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同窓会
事務局だより

今年の夏は1000年に一度の暑い夏とか、同窓会会員の皆様
におかれましてはご健勝でお過ごしでしょうか。
さて、本学同窓会も発足より4年が過ぎ5年目に入りました。

次長）。新しい事務職の参画で新しい風を事務局に運んでもら
い、
より皆様のご期待に沿える運営をして行く所存でございます。
同窓会事務局で約2年事務局長として勤めて参りました私、

ご承知の様に新しい役員にも参画頂き、同窓会も益々積極的

北村も8月より参事に退き、後任は次長の南村が新局長として

かつ面を広げる運営をして参ります。今後とも皆様のお力添え

運営に携わる事になります。

で新会員が増えますようご協力頂きたいと存じます。

関西外国語大学

同窓会誌

英語国際学部構想固まる

『わが母校 関西外国語大学に小学校教員コースが実現』
東京都大田区立道塚小学校 校長 山本惠美子（昭和47年3月英米語学科卒業）

GEnKids プログラム第一弾

ICC初のキッズ事業 7月に3回シリーズで

何卒宜しくお願い申します。
（事務局

さて、事務局も7月より新メンバーに参画して頂きました（中内
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中宮・７号館教室棟が完成

キャリアセンターも移転

第2回関東地区同窓会 東京で開催／2012年度 客室乗務員内定67人過去最多
学習支援センター 順調な滑り出し／英語で交流ランゲージカフェ 西語で交流カフェオレ

GAIDAI NOW

関 西 外大の「 今 」を伝える

会 長 あ いさつ

関西外大同窓会 会長

廣 本 和 司

『わが母校 関西外国語大学に小学校教員コースが実現』

同窓会は本年4月より2期目に入り、会長職を引き継ぐことにな

ターでミスマッチがあった場合に転職支援を行うことができる

りました。山本前会長や諸先輩方、後輩の皆さんの期待にこたえ

便益の提供です。それには海外を含めたネットワークの強化が

ねばと、身の引き締まる思いでございます。

条件の第一となります。キャリアセンター、事務局、支部との連携

2020年東京オリンピック・パラリンピッ

を通じて、個々の会員の思いに手を差し伸べてま

クが開催されることが決定され、日本中が

いります。

歓喜に湧き上がりました。今までになく日

第1期同窓会の役員の皆さんのご努力により、
同窓会の組織的基盤が構築され、その果たすべ
き役割も明確になりました。第2期の事業計画は、

そして、卒業生に対するメルアドの付与や生涯

いくことまちがいなしです。

東京都大田区立道塚小学校 校長 山本惠美子
昭和47年3月英米語学科卒業

英語が話せる小学校教員が関西外大から生まれることは、グ
ローバル化・スピード化の社会に生きるこれからの時代を生きて
いく子どもたちにとって夢のようです。
本校は、平成19年度から教員の校内重点研究会に英語活動を

