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2014年春 リニューアルした関西外大
英語国際学部が始動
KGU×UNTプログラム
新生大学院

2014年度入学式
希望を胸に3903人が新たな一歩

協定校51カ国・地域の342大学に

Activities of KGUAA

世界に広がる同窓会支部
「実行実現」へ、重厚布陣の支部組織
女性が輝く同窓会

70周年に向け、同窓会旗デザイン募集

同窓会支部ホームページ・公式Facebookを開設

ＮＥＷＳ トピックス 2014

■受付時間
2014年11月1日（土）10:00～（於：マルチメディアホール）
■同窓会総会＆イベント
11:00～12:40（於：マルチメディアホール）
特別ゲストにシャンソン歌手のヤスコWildさんを迎えてのコンサートのほ
か、多様な催しものをご用意してお待ちしております。
■懇親会
12：50～16：00
（於：南館食堂 １階立食・２階及び１階テラスにテーブルを用意）
懐かしい皆さまとご歓談ください。懇親会場では、軽食、お飲み物をご用意し
ております。
●懇親会参加費：お一人様2,000円（中学生以下は無料）
●入館時にはバッヂの着用をお願いします。
※学内は所定場所以外は禁煙です。

NPO法人関西シャンソン協会主宰、日本訳詩家協会関西支
部長。シャンソン歌手　訳詩家　エッセイスト。シャンソン界
では「歌う詩人」として知られる。2007年にヤスコからヤスコ
Wildに改名。1985年、「三文オペラ」のソングを全訳。1989
年より、パリ、ラパン・アジル、ル・コネッターブル等に出演。現
在、関西にシャンソン文化を広めてゆくため、コンサートなど
を各地で主催。

■主な著作
「ケセラセラ」ビレッジプレス出版社
詩集「空の色」ビレッジプレス出版社

当日のスケジュール

ヤスコWildさん プロフィール

ホームカミングデー・同窓会総会 開催のお知らせ

2014年11月1日（土）OPEN 10:00～16:00
関西外国語大学 中宮キャンパス

シャンソン歌手
ヤスコWildさん（本学OG）
によるコンサートが開催決定！！

関西外大ホームカミングデー
開催日決定！

【外大祭も同日開催】

久し振りの母校で懐かしい級友と
交流を図りませんか
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マレーシア地区、メンバーの結婚式を兼ね第2回懇親会開催

関東地区同窓会に150人 初の支部総会開催

中部支部設立に向けて第1回懇親会開催

上海で相次いで懇親会開催
ーー10月の支部設立に向け本稼働

出張懇親会
大学院同窓生5名による
ミニ懇親会

フォルクスワーゲン・ポロカップ 上海支部ミニ懇親会
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「実行実現」へ、
重厚布陣の支部組織

同窓会副会長
関西支部筆頭副会長

（大学院博士課程前期修了）
阿江　九美子

同窓会会計監査
関東支部会計監査 

（外国語学部卒）
廣本　玲子

同窓会事務局

（短期大学部卒）
岡田　映美

本部・事務局

幹事（会計補佐）

（短期大学部卒）
長谷場　操

幹事　

（外国語学部卒）
滝本　千恵

関東支部

幹事

（外国語学部卒）
芳村　美紀

関西支部

幹事

（外国語学部卒）
高橋　美保子

幹事

（外国語学部卒）
永山　真弓

上海支部

支部の誕生により、同総会には一気に女性役員（職員）が増えました。
本部と支部を合計した女性役員数は８名、兼務を合わせると１０名にのぼります。
女性ならではの柔軟、かつ大胆で現実的な発想は、組織に新風を送り込んでくれています。女性が輝く   同窓会

Activities of KGUAA（Kansai Gaidai University Alumni Association）

世界に広がる 同窓会
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　マレーシアでは5月31日、7名の同窓生が集い、第1回目の懇親会が開催された。若住隆哉氏（1979
年卒）、水野明洋氏（1977年卒）が核となり、地元のフリーペーパー等を通じて同窓生の結集を呼び掛け
たもので、当日までに11名のメンバーが名乗りを上げ、その内、7名が参集した。
　第2回懇親会は7月19日、クアラルンプールのホテルで、藤田安以子さん（1975年度卒）の次男、義明さ
んの結婚式に合わせ、同窓生として慶事を共に祝おうと開催された。現地の同窓生7名の他、日本からも
藤田さんの友人である外大卒業生のご夫婦3組が参加し、新たな交流が広がる和やかな懇親会となった。

