと
しました」とあいさつし、本学の現況を紹介。「同窓会は、大学に
も在学生にも、かけがいのない大切なパートナー。一層のご指
導、お力添えをお願いします」と締めくくりました。続いて、山本
甫会長（前本学国際交流部長）が「同窓の結び付きを強くしなが
ら母校を支援し、外大が発展することで、誇りを持てるようになり
ます。東京を足がかりに、今回の出席者を中心に絆を深めていき
ましょう」と母校への協力を強調。新庄哲三副会長（アシベ工芸
社長）の音頭で乾杯し、宴が始まりました。
　会の途中で関西外大のプロモーションDVD「GO FOR it!」を
上映。賞品が当たる抽選会では、8等から2等まで山本会長がく
じを引いて、次 と々当選者が登壇し、一言スピーチを披露しまし
た。1等賞の「東京ディズニーランド・ペアチケット」は谷本理事
長と参加者のじゃんけん大会。最後に残った3人のうち、国際言
語学部2008年卒の平野亜美さん（商社勤務）が、理事長と「引
き分け」で当選し、「年の初めにラッキーでした。この運を生かし
て、これからもがんばります」と喜びを語っていました。安岡重人
副会長は「同窓生がそれぞれの職場で基盤を築き、外大を支援
していきましょう」と中締めのあいさつ。廣本さんが「同窓会発足
3年目にして、ようやく東京での開催が実現しました。このネット
ワークをどんどん広げていってください。来年もやりましょう」と
呼びかけました。このあとも宴は続き、誘い合わせて2次会に繰
り出すグループも続出。母校と遠く離れた本学卒業生にとって、
同窓の絆を再確認し合う一日でした。

　同窓生のみなさ
まの強い要望を受
け、2009 年 11
月に関西外大同窓
会が発足しました。
世界中に広がる同
窓生がネット上で
集い、交流する場
として同窓会ホー
ムページを開設し
ましたので、大い
にご活用ください。
ホームページには、
同窓会会員登録を
簡単に行えるよう、
登録フォーム、登
録変更フォームが
設置されています。
会員に登録してい
ただくと、同窓会

誌やホームカミングデーなどイベント開催のお知らせを郵送しま
す。また、同窓生のご意見やお知らせを投稿できる掲示板や同
窓会専用メールアドレスを設置し、みなさまからの情報をお待ち
しています。今後ますます内容を充実させていきますので、ぜひ
下記 URLを定期的にチェックしてみてください。

検 索関西外大同窓会

関西外国語大学同窓会役員
名 誉 会 長　谷本榮子

名誉副会長　谷本義高

会　　　長　山本　甫

副　会　長　安岡重人

副　会　長　新庄哲三

副　会　長　小野研一

副　会　長　岩谷　誠

幹　事　長　遠藤幸治

会 計 監 査　廣本玲子

会 計 監 査　稲増　哲

学校法人関西外国語大学  理事長

関西外国語大学  学長

昭和45年外国語学部卒
関西外国語大学  前理事・教授  国際交流部長

昭和48年外国語学部卒
サンスタ－株式会社  前社長

昭和48年外国語学部卒
株式会社アシベ工芸  代表取締役

昭和51年外国語学部卒
大阪産業大学付属中学校・高等学校  中学校教頭

昭和57年外国語学部卒
枚方市立桜丘中学校  校長

昭和52年短期大学・54年外国語学部卒
関西外国語大学　人事部長

昭和55年外国語学部卒
関西外国語大学　国際交流部課長

昭和61年外国語学部卒
関西外国語大学　入試部課長
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　「世界という、ステージへ。」を掲げ、
関西外国語大学の魅力を満載した
AERAムック「関西外大 by AERA」（朝
日新聞出版）が2011年8月に刊行され、
有名書店に並んでいます。全国の大学と
AERAが提携して出版する、このシリー
ズは一昨年スタート。本学版は、東京大
学、明治大学など関東の4大学に次い
で、西日本の大学としては本学が初登場
となりました。
　国内随一の海外ネットワークを利用し
て留学している学生たちをはじめ、語学

力を駆使し世界で活躍する卒業生、ユ
ニークなネイティブ教員が誌上から読者
に語りかけます。留学生別科で学び現在
は長野県で造り酒屋を経営するセーラ・
マリ・カミングスさんと大学学長、本学を
卒業し芸能界で活躍する東ちづるさんと
理事長という２本の対談もじっくり読ま
せる企画です。巻頭グラビアでは留学先
の主要大学を紹介。カラフルな写真を満
載して、キャンパスライフや在学生の活躍
ぶりも詳しく紹介され、大学全体の息づ
かいが伝わってきます。

定価：880円（税込み）
A4変形版　124ページ

▲開設当時の万代学舎

▲昭和23年ごろの関西外国語学校

▲関西外国語短期大学の正面玄関

▲関西外国語短期大学の正門

「関西外大 ｂｙ ＡＥＲＡ」発売中です

▲万代池からのぞむ昭和28年ごろの万代学舎

関西外国語大学 同窓会
〒573‐1001  大阪府枚方市中宮東之町１６‐１　Tel. 072‐805‐2801（代表）

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/

　木造校舎の白黒写真。関
西外大黎明期の学び舎です。
セピア色の風景が、歴史を物
語ります。1945年11月、8
人の学生から始まった谷本
英学院は、47年に東住吉区
のわずか5教室しかない木
造校舎で、関西外国語学校と
して再発足しました。台風通
過後は故谷本貞人総長が屋
根を修繕したこともあると
か。英語教育への情熱と向
上心の詰まった学び舎でし
た。53年、万代学舎で関西
外国語短期大学がスタート、
木造2階建て校舎に1期生
40人を迎えました。文化祭
では学生と一緒に故多加子
学長（当時）もフォークダン
スを楽しむアットホームな学
び舎でした。
（写真はいずれも「関西外国
語大学50年史」より）

関西外大
いま　むかし
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