本人のプレデンテーションが素晴らしく、

選び、全教員で研究を始めました。最初の頃は、小学校教員にとっ

第1期の実績を基盤とし、グローバルなネットワー

学習機会の提供、講演会やコンサートなどの各種

よく思いが伝わったというコメントがあちらこちらで聞かれまし

ては「英語」に対する苦手意識が消えず、英語に対して抵抗があっ

クという観点から国内、海外の支部の設立、キャ

文化活動の紹介等々、ネットワークを通じて様々

た。身振り手 振りも加わり、英語を使っての日本人のプレデン

たのも事実です。
「自分の発音に自信が無い」
「英語は専門でない」

リアセンターとの密な連携による学生就職支援

な母校の情報も発信してまいります。

テーションには世界に自信と誇りを感じさせるものがありました。

など小学校教員にとっては当然の悩みでありました。そんな中、本

活動の更なる充実、拡大などをその柱としたいと
考えています。

同窓会の 価 値は自らの 経 験を後 輩に伝える

56年ぶりに聖火がともることに、今からワクワクいたします。9月

校では、中学校の英語教員であった校長である私と教員とが一緒

ことにもあります。同窓会では在学生に対し、学

8日の心躍るニュースを聞いたことを受け、小学校の校長である私

になって「小学校英語の授業の進め方」、
「 英語を通してコミュニ
ケーション能力とは」
など本当に手探りの中、
研究を深めました。

本年3月、岩手大学他、四大学によって実施され

業を支援するための奨学金のほか、留学経験の

は、翌日の朝礼で、
「これからは、ますます小学校英語をしっかり学

た「大学における卒業生サービスの実施状況調

ある学 生やOBがどこよりも多い本 学の強みを

び、7年後にはさまざまな外国から来られるゲストに英語で『おもて

査」
（ 文部科学省科学研究費助成事業：全国245

生かし、留学志向の強い学 生に、外国での勉学

なし』できる力をつけていきましょう」と話しました。

大学回答）では、大学で実施している卒業生サー

ノウハウやモチベーション向上につながる話を

平成25年度よりわが母校に『英語キャリア学部

平成20年度には、文部科学省より、さらに平成21・22年度には
大田区教育委員会より小学校英語のモデル校として外国語活動

英語キャリ

を研究し、都内や全国に発信しています。

ビスとして、
「 就・転職支援」を挙げるところが最も多く、国立・私

伝える活動にも積極的な支 援を行っています。本 学の 伝 統で

ア学科

小学校教員コース』が誕生したということは、素晴らし

小学校段階から英語を使い、コミュニケーションをしようとす

立共に50数％、公立では48％にのぼっています。

もある「文 武両道」の継 承を手助けするために、新たにスター

いことです。あらためて関西外国語大学の先見性、グローバル化

る力を身につけさせることは、子どもたちに夢や希望をあたえ、国

本学キャリアセンターは現役学生に対する強力な支援体制を

トした特 技 入学と併 行し、学 生のスポーツ支 援にも積極的に

の世界観に感動さえおぼえます。英語・スペイン語など専門に学

際社会に生きる力への希望をもたせることに繋がります。これか

持っていますが、発足から数年しか経たない同窓会としてはまだ

取り組みます。会員からアイデアを頂き、集 約し、できることか

べるこの国際的な外大で「小学校の教員」を目指すことができる

らの学校現場に、外大で学んだ教員が活躍してくれることは、日

十分ではありません。しかし、同窓生は現役社会人であり、キャリ

ら一つずつ取り組んでまいります。

というこの上ないチャンスは、学生たちの高い志をさらに高めて

本の小学校外国語教育の即戦力となることを確信します。

アセンターとは異なる支援ができる強みもあります。今後は卒業

そのためには、卒業生の皆様の同窓会活動への積極的な参加

生、現役 生に対するサービスの2つを視野に入れ、キャリアセン

が不可欠です。同窓生は次の世代に魂を受け継ぐために、自らの

ターと連携を取りつつ、国内外に構築される支部組 織のバック

役割を果たして頂きたい。会員同士の親睦、また、会員と在学生

ボーンを通じて支援体制を高めてまいります。

の皆さんとの親交のため、母校の発展のためにも暖かいご支援、

具体的には卒業生に対するキャリア支援、つまりキャリアセン

2014 年 4月開設へ

ご協力をお願い申し上げます。

GEnKids プログラム第一 弾
ICC初のキッズ事業 7月に3回シリーズで

英語国際学部構想固まる
ローバル・キャリア基礎力」
（ 主体性やチャレンジ力、課題解決力

対 応することが できる人

外大ICC（インターナショナル・コミュニケー

材 育成が 可能となりまし

ション・センター）が提供する一連の「外大

た。

児童英語 Gaidai English for Kids」のプロ

新学部のカリキュラムについて

学研都市キャンパスでは、現在の国際言

ゲンキッズ（GEnKids）は、株式会社関西

松宮新吾 教授

ゲン・キッズ（GEnKids）

グラム名です。関西外大が、これまで教員養

プ ログラムの 第一 弾とし

成の一環として実施してきた小中一貫英語

て、この7月に、
『 アルファ

教育プロジェクトをさらに、発展・深化させ

ベットの大文字・小文字を

たもので、幼児および小学校低学年の児童

完全マスター！英語の読み

語学部を改組転換し、来年度4月より「英語

など、国や地域の境を越えてユニバーサルに求められるスキル）

国際学部」を新たに開設する。新学部にお

の養成を重視し、実社会に直結した教育を展開する。1例をあげ

いては、
「 英語＋中国語」の運用能力を核と

ると、PBL（Project-based-learning）という授業がある。産業界

関西外大では、本 年度から英語キャリア学部に小学 校教員

して、3つの国際力（異文化理解力、国際理

と本学が連携して行う授業であり、企業が実際に抱えている課

コースが新設され、文字通り「全ての人」に対する英語教育を実