　昨年10月に発足した関東支部の第1会総会と第3回目の関
東地区同窓会を兼ね、2月16日、東京・港区のTKPガーデンシ
ティ品川で開かれた。支部役員を中心に、同窓生らが企画から
運営までを手掛け、訪れた約150人は多彩な催しを楽しんだ。
　第1回関東支部総会では、谷本榮子理事長・同窓会名誉会
長、廣本和司同窓会会長のあいさつに続き、関東支部の役員8
人が登壇。春田薫関東支部長（アマノ株式会社代表取締役会
長）が「卒業生が力を合わせ、関東地区で関西外大のブランド
を高めていきましょう」と意気込みを語った。
　懇親会では「水中・水辺のフォトジャーナリスト」の高野弘さ
んが、講演で環境を守る必要性を力強く訴えた後、澄み渡る海
をバックに、ギターの弾き語りを披露した。
　全員参加のゲームイベントでは、アフロのかつらを被った北
川昌彦さんと矢野雄輝さんが息の合った司会で、クイズやゲー
ムをテンポよく盛り上げた。

ミニ懇親会を開催
　7月20日（日）、関東支部
としては初の試みとなるミ
ニ懇親会を開催。関東地区
で同窓生の“輪”を更に広げ
る活動の一環として、新た
に関東に転入した同窓生
17名を対象に、トラットリアドーニ道玄坂（東京都渋谷区）に
お迎えした。出席者の年齢層は20代から60代までと幅広く、
年齢の垣根を越えて、大いに話題が盛り上がった。

　7月19日（土）、中部地区では、11名
の同窓生が集い、中部支部設立に向
けて第１回の懇親会が開催された。
　今回の懇親会には本部から安岡同
窓会副会長および遠藤幹事長も参
加。新庄同窓会副会長の支部設立に
向けた熱のこもった趣旨説明等を受
け、本会参加者全員が労を惜しまず
出来る限りの協力を約束し、全会一
致で賛同を得た。

　6月7日、上海市の和食
レストランで、上海地区
の第3回懇親会が開かれ
た。上海支部設立準備会
議を兼ね、本部から2名、
また関西支部からも有志
2名を含む合計17名が参
加した。
　窓口を務めて頂いた藤
井氏は現地でベンチマー
キング調査や、フリー
ペーパーを通じ、42名の
メンバーを結集頂いた。
その後、有志による懇親
会を重ね、支部規約や支
部役員、支部設立申請書
の準備も整え、支部設立
準備会議にまでこぎつけ
たもの。
　懇親会の翌日には関西
支部から応援に駆け付け
た井田副支部長が、上海
天馬サーキットで行われ
た「フォルクスワーゲン・ポロカップ」に、関西外大のステッカーを貼り付けた
Poloで登場、午前の部、午後の部の各レースで共に2位に入賞し、上海支部の
設立に花を添えた。
　上海ではその後も、有志による懇親会、全員中国人の大学院同窓生5名に
よるミニ懇親会、藤井代表が蘇州に出向いての出張懇親会などを重ね、メン
バーの意識結束に努めている。

上海地区第3回懇親会

中部地区第1回懇親会

関東支部ミニ懇親会

藤田さんご家族を含めた同窓会準備メンバー

関東支部第1回総会／第3回同窓会

同窓会では、第2期事業計画の具体的展開として、関西外大の特徴を打ち出し、海
外駐在員および1,600人(2013年度)に及ぶ海外留学生によるコラボレーション
を組織化すべく、世界4極のヘッドクォーター構築を構想しています。
※数字は2012年度の留学生（上海は支部のメンバー数）
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副支部長 兼 会計
副支部長
幹事長
幹事
幹事
幹事（会計補佐）
幹事
幹事
幹事　会計監査
幹事　会計監査

春田　　薫　Kaoru Haruta
高垣　　靖　Yasushi Takagaki
徳永　　誠　Makoto Tokunaga
井端　義人　Yoshihito Ibata
中村　公亮　Kousuke Nakamura
北川　昌彦　Masahiko Kitagawa
長谷場　操　Misao Haseba
滝本　千恵　Chie Takimoto
和泉廣康智　Yasunori Izuhiro
廣本　玲子　Reiko Hiromoto
稲増　　哲　Satoshi Inamasu

1976年
1986年
1985年
1986年
1988年
1991年
1986年
1991年
1994年
1980年
1986年

支部役職 氏　名 卒業年

支部長
筆頭副支部長
副支部長　会計監査
副支部長
幹事長
幹事
幹事
幹事
幹事　会計監査
幹事　会計

安岡　重人　Shigeto Yasuoka
阿江九美子　Kumiko Ae
木村　陽一　Yoichi Kimura
井田　雅彦　Masahiko Ida
前田　英樹　Hideki Maeda
高野　　弘　Hiroshi Takano
芳村　美紀　Miki Yoshimura
吉﨑　悠輝　Yuki Yoshizaki
川端　章弘　Akihiro Kawabata
辻川　誠一　Seiichi Tsujikawa