早 期 英 語 教 育を促 進 するために開 発している外大 メソッド

解力、グローバル・キャリア基礎力）を束ね、

題に対し、学生がその解決策をチームで構想する。現実のビジネ

践することができる環境が整いました。これにより、関西外大で

（GEM：ジェム Gaidai English Teaching Methodologies）を全

グローバル化時代に柔軟に対応できる人材

スプロセスを体験することにより、学生はより実践的な形で能力

は、中学校や高等学校における学校英語教育はいうまでもな

面的に採用し、指導者研修を修了した学生が中心となり、子ども

を高めることが可能となる。他学部にはないユニークな先進プロ

く、生涯学習としてシニア層を含む社会人に対する英語学習か

たちの発達段階固有の特性を最大限活用し、年齢特性に応じた

グラムであり、これもまた新学部の特色の一つである。

ら、未就学児童に対する幼児英語教育までの幅広い英語教育に

言語能力開発を行うことで、数多くのスーパー・キッズを育て上げ

の養成を目指す。
まず、語学力については1年次において集中育成を行う。1週間
あたりの英語の授業回数は90分×8回となり、本学の他の学部

に特化したユニークな早期英語教育プログラムです。

神田修悦（国際言語学部教授、教務部長）

壁に自分の名前を英語で書く

書きができるスーパー・キッズの育成！』をキーワードに、3半日の
イマージョン（英語漬け）プログラムを実施しました。関西外大が

ることができました。

学科と比較して最多となる。また、より国際通用性の高い人材を

今回のプログラムでは、床や壁に落書き感覚でアルファベットを

目指し、英語に加えて中国語を学習する。英語・中国語の2言語

書いたり、文字に触って音を出したりするなど、外大のICT環境を

を習得することにより、地球規模のコミュニケーション能力の獲

最大限活用したプログラムが展開されました。また、オーストラリア

得を図る。2年次については、原則全員の学生を1セメスターの英

と外大をインターネットでライブ接続し、習ったばかりのアルファ

語留学、もう1セメスターを中国語留学、計1年間の留学に派遣す

ベットを用いた活動をしたり、子どもたちが絵本を保護者に読んで

る。早期の在外体験を通し、語学運用能力を実践的に高めるとと

あげたりするというユニークなプログラムが実施されました。

もに、異文化への対応力を向上させる。

ICCが、ゲンキッズ（GEnKids）用に特別にデザインした学習

言語以外にも、文化、社会、国際関係、経済、ビジネスと幅広い
分野に関する科目を置き、3つの国際力を修得する。なかでも「グ

1

空間を利用した驚きと発見のプログラムを今後とも継続的に提
床に散らばったアルファベットのカードからお目当ての文字を探す

供していく予定です。

2

提携大学数

339

留学派遣学生数

校

1,801

留学可能な国・地域

外国人留学生受入数

インターンシップ派遣者数

人

（2013年4月現在）

（2012/2013年度）

留学可能な期間

2週間 3年間

624

〜

人

（2012/2013年度）
【世界37カ国・地域223大学】

50
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カ国・
地域

（2013年4月現在）

364

人

（2012年度 大学・短大合算）

航空会社、新聞社、ホテル、証券会社、商社
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第2回関東地区同窓会 東京で開催 160人が参加
本学の関東地区同窓会が2月17日、東京・港区のＴＫＰガーデンシ
ティー品川で開かれた。昨年に続く2回目。同窓生やその家族、本学関
係者を含む約160人が参加。会場は再会を喜ぶ声であふれた。
はじめに同窓会名誉会長の谷本榮子理事長があいさつ。英語キャリ
ア学部小学校教員コースやインターナショナル・コミュニケーション・セ
ンター（ＩＣＣ）の新設などを紹介し、本学の教育内容や環境がますま
す充実している状況を報告。
「 さらなる卒業生のパワーに期待し、一層
のお力添えをお願いします」と語った。
続いて、山本甫会長が「これから社会に出る多くの在学生に私たち
の様々な経験を伝えることで、彼らの人生の指針となるような活力ある
集まりにしたい」と述べ、小野研一副会長の発声で全員が乾杯した。
抽選会では、20等から2等の当選者が次々にステージに上がり、一言
スピーチして賞品を受け取った。1等の「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全員のじゃんけん大会で勝ち残った山
脇祐二さん（外国語学部1986年卒）に贈られた。
各テーブルでは談笑の輪が次々に広がった＝写真。同窓会に初めて
参加した山崎耕平さん（同2005年卒）は「経済の中心・東京で頑張ろう
と2年前から働いています。先輩方の話をうかがえてよかった」と喜んで

いた。
中締めでは安岡重人副会長が「ニューヨークやシンガポールでも同
窓生のネットワーク作りが始まっていると聞いています。ますます繋が
りを強くしましょう」と締めくくった。同窓会終了後も二次会が催される
など、思い出話は尽きなかった。

など166企業・官公庁に派遣しています。

2012年度 客室乗務員内定67人過去最多 エアライン全体では152人
中宮・学研都市の両キャリアセンターがまとめた「2012年度 航空業界内定状況（5月1日現
在）」によると、両キャンパスで計152人が採用され、うち客室乗務員（CA）は67人を数え、過去最
高を記録したことが分かった。例年のほぼ2倍のCA内定数で、大学ランキング（朝日新聞出版）
によるCA採用者数でも毎年、全国の大学でトップを走り続けている。業績が好転した日本航空
（JAL）の3年ぶり採用再開、全日空（ANA）の大量採用、国内系LCC（格安航空会社）の躍進な
ど、業界全体に明るいニュースが続いていることが大きな要因とみられる。
全体の内訳は、CA67人、グランドスタッフ（GS）80人、そのほかハンドリング業務など5人。