1972年
1986年
1975年
1986年
1992年
1975年
1987年
2009年
1978年
1985年

支部役職 氏　名 卒業年

関東支部 2013年10月設立

関西支部 2014年4月設立

支部長
筆頭副支部長
副支部長
副支部長
幹事長
幹事　会計
幹事　会計監査
幹事　会計監査
幹事
幹事

新庄　哲三　Tetsuzo Shinjo
稲増　　哲　Satoshi Inamasu
岸田　　茂　Shigeru Kishida
伊藤　道明　Michiaki Ito
佐藤　照顕　Teruaki Sato
古市　　雄　Masaru Furuichi
加藤　淳司　Atsushi Kato
濵﨑　哲也　Tetsuya Hamazaki
深江　　亨　Akira Fukae
横田　譲治　Joji Yokota

1973年
1986年
1978年
1986年
1986年
1987年
1986年
1987年
1992年
1994年

支部役職 氏　名 卒業年

支部長
副支部長
幹事長
幹事
幹事
幹事
幹事
幹事　会計
幹事　会計監査
幹事　会計監査

藤井　克彦　Katsuhiko Fujii
吉富淳一郎　Junichiro Yoshitomi
筒井　　質　Tadashi Tsutsui
常　　　亮　Chang Liang
大森　雅彦　Masahiko Omori
高橋美保子　Mihoko Takahashi
永山　真弓　Mayumi Nagayama
大浦太九馬　Takuma Oura
古畑　拓也　Takuya Kobata
木村　隆幸　Takayuki Kimura

1984年
1985年
1991年
2012年
2004年
2001年
2005年
1997年
2008年
1981年

支部役職 卒業年

中部支部 2014年10月設立

上海支部 2014年10月設立
氏　名

世界４極構想【関西外大グローバル同窓会】
関東支部 関西支部 中部支部

同窓会本部

　関西外大同窓会は平成25年4月から平成27年3月に至る同窓会第二期の事
業計画として、次の4つの活動方針を決定した。
　この内、最優先の課題として取り組んできたのが組織の整備で、この1年余りは
16万人に及ぶ同窓生を如何に結集し、組織化するかに心血を注いできた。
　最初に手を挙げたのが関東で、春田薫副会長が中心となって有志を結集。出口
戦略の重要拠点としての役割を自覚し、①関西外大のブランディング向上②卒業
生の楽しみの場、心のよりどころの提供③卒業生同士で助け合える環境の構築
④学生就職支援を目的に、昨年10月1日、関東支部を発足した。
　続いて母校のお膝元である関西では、安岡重人副会長が中心となり、様々な業
種や年齢層から人材を結集。本年4月に関西支部を発足した。関西支部は最も多
数の同窓生を抱えるとともに、地元である強みを生かし、本部機能を補完する役
割も担っている。
　そして中部エリアでは新庄哲三副会長と稲増哲会計監査が中心となり、腰の
据わった体育会系の強力メンバーを結集。10月の支部発足に向けて、全力で協
力する意向を満場一致で確認した。
　海外では上海、マレーシア・シンガポール、USA、オーストラリア、メキシコ等か
らも同窓生が産声をあげ始めている。そして、真っ先に支部活動ののろしが上
がったのが、藤井克彦氏を中心とする上海地区である。
　藤井氏は現地での他校同総会のベンチマーキング調査やフリーペーパーによ
る会員募集に取り組み、現在までに42名のメンバーを結集。支部規則や役員、メ
ンバー有志による設立申請手続きを整え、10月12日に支部設立総会を迎える運
びとなった。外地だけに困難は多いが、それだけに同窓会の発足は、現地メンバー
にとって大きな心の拠り所となっているようだ。
　本学は外国語大学という特性から、卒業生の活躍エリアも国内のみにとどまら
ず、広く世界にまたがっている。そして、世界中に派遣している留学生の数も年間
1,600人とわが国大学最大の規模を有している。つまり、わが同窓会は誕生から
間をおかず、広く世界に向けて矢を放つ役割を担うことになった。この試練をこそ
誇りとし、来年創学70周年の佳節を迎える母校に、同窓会は更なる支部構築を
以て貢献してゆきたい。