編入学学生数

16単位以上取得留学生派遣数

1,247

人

■ 留学生派遣（16単位以上取得）
［2010年度］

1位
2位
3位
4位
5位

関西外国語大
早稲田大
亜細亜大
法政大
立命館大

1,247
497
346
285
224

人

全国
大学内

1位

441

キャビンアテンダント採用数
全国
大学内

1位
人

語学や外国の文化に興味が沸き、もっと深く

人

学びたい！ と希望する短期大学生がスムー

人

ズに大学へ移行できるよう配慮しています。

人
人

※大学ランキング2013 朝日新聞出版

関西外国語大
長岡技術科学大
豊橋技術科学大
国学院大
神戸大、北陸大

1位
人

キャビンアテンダントは語学が活かせる職業
の1つ！たくさんの学生がその夢を叶え、世
界中で活躍しています。
1位
2位
3位
4位
5位

441 人
438 人
349 人
157 人
150 人

関西外国語大
青山学院大
立教大
関西学院大
同志社大

108

国際ボランティア参加学生数
全国
大学内

2位
人

多くの教員を海外から直接招へいし、海外

の大学と同等レベルの語学教育を展開して
います。
■ 外国人教員数（常勤の教授、准教授、講師の合計）
［2011年度］

1位
2位
3位
4位
5位

立命館大
関西外国語大
神田外語大
関西学院大
立教大

109
108
82
80
78

人
人
人
人
人

※大学ランキング2013 朝日新聞出版

3

313

全国
大学内

2位
人

■ 参加学生数［2006〜2010年度］

1位
2位
3位
4位
5位

名古屋商科大
関西外国語大
国際基督教大
慶應義塾大
早稲田大

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

学習支援センター 順調な滑り出し 教職対策の4年生、中国人留学生も利用
語学など勉学の相談に乗り、学生をサポートする学習支援センター
が中宮、学研都市両キャンパスに開設されて2カ月。4月5日の相談開始
以来、5月22日まで32日間の利用者数は延べ242人（実人員101人）だっ
た。7人の指導担当者が分担して相談にあたり1日平均は中宮5.78人、
学研1.78人。ほぼ順調な滑り出しとなった。
これまでは1年生の利用が多く、TOEFL、TOEIC、英検のスコア
アップについての相談 が多いという。英語キャリア学 科小 学 校教員

381 人
313 人
261 人
252 人
243 人

※大学ランキング2013 朝日新聞出版

148
131
79
72
70

コースは全 体 の 約半 数の学 生が 利用。学 科別の利用率で突出して
いる。
次いで利用の多い短大生の相談内容は、ほとんどが編入学のための
英語力アップ。また、4年生の中には教員採用試験対策の質問もあり、
高校教員出身の指導担当者が経験をもとにアドバイスしている。学研
都市キャンパスでは、中国からの留学生が英文法についての相談に訪
れることもある。

人
人

英語で交流ランゲージカフェ 西語で交流カフェオレ 毎週100人以上が参加

人
人
人

※大学ランキング2013 朝日新聞出版

※大学ランキング2013 朝日新聞出版

外国人教員数

CA以外
CA

■ キャビンアテンダント採用数[2007〜2011年]

■ 編入学学生数［2011年度］

1位
2位
3位
4位
5位

148

全国
大学内

■航空業界内定者数の推移
（２００５年度〜）
160
140
120
100
80
60
40
20
0

就職率

94.8

％

（2012年3月卒業生）
【大学：94.8％・短大90.2％】

航空関連業界

88人

ホテル業界 104人
旅行業界

70人

貿易関連 298人
英語教員

67人

※臨時的任用含む

４月以降、大勢の学生が参加した国際交流部のイベント「ランゲージ
カフェ」と「カフェオレ」が留学生別科の春学期終了に伴い、5月23日で
終了した。外大生と留学生が毎週木曜の夜、中宮・ICC1階の教室に集
合。クッキーを食べたり、気軽におしゃべりをしたりして、助け合いなが
ら留学生は日本語を、外大生は英語やスペイン語を練習する交流イベ
ントだった。