組織の整備を最優先に ―７０周年に向け支部構築―



　この10月から11月にかけて、上海、関西、関東の3支部が相次いで支部総会を開催します。内容は下記の通りですので、各
エリアに在住の会員様は奮ってご参加下さい。
　なお、各支部総会の詳細につきましては、同窓会HPでご確認下さい。
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　同窓会は設立後６年目に入りましたが、2013年度から2014年
度にかけては本学にとっても大きな躍進の年となりました。国際
言語学部を英語国際学部に改組転換し、新学部として2014年4
月にオープンいたしましたが、前年度比110%を超える受験生を
集めることができました。少子化による「私学冬の時代」といわ
れる中、他の学部も順調に受験者数を増やしております。
NorthTexasUniversityとのより緊密なコラボレーションを通じ
た語学教育も大きな成果を上げつつありますし、短期語学研修
に現地でのインターンシップを組み合わせた東南アジアでのプ
ログラムも動きつつあります。エアラインのCAとして職を得る学
生の数、英語教員として活躍している卒業生の数等も誇るべき数
字でありますし、そのほか多方面で卒業生が活躍しているのは
心強い限りです。
　そのような状況の中で、同窓会の果たすべき役割はますます大
きくなりつつあります。より細やかな後輩支援、母校支援のため
にグローバルなネットワークという視点から国内、海外の支部の
設立を目指すということは前号の会報誌に述べたとおりでありま
すが、それも着実に実行されつつあります。各支部の役員の方々
も社会的責任のあるお仕事に従事しておられるにもかかわらず、
各支部のために献身的に奔走していただいております。現在、関
東支部、関西支部、中部支部、上海支部が相次いで構築されまし
た。これからもこのネットワークをさらに世界に向けて拡大してい
く必要があるのは言うまでもありません。
　来年は本学創立70周年を迎えます。特別行事の開催も検討さ
れておりますが、今年のホームカミングデー同様、この機会に多く
の同窓生の皆さんのご参加を心よりお待ちしております。
　最後に同窓会メンバー同士の親睦、会員と在学生の皆さんとの
交流のため、母校の発展のためにも温かいご支援、ご協力をお
願いいたします。

関西外国語大学同窓会会長

廣本　和司

創
立
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年
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■会長あいさつ

支部総会開催のご案内

 2014年10月12日（日） 10:00～14:00
 10:00～11:20 総　会
 11:30～14:00 懇親会
 昼食（ケータリングでビュッフェ形式）
 上海国際貿易センター　上海市长宁区延安西路2201号
 200元

 2014年11月1日(土)　10:00～10:35
 10：00 受付開始
 10：15 開　　会 
 10：35 閉　　会
 関西外国語大学　中宮キャンパス7号館　7110室
 〒573-1001 　大阪府枚方市中宮東之町16-1
 TEL 072(805)2801
 支部総会のための会費は不要。

 2014年11月30日（日） 12：00～14：30
 11:30 受付開始
 12:00 開会／ 第４回関東支部 同窓会・総会
 12:15 懇親会開始
 13:30 ゲーム・余興他イベント

※イベントは現役生のマジシャン  保田純さん（21歳/マ
ジックコンテスト ジャパンカップ2014 金賞受賞者）を
予定

 14:30 閉会
 シェラトン都ホテル東京（ルーム：醍醐西）
 http://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/
 〒108-8640　東京都港区白金台1-1-50
 TEL：03-3447-3111　／ FAX：03-3447-3133
 5,000円

日  時

会  場
会  費

日  時

会  場

会  費

日  時

会  場

会  費

上海支部設立総会 第４回 関東地区同窓会・第2回 関東支部総会

第１回関西支部総会
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■ 留学生派遣（16単位以上取得）［2012年度］　

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

関西外国語大 1254人
早稲田大 559人
亜細亜大 351人
法政大 332人
立命館大 284人

1位
2位
3位
4位
5位

■ キャビンアテンダント採用数［2009～2013年度］　

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

関西外国語大 181人
青山学院大 150人
同志社大  85人
関西学院大  72人
立命館大  64人

1位
2位
3位
4位
5位

■ 外国人教員数［2013年度］　

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

立命館大 128人
関西外国語大 108人
神田外国語大 107人
早稲田大 98人
関西学院大 96人

1位
2位
3位
4位
5位

全国
大学内

1位
全国
大学内

1位

約1,600人342校

留学派遣学生数（16単位未満取得も含む）提携大学数

（2014年4月現在） （2014年4月現在）

181人1,254人

キャビンアテンダント採用数留学生派遣数（16単位以上取得）

（2012年度）

108人

外国人教員数

（2013年度）

（2009～2013年）65人 （2013年）

■ 2、3年次編入学者数［2013年度］　

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

関西外国語大 420人
豊橋技術科学大 401人
長岡技術科学大 370人
国学院大 176人
東京農業大 154人

1位
2位
3位
4位
5位

全国
大学内

1位

全国
大学内

 2位
全国
大学内

 4位
全国
大学内

 13位

420人

編入学学生数

（2013年度）

442人

インターンシップ派遣者数

（2013年）

51カ国・
地 域

留学可能な国・地域

（2014年4月現在）
706人

外国人留学生受入数

（2013/2014年度）

航空会社、ホテル、証券会社、商社など147企
業・官公庁に派遣しています。

2位の早稲田
大学は559人
で、2倍以上
の差をつけて
いる。

成長路線  大躍進する関西外大
　日本の大学761校について、様々なデータをランキング表にまとめた「2015年版大学ランキング」（朝日新聞出版）が発行され、本学は4項目で1位となった。入試、教育、就職、研
究、財政、社会など分野別に78の項目のランキングを掲載している。
　1位となったのは▽海外への留学生派遣人数1,254人（2012年度、16単位以上）▽キャビンアテンダント（CA）採用者数65人（2013年）▽同09～13年の採用者累計181人▽
2,3年次編入学者数420人（2013年度）。
　留学生の派遣人数は、2位の早稲田大学（559人）を大きく上回った。CA採用者数は前年より29人増加して、2位の青山学院大学（50人）、3位の関西学院大学（29人）を抑えた。
　外国人教員総数（2013年度、常勤の教授、准教授、講師の合計）は108人で、立命館大学の128人に次いで2位だった。
　ちなみに本学同窓会は、同報告書に会員数15万人で全国28位にランキングされています。

■ 国際ボランティア参加学生数［2009～2012年度］　

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

※大学ランキング2015 朝日新聞出版

名古屋商科大 274人
早稲田大 188人
国際基督教大 164人
関西外国語大 159人
津田塾大 151人

1位
2位
3位
4位
5位

159人

国際ボランティア参加学生数

（2009～2012年度）

■ 主な就職分野 ■ 就職率の推移 ■ 大学　　■ 短大

97.6%

就職率 （2012年度卒業者）

大
学 91.7%

短
大

航空関連業界 ......152人
貿易関連..............265人
ホテル業界...........113人
英語教員.................67人
旅行業界...............  75人 0

20

40

60

80

100

2009年度

89.3% 82.4%
97.6% 91.7%94.8% 90.2%92.9% 88.7%

2010年度 2011年度 2012年度

高校3年生を対象にしたリクルート進学ブランド力調査2014では、「国際的なセンスが身につく」が昨年に続き、関西エリアで全体、女子とも1位に、関東エリアでも女子が
13位に入りました。関東エリアの女子においては、公表されている15位以内にランクされている大学で関東地区の大学以外は京都大学（12位）と本学の2校のみです。

Profile
関西外国語大学短期大学部教授  学生部長
1976年
関西外国語大学外国語学部卒
1981年
米国ウィスコンシン大学教育学部
大学院修士課程卒
1976-1981年
国際交流部スタッフとして、
ハワイカレッジ創設等に参加
1982年～
関西外国語大学の教員に奉職
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同窓会
ホームページ
随時更新中

同窓生紹介コンテンツの他、同窓生の集いやイベ
ント情報を紹介する近況報告など、新着情報を随
時更新中。
また、同窓会支部の設立に合わせ、各支部のペー
ジも順次公開しています。
※現在、関東支部・関西支部の2サイトがご覧頂けます。

中部支部ページ

2014年10月1日公開予定

上海支部ページ

2014年10月1日公開予定

支部長挨拶 役員紹介

お知らせ

支部の最新情報、お知らせなどがこのページに掲載されます。

他にも以下のコンテンツをご覧になることができます。

https://www.facebook.com/kansaigaidaialumni

関西外大同窓会 公式Facebookを開設

関西支部 関東支部

関西外大同窓会 公式Facebook

関西外大同窓会公式Facebookを開設しました！

同窓生が関西外大同窓会の「今」を伝える情報コンテンツです。

ホームページではお伝えできない情報も盛りだくさん。

「いいね！」ボタンをクリックすると、最新情報が自動的に配信さ

れます。是非ご活用ください。

各支部の公式Facebookも
順次開設予定
開設のお知らせは、順次、下記の
公式Facebook上で情報発信予定です。

関東支部・関西支部
ページ公開中

関西外大同窓会 検 索

関東支部

中部支部（現在準備中）

上海支部（現在準備中）

関西支部
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会員登録・登録変更のお願い
関西外大同窓会ホームページでは、同窓会の新規会員登録
を随時募集しています。会員登録していただくと、会報誌
の郵送や、ホームカミングデーなど各種イベント開催のお
知らせをメールでお送りさせて頂きます。