授業で習ったことや今まで培ってきた言語の知識を、実際に使って
話す実践の場で、留学生には、日本語を練習したり、自国の文化を伝え
たりできる絶好の機会。毎週10 0人以上が参加し、多くの人と知り合え
て、視野を広げることのできる交流の場となった。
「ランゲージカフェ」は、英語を練習し、英語で交流したい外大生にス
ポットをあてた。自由に行動してたくさんの人に話しかけ、英語と日本語
で様々な話題について話し合い。その傍ら、小教室で「外国語ミニコー
ス」を同時開催。毎週一つの言語（フランス語・中国語・スウェーデン語
……）を取り上げ、ネイティブスピーカーの留学生が基礎的なあいさつ
表現やその国の文化をレクチャー。外国語をゼロから始める良いきっ
かけになった。
「カフェオレ」は、スペイン語を学ぶ外大生が対象。多くの人にスペイ
ン語やスペイン・ラテン文化に親しみを持ち、恥ずかしがらずに話す練
習をしてもらおうと、スペイン語圏出身の留学生が毎回楽しい遊びやダ
ンスなどの活動を企画した。スペイン語は大学から始める人が多いた
め、誰にでもわかるよう簡単なスペイン語表現を教えながら進めるなど
工夫を凝らした。 （横澤 加純、ウリオル・ギノバルト・ペデスコユ）
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平成25年度ホームカミングデー・同窓会開催のご案内
お陰様で同窓会は第2期の5年目を迎えることとなりました。これも一重に同窓
会会員の皆様のご尽力の賜物と厚く御礼申し上げます。
ホームカミングデーでは懐かしい旧友との再会、昔話で旧交を温めていただ
き、また当日は外大祭も開催されておりますので現役生、後輩との世代を超えた
交流を深めていただきたいと存じます。

弘氏を迎え、ライブ・コンサートを開催致します。是非ご家族とご一緒に、秋の
一日をお楽しみください。
なお、ホームカミングデー・同窓会の日程は以下の通りです。

中宮・７号館教室棟が完成
キャリアセンターも移転

日時

平成25年11月2日（土）

場所

関西外国語大学 中宮キャンパス

交通

京阪電車 枚方市駅 北口4番バス乗り場から
バスで7〜8分｢関西外大｣下車

ホームカミングデーは9：00〜16：00

※当日ご来場は公共交通機関をご利用頂き、車でのご来場はご遠慮ください。

お問い合わせ ： 関西外国語大学 同窓会事務局
℡072-805-2801 内線 2652

今年度からの参加申込方法の変更について
出席はがきと来場者カードを同封

ホームカミングデー・同窓会が近づいて参りました。今年度から出席の
はがきの送付や、また当日の受付を少し変更し、スムーズに入場して頂け
るようにしました。
①参加、不参加を確認する「出席はがき」は、今回から出席される方のみご送付いた
だきます。締め切りは、10月21日（月）必着でお願いします。
※不参加の方は、ご返送の必要はございません。

昨年7月から中宮キャンパスで建設が進められていた７号館教室棟が
完成。9月4日に竣工式が行われた。中・長期ビジョン「関西外大ルネサン
ス2009の第3期整備計画として建設されたもので、地上4階、地下1階（延
べ1万2579平方㍍）の建物に、48の教室と研究室32室、学生ラウンジが入
る。さらに、1階と地下1階には、キャリアセンターが本館2階から引っ越
し、業務を始めている。
7号館は、中央に棚田をイメージした中庭が4階まで吹き抜けで採光に
配慮。厚生北館とは２階通路で結ばれている。

1階のキャリアセンターは、これまでのカウンターが取り払われ、学生と
キャリアスタッフの距離をなくしたオープンな雰囲気に生まれ変わり、一
段と利用しやすいレイアウトとなった。
一方、
48増える教室も秋学期から使用。
これまで3号館だけで行ってい
た留学生別科の一部授業を7号館に移し、
外国人留学生と学部生の交流
を増やす。また、2号館だけの英語キャリア学部の授業も7号館に振り分
け、他学部との交流を図るとともに将来的には、来年度からのカリキュラ
ム変更に伴い履修登録が増えることも見越した一大事業といえる。

②当日ご参加頂く際、持参していただく来場者カードを作成しました。このカードに
予め所定の事項をご記入して頂き、受付で回収させて頂きます。このカードは来
場者名簿の代わりとして事務局にて保管させて頂きます。

受付開始 9時〜

開場 9時30分

1. 同窓会総会
時間：10時10分〜11時10分、谷本記念講堂にて

2. イベント

﹁水中と水辺の
フォトジャーナリスト﹂
高野 弘氏による
ライブ・コンサート

今 年のイベントは同窓生で「水中と水辺のフォトジャーナリスト」高野

ホームカミングデー・同窓会プログラム

谷本記念講堂にて
時間：11時30分から12時30分（予定）
出演：高野 弘氏 他

3. 懇親会
秋の一日を旧友と飲み語り、ごゆっくりお過ごしく
ださい。
時間：12時40分〜16時迄、厚生南館1・2階にて飲み
物、軽食をご用意しております。また、爽やかな秋の時
期、テラス席もご用意しております。
※雨天の場合テラス席は中止
会費：お一人様2,000円（当日懇親会会場でお支払いください）
※中学生以下は無料