　今回の会報誌がお手元に届いた方は、会員情報が正しく登録さ
れています。また、今回から発送を「ゆうメール」に変更したため、移
転された場合でも郵便局に移転届を出しておられれば、移転届か
ら１年間は移転先に転送されることになりました。但し、転送期間
内に会員情報が変更されなければ、次回からのご連絡は出来なく
なります。
　同様に新しく同窓会員となられた新卒生の皆様には、名簿に登
録されているご実家の住所に会報誌をお届けしておりますが、独
立された場合や移転、ご結婚（名義変更等）された場合には、必ず
ホームページの会員登録ページから個人情報の登録内容を変更下
さいますようお願い致します。
　特に確実な連絡手段でもありますメールアドレスや携帯電話番
号等の情報は、可能な限りご記入下さい。
　なお、現在各地には次々に支部が誕生しておりますが、会員登録
を頂きますと、今後は各支部からのイベントのご案内などもお届け
させて頂きます。
※登録内容変更の手続きが行われなかった場合は、同窓会からの情報をお送り
できない場合もございますので、予めご了承ください。

　また、お知り合いの同窓生で、まだ会員登録を済ませていない方
（会報誌が届いていない方です）がおられましたら、是非右記のアド
レスをご紹介頂き、登録をお勧め頂きますようお願いします（二次
元バーコードを携帯カメラで読み込んで頂くことでもアクセスでき
ます）。

■同窓会登録ページ
http://www.kansaigaidai-dousou.jp/registration/index.html

■登録フォーム ■登録内容変更フォーム

　同総会登録のページは2011年8月以前
の卒業生の方と、2012年3月以降の卒業
生の方で登録するページが異なります。
　また、それぞれに新規登録と登録変更の
フォームを予定していますので、該当する
ページで手続をお願いします。

＜登録フォーム＞
　2013年3月以降にご卒業された皆様の情報は、
同窓会事務局で責任を持ってお預かりしています
が、このページからご登録頂くことで、正式な同窓
会員となります。
　また、今後も引き続き同窓会からの連絡をご希望
の方は、Eメールアドレスのご登録をお願い致します。
ご卒業後の進路情報の入力にもご協力ください。
　2011年8月以前にご卒業された方は、このフォー
ムからご登録頂くことで初めて同窓会員となり、整
理番号が発行されます。すべての項目にご入力いた
だき、情報を送信してください。

＜登録内容変更フォーム＞
　どちらの卒業生の場合も、まず検索のキーワード
となる現在登録中の情報をご入力いただき、後は登
録内容に変更のある箇所のみご入力ください。E
メールの登録を済まされていない方は、是非ご登録
ください。

登録のしかた

　平成26年2月14日開催の常任幹事会において、次のとおり改正が承認されました。また、同年6月21日開催の常任幹事
会では、表記の統一のための改正が承認されましたが、当該改正内容は紙面のスペースの関係で割愛します。
　なお、関西外国語大学同窓会規約は、同窓会HPでご覧になれます。

関西外国語大学同窓会規約改正の概要

事務局に関する規定を新設。

総会において、予算・事業計
画を議決事項、決算・事業報
告を承認事項と位置付けるこ
とに伴う変更。

第15条の変更に伴い、議決・
承認の項目を新設。

議事録に関する規定を新設。

本会の事務を処理するため本部
に事務局をおき、その責任者とし
て事務局長をおく。

２　事務局に関する必要な規定は、常任幹事会
の議を経て会長が定める。

総会においては、次の事項を審議
する。

（ア）事業計画及び予算の議決に関する事項
（イ）事業報告及び決算の承認に関する事項
（ウ）その他常任幹事会で必要と認めた事項

総会における議決及び承認は、出
席した正会員の過半数で決する
ものとし、可否同数のときは、議長
の決するところによる。

総会及び常任幹事会の議事録は、
事務局長が作成し、議長及び議長
が指名した２名の副会長が署名
押印のうえ、事務局に保管するも
のとする。

第１２条の２

次の事項は通常総会に報告する
とともに、その内容を会報に掲載
しなければならない。

（ア）前年度決算書
（イ）事業報告書
（ウ）その他常任幹事会で必要と認めた事項

第１5条の２

第１5条の3

第１5条 第１5条

改　　　　　正 旧　　規　　定 改　正　理　由

70周年に向け、同窓会旗デザイン募集創学70周年記念

　関西外国語大学同窓会は2009年4月1日の設
立から、お蔭様で無事5周年を迎えました。この間、
昨年10月には、関東に初の支部が誕生し、本年4
月には関西支部、そしてこの10月には初の海外支
部となる上海、国内3番目の支部となる中部に支
部が発足し、着々と組織の基盤も整いつつありま
す。会員相互の活発な交流を促進する上で、同窓
会はいよいよ独り立ちの節目を迎える運びとなっ
ております。
　また、母校である関西外国語大学は、来年11
月、創学70周年の佳節を迎えます。大学と同窓会
が手を携え、新たな旅立ちを開始する日もいよい
よ間近に迫ってまいりました。
　つきましては、この機会に同窓生の精神的なバッ
クボーンとして、その象徴ともなる「同窓会旗」を
制作すべく、同窓会旗のデザインを広く会員各位
に公募致します。
　「旗の元に集う」意義を込め、将来、世界に大きく
広がる同窓会をイメージできるような優れたご提
案を、どしどしお寄せ下さいますよう宜しくお願い
します。