第48回

外大祭・穂谷祭 2013

中宮・学研都市両キャンパスで開催
日程：11月1日（金）、2日（土）

是非ご家族共々ご参加ください。

新装 中宮キャリアセンター ７号館で業務開始
中宮キャンパスに完成した７号館教室棟に移転した新キャリアセン
ター。就職相談に訪れた学生とキャリアスタッフの間を遮るカウンター
が取り払われ、学生に開かれたキャリアセンターをめざし、９月４日から
本格的な業務が始まった。
１階には、カウンセリングエリアとブース、キャリアスタッフエリア、学
生エリア（フリースペース）が一体化した広いスペースを設け、訪れた学
生には職員が積極的に歩み出て相談にのる。カウンセリングエリアで
は、大学ホームページの求人検索NAV Iで個人面談 予約をし、ＣＤＡ
（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）による履歴書、エントリー
シート（ＥＳ）の記入指導や面接練習のほか就職相談が受けられる。
地下１階に資格サポート室が置かれ通関士、秘書検定、旅行業務取
扱管理者などの資格取得を支援。また資料棚には、求人ファイル、業界
雑誌、インターンシップ、他大学編入資料などが備えられるほか、パソコ
ン20台が設置され、求人検索が可能となっている。

5

関東支部設立総会及び
第3回関東地区同窓会開催について

本年10月1日、関東支部が設立されました。関東支部設立総会及び関東
地区同窓会は平成26年に開催されますが、開催場所及び日程は未定です。
決定され次第、卒業生ホームページに掲載しますのでご覧ください。

6

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/
第2期同窓会活動方針

同窓会ホームページを
全面リニューアル

第2期事業計画を以下4項目で策定いたしました。

1. 組織の整備
2. キャリアセンターとの密な連携による学生就職支援活動

幅広い層の方々にご覧いただきやすくするために、読みやすく分かりやすい情

3. 会員相互の親睦を深めることにより、卒業生の連帯を強くするともに、現役生に対する支援活動を
行うことを通じて、母校の発展・充実に寄与する。

報構成にこだわりました。
また、スマートフォン等の各デバイスでご覧いただいた際にもPCでご覧いただ

4. 同窓会ホームページの充実

いているのと同じ状態でご覧いただけるようになりました。
（動画など従来閲覧で
きなかった箇所がそれぞれのデバイスでもご覧いただけるようになりました）

本年4月より同窓会は第2期に入り上記事業計画に従い活動して参りました。

さらに、今後の展開を考えた拡張しやすい構成となっていますので、さまざまな
コンテンツ拡充にも柔軟に対応できる点が大きなポイントです。

同窓会について

特に事業計画1の「組織の整備」として、同窓会の支部を国内外に設置することを重点的に進めて参りました。此の度、関東地区
に関東支部が10月1日に設立されました事をお知らせいたします。同支部の活動はこれから始まりますので、同窓会会員の皆様にお
かれましては暖かく見守りご理解、ご協力頂きますようお願い申します。また、支部設立後は積極的に活動してゆきますので、同窓会
に未登録の関東地区に在住の卒業生の方をご承知でしたら、是非ご登録いただき支部にお力添え賜りたいと存じます。
関東支部の詳細に付きましては、今後ホームページ上でご案内申します。
今後とも国内外に支部設立を進めてゆきたいと存じますので、会員の皆様にはご理解、ご協力をお願い申します。

同 窓 会
事務局から
役

関西外大フォトギャラリー

職

同窓会役員（平成25年4月1日〜）
氏

名

現

職

卒業年度

名誉会長

谷本

榮子

学校法人関西外国語大学

名誉副会長

谷本

義高

関西外国語大学

会

長

廣本

和司

関西外国語大学短期大学部 教授

理事長

学長
昭和51年外国語学部卒

副

会

長

清水

正廣

モリテック スチール株式会社

副

会

長

安岡

重人

サンスタ−株式会社

前社長

昭和48年外国語学部卒

副

会

長

新庄

哲三

株式会社アシベ工芸

代表取締役

昭和48年外国語学部卒

副

会

長

小野

研一

大阪産業大学付属中学校・高等学校

副

会

長

春田

薫

アマノ株式会社

副

会

長

岩谷

誠

大東市立南郷中学校

副

会

長

阿江九美子

株式会社

幹

事

長

遠藤

幸治

関西外国語大学

キャリアセンター事務部長

昭和52年短期大学卒・昭和54年外国語学部卒

会計監査

廣本

玲子

関西外国語大学

国際交流部課長

昭和55年外国語学部卒

会計監査

稲増

哲

関西外国語大学

学研都市キャンパス事務局次長

昭和61年外国語学部卒

代表取締役

代表取締役

会長

中学校教頭

昭和51年外国語学部卒

校長

ライフイノベーション

昭和57年外国語学部卒

■FACEBOOKなどのソーシャルメディアを立ち上げ、さらにタイムリーな情報を同窓生の皆さんに
共有いただける運用体制を確立していきます。
■同窓生紹介コンテンツを今まで以上に充足させ、同窓生の皆さんのネットワーク拡大に役立てて
いただけるような情報の提供を考えています。また、在学生の方にも同窓生の活躍する姿を紹介
するとともに、
就職支援の一環として活用いただけるコンテンツ作りに努めていきます。