１．応募資格：関西外国語大学の同窓会会員、および在校生。
２．応募点数：個人、グループで何点でも応募できます。
３．必須項目：公の行事で使用できる「同窓会章」のデザインを作成し、併せてこれを用いた「同窓会

旗」のデザインを募集します。
「同窓会旗」の中には、「関西外国語大学同窓会」の文言を入れること。

４．応募方法：高画質のPDF ファイルやJPEG ファイルなどの一般的な画像ファイルとし、電子メー
ルでご送付ください（ファイルサイズが5MB を超える場合は、別途CD-ROMなどに保
存し、下記の問い合わせ先まで郵送してください）。手書きイラストの場合はA4 判程度
の用紙に天地を明記し、折り曲げずに郵送してください。

５．締め切り：2015年8月29日（土）到着分まで
６．採用作品：採用作品提供者(グループ)には、関西外国語大学同窓会より感謝状と記念品を進呈しま

す。
７．審査方法：応募作品の中から審査委員会で決定します。採用結果は、入賞者本人に通知すると共に

ホームページにて案内致します。
８．そ の 他：住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業、卒業年度、学部・学科、作品の説明コメント

を必ず明記 の上、お申し込み下さい。
電子メールの場合は「件名」を「同窓会旗デザイン公募」として送信してください。
また、郵送の場合は、封筒の表面に「同窓会旗デザイン公募」と記載して、イラスト、
CD 等を同封の上、応募してください。なお、送料は自己負担となりますのでご了承く
ださい。

応募要項

お問合せ・応募先
関西外国語大学同窓会　事務局 （担当：中内・岡田）まで
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1
電話番号：072-805-2801（代表）　 ＦＡＸ：072-805-2812
電子メール：info@kansaigaidai-dousou.jp

■応募にあたっての注意事項
※採用された作品の著作権は、関西外国語大学同窓会に帰属します。
※採用された作品のデザインを修正して使用することがあります。
※応募されたデザインは返却致しません。採用されなかった場合、審査終了後削除します。また、同窓会が得た個人情報はこのデザ
インの公募目的以外には使用致しません。

※作品は他の機関などに投稿あるいは公表していないオリジナル作品に限ります。
※デザインに使用する色が何色なのかを指定してください。

スマートフォン
をご利用の方

携帯電話を
ご使用の方



　2014年度の大学院、大学、短期大学部の入学式が4月2日、中宮キャ
ンパスの谷本記念講堂で3回に分けて行われた。スーツ姿の新入生
総勢3903人が、新たに仲間入り。第1期生を迎えた英語国際学部の
771人も大学生活をスタートした。
　式は午前9時半から大学院、英語キャリア学部、英語国際学部、国
際言語学部と外国語学部の編入生。正午から外国語学部。午後2時
半から短期大学部の順に開催。外国語学部入学式に引き続き、米・
ニューヨーク州立大学オルバニー校のロバート・ジョーンズ学長への
名誉学位授与式も行われた。
　谷本義高・大学学長は「目的意識を持ち、自律して主体的に学び続
けて下さい」と告辞、谷本榮子理事長・短大学長は「知性と感性を磨
くことにチャレンジして下さい」と激励した。

2014年度入学式
希望を胸に3903人が新たな一歩
――英語国際学部に第1期生が誕生

　本学卒業生で、音声認識・音声対話
技術の先端企業「フュートレック」（本
社・大阪市）社長の藤木英幸さん（54）を
招いて、トップ講演会が6月25日、中宮・
谷本記念講堂で開かれた。携帯電話の
「着メロ」の発案者で、ソフトな語り口の
中にも、転職を繰り返して起業した経験
から「人は一生挑戦」と訴えかけた。
　これはキャリア関連科目を受けてい