属

応 募数

採 用数

英語キャリア学部

2

2

外国語学部・英米語学 科

9

9

外国語学部・
スペイン語学 科

3

2

19

11

6

5

39

29

短 期大学部
同窓生のご紹介

修了

関西外国語大学同窓会奨学金
採用決定者

国際言語学部

■同窓生の皆さんの活躍されているエリアごとに開設を予定している支部会の情報をいち早くお
届けできるようなシステム構築を考えています。
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昭和61年外国語学部卒
平成７年関西外国語大学大学院 博士課程前期

代表取締役

所

同窓会ホームページ 今後の展開について

■上記以外にも、さまざまな同窓会主催のイベントを立案し、定期的に同窓会サイトを通じて有益
な情報を発信していきます。

昭和51年外国語学部卒

会長

同 窓 会
事務局から
トップページ

昭和46年外国語学部卒

計

採用者数

29名
8

Career Development

キャリア支援システム参加にご協力ください
キャリア支 援システムとは就職活動中、これから就職活
動を考えている学 生諸君が、予め自分 が進もうとしている

学 生の質問に対し、社会経験 豊富な同窓会会員の皆様
からのご回答を、お待ちしております。

企業の分 野、職 種が 如 何なるものかを具体 的に同窓会会

次にシステムの概 略 、学 生からの質問 投 稿の閲覧の方

員の 皆 様 から回答やアドバイスを頂く 、その様なシステム

法、回答方 法を簡単なフローチャートでご 説明します。ご

です。

不明の点は同窓会事務局にメールもしくはＦａｘでお問い

ついては同窓会会員の皆 様から責任ある回答を頂きた
いので、ログインにはＩＤ・パスワードを入力する事が必 須

合わせください。
ＩＤ・パスワードに関して：ＩＤは会報誌、同窓会・ホーム

オープンキャンパスに1650人
学 研都市・英語国際学部の説明も
2013年度の第1回オープンキャンパスが4月28日、中宮、学研都

ンパスで受けたきめ細かなサポートと仲間に恵まれた環境のおか

となっています。

カミングデーの案内状送付の封筒の住所シールの右下に、

市両キャンパスで、昨年の第1回オープンキャンパスよりも300人多

また、投 稿内容は大学と同窓会で精査させて頂きます。そ

ｙ、ｚの後に6 桁の数字で構成された番号が印字されてい

い約1650人の高校生や保護者らを迎えて開かれた。学研都市キャ

午後には各教室で、
入試対策講座や保護者対象説明会、
個別相

の結果、採用されない場 合も有りますが、この点に付いて

ます。パスワードは前回会報 誌 2 号の9 ページ「キャリア支

ンパスの見学者は363人。中宮からの移動に今回初めて観光バス

談などのイベントが行われた。
リンゼイ・英語キャリア学部教授は参

はご了承を願います。

援システムのご 案 内」に記載されています。念の為に再度

を導入し、車内では学生スタッフがマイクを使って学研都市キャン

加者一人一人に質問を投げかけながら体験授業を進めた。
授業を受

お知らせいたします。

パスの魅力を力説した。

けた奈良県高取町の女子高校生は
「英語での授業は不安だったけ

仕事に対 する十分な知 識の無い学 生諸君が、自分の希
望職種や分野を理解し、職業選択を間違わないよう事前に
知 識を持って望めば、必ずやより良い結果が得られると思
います。

学 生

同窓会
会 員

①質問

③質問に回答

※回答 掲載時に、事務局
より学生に回答掲載報
告メールを送信

パ スワ ード

kg1945a

※全員同じパスワードですが以後
システムで変更が 可能です。

※直 接 掲 示 板に書き込まれ
ず、一旦管理者ページ上で
ストック

※質問掲載時に、質問受
付完了メールを事務局
より送信

学生質問
掲 示 板

午前11時、谷本記念講堂でスタート。学生団体「ＦＢＳ放送局」

げで、留学への道を切り開くことができました」
と語りかけた。

れど、
わかりやすかった。
大学でもっと学びたい」
と感想を語った。

の太田成美さん（外国語学部英米語学科3年）が司会を務めた。本

学研都市キャンパスでは、揃いの青いＴシャツを着た学生がバ

学紹介ＤＶＤ『GO FOR IT!』を上映した後、谷本義高大学学長が

スから降りる参加者を出迎えた。各教室では英語国際学部の紹

英語キャリア学部のほか、学研都市キャンパスに来春、国際言語

介や体験授業、教職員や外大生による個別相談などが行われ、高

学部を改組転換して設置予定の英語国際学部について「英語に

校生や保護者は興味のあるイベントに次々と参加した。ＰＢＬ（課

加え、中国語など複数言語を使えるビジネスパーソンを養成しま

題解決型授業）の紹介では、中野誠・国際言語学部教授が「企業

す」とアピールした。

や行政と共に取り組んだ実践的な経験が、就職活動で大いに役

続いて、嶌岡忠彦・入試部次長が2014年度入試概要を説明。在

立つ」と強調した。関西外大孔子学院の中国文化紹介フェアでは

②質問内容／確認公開

学生メッセージでは、オーストラリアのスウィンバーン工科大学に１

中国の音楽をテーマに、高校生や保護者らが瓢箪笛に挑戦。吹き

※直 接 掲 示 板に書き込まれ
ず、一旦管理者ページ上で
ストック

年間留学した風早遼さん（国際言語学部4年）が、
「学研都市キャ

方を教わり、北京オリンピックの主題歌
「あなたと私」
を演奏した。

管理者用
ペ ー ジ

④回答内容を精査した上、
掲示板に公開

■2014年度入試日程
入試種別

出願期間
（締切日消印有効）

学部・学科

公募制推薦入試

一般（前期）

全学部・全学科

就職ガイダンス

就活始動へ

英語キャリア、外国語両学部の3
年生を対象とした第1回就職ガイダ

果をきちんと語れるようにとアドバ
イスした。

ンスが4月27日、中宮キャンパスの谷

続いて森田眞一・キャリアセンター

本記念講堂で開かれた。約1000人が

次 長 がキャリアセンターの各 種サ

参加。関心の高まりをうかがわせた。

ポートや進路の選択などについて、

まず、キャリアセンター所長の波

わ かりや すく話した 。今 後 のスケ

多野進教授が「就職活動の解禁は3

ジュールを示し、▽時間や学内ルー

年次の12月ですが、みなさんは今日

ルの厳守▽就活ファイル、就活ノート

から始めてください」と語りかけ、エ

の作成▽新聞購読▽TOEIC受検―

ントリーシートや面接のポイントに

―を強く勧めた。

ついて、
「企業がみなさんから聞きた

この後、就職関連業界6社の担当

いことは、▽わが 社のことを知って

者が就職情報サイトへの登 録方法

いるか▽やっていける能力があるか

を説明した。

▽ 社 風に合うか ― の3点」と説明。

同窓会会員の皆様方には、是非卒

業界研究、企業研究を怠らず、大学

業生の就職活動にご理解、ご支援を

生活での学 業、課 外活動などの成

賜りますよう宜しくお願い申します。

試験日

2013年
11/16（土）
・17（日）
10/25（金）
〜11/5（火） （試験日自由選択）

英語キャリア学部 英語キャリア学科
英語キャリア学部 英語キャリア学科
小学校教員コース
外国語学部 英米語学科

2/9（日）
2014年
1/6（月）
〜1/24（金）

外国語学部 スペイン語学科
英語国際学部 英語国際学科
短期大学部 英米語学科
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前年比300人増

試験地
本学（中宮キャンパス）
・東京・
金沢・名古屋・広島・福岡

本学（中宮キャンパス）
・東京・
金沢・名古屋・広島・福岡

合格発表日

手続締切日

11/25（月）

1次：12/10（火）
2次：1/20（月）

2/15（土）

1次：2/24（月）
2次：3/17（月）

2/8（土）
2/7（金）

本学（中宮キャンパス）

3/2（日）

本学（中宮キャンパス）

3/6（木）

ＷＥＢ登録：3/12（水）
学費等：3/17（月）

一般（後期）

全学部・全学科

2014年
2/14（金）
〜2/20（木）

センター試験利用
（前期）

全学部・全学科

2014年
1/6（月）
〜1/24（金）

個別試験は課さない

全国各地の大学入試
センター試験会場

2/15（土）

1次：2/24（月）
2次：3/17（月）

センター試験利用
（後期）

全学部・全学科

2014年
2/14（金）
〜2/20（木）

個別試験は課さない

全国各地の大学入試
センター試験会場

3/6（木）

ＷＥＢ登録：3/12（水）
学費等：3/17（月）

同 窓 会
事務局から

同窓会会員の
図書館利用について

同窓会会員から図書館の利用に関してのお問い合わせがありましたので、
関西外国語大学の図書館利用規定の抜粋を掲載します。
①図書館を利用する場合、2つの方法があります。1つは図書館内で閲覧の
みをする場合、2つ目は図書館及びＡＶライブラリーで貸し出しを希望する
場合です。
②閲覧のみの場合は、図書館入館ゲートの処で係員に閲覧したい旨を伝え、
必要事項を記入の上、入館する。
③貸し出しを希望する場合は「図書館利用証」の交付が必要です。
交付には2000円の登録料が必要となり「図書館利用証」の有効期間は1年
間です。新年度4月1日〜30日までに更新手続きをされますと更新料は無料で
す。但し、この期間を過ぎると新たに登録料が必要となります。
※上記以外の貸し出し規定の詳細は、大学図書館にお問い合わせください。
〒573-1001 枚方市中宮東之町16-1 ℡072-805-2801（代表）
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