る学生の授業の一環で、この日は約500人が出席。
　藤木さんは外国語学部英米語学科出身で、この日のテーマは
「Keep on Challenging」。学生時代から40歳でフュートレック（2000
年4月設立、資本金7億円）を起こすまでの経験や、2020年の東京五
輪に向け、音声認識の多言語化と翻訳・通訳を英仏独中韓に対応さ
せ、観光立国・日本へと貢献を目指す現在の取り組みなどを語った。
　藤木さんはまた、専門家の話すことを鵜呑みにしない「疑うことの
すすめ」を力説。実社会には「黒」と「白」の間に幅広い「灰色ゾーン」
があるとし、法律や規制はクリアしていても、道義的に問題となるケー
スについて「黒か白かの線引きをしっかり判断してほしい」とアドバイ
ス。「どんな職業・職種でも、誇りが持てる仕事をしよう」と呼びかけ、
満場の喝采を浴びた。
　次回は10月1日、宗吉勝正氏（前高松国税局長）

「人は一生挑戦」　トップ講演会 Vol.14
フュートレック社長　藤木英幸さん

　ペルーカトリック大学（ペルー）とカールスホーホシューレ国際大学
（ドイツ）との単位互換協定が2月に新たに決まり、これで本学の協定
校は51カ国・地域の342大学となった。
　ペルーカトリック大学は、首都リマにある1917年創設の私立大学。
学生数は大学院生を含め約2万5,500人で、46の専攻分野がある。人
文学部、法学部、情報工学部の教育水準はとりわけ高く、ラテンアメ
リカでトップクラスの大学とされる。
　年間800人以上が海外30カ国に留学し、コミュニケーション、社会
科学、経営学などの初級科目は受入れた留学生にも開講している。同
国との大学との協定は初めて。
　カールスホーホシューレ国際大学は、フランス国境とライン川に近
い南部の工業都市カールスルーエにある2004年度創立の私立ビジネ
ススクール。学生数は院生を含め約660人。国際ビジネス、異文化マネ
ジメント＆コミュニケーションなどの学科があり、留学生は必要単位
を英語で履修できる。海外80大学と提携しているが、日本の協定校と
しては本学が初となる。

協定校51カ国・地域の342大学に

　本学の2013年度卒業生のうち、教職に就いた人が専任教員、常
勤講師、非常勤講師を合わせて105人にのぼることが、教職教育セ
ンターが6月11日にまとめた集計で分かった。合計数では過去最高
であった2010年度に1人及ばなかったものの、専任教員数では同年
度を6人上回る35人を数え、最多記録を更新した。
　内訳は専任教員が35人、常勤講師53人、非常勤講師17人で、特に中
学校教員数の合計69人（専任24人、常勤36人、非常勤9人）は、依然全
国レベルでも高い数字を示している。他に既卒の専任教員は33人
（高校6人、中学校23人、小学校3人、特別支援学校1人）であった。

105人の教員が誕生　本年3月新卒者

　英語力に中国語力をプラスして身に付け、世界で活躍する国際人の
育成を目指す、新設「英語国際学部」の授業が4月3日、学研都市キャ
ンパスで始まった。1996年に開設された国際言語学部を全面改組し
たもので、最大の特色は2年次に原則全員が参加する1学期間の英語
留学。さらにもう1学期間を中国語留学（推奨）に充てて語学力を伸ば
し、異文化理解力や国際感覚を身に付ける。
　3、4年次は発展のステージで、課題解決型授業のPBLやキャリア
形成の科目など、産学連携を深めた先進的でユニークな授業が用意
されている。
　KGU×UNTプログラムは本学の海外ネットワークを授業に反映さ
せた、早期留学直結のパイロット・プロジェクトで、4月から外国語学
部英米語学科で開講された。初年度は米ノーステキサス大学から講
師5人を招き、コア必修科目を中心に週12回の英語授業がスタート。2
年次の学生84人が受講する。今後は米国に限らず、協力相手の大学
を増やし、充実を図る。
　大学院も博士前期・後期の教育課程を一新し、他の大学にはない
特徴ある大学院に生まれ変わった。特に大学教員コースでは、前・後
期合わせて5年間履修し、学位を取得すれば、本学の教員として採用
される道が開ける。

　2014年度のオープンキャンパスは4月27日（日）の第1回から、9月14日までに計7回開
催し、参加者は累計で12,256人と、新記録であった昨年の同時期をさらに1,546人上
回った。
　特に7月最後の週末となった第4回（7月26日）と第5回（7月27日）は、気温36度（26日）
とうだるような暑さを記録したにもかかわらず、2日間合計で延べ5,250人が来訪。本学に
対する高校生や保護者の高い関心がうかがえた。
　谷本記念講堂とマルチメディアホールを中心に行われたオープニングセレモニーでは、
それぞれの回を通じて、谷本義高学長が英語キャリア学部やこの4月にスタートしたばか
りの英語国際学部など各学部の特徴を説明。「関西外大での経験を通じて、明るい未来
を切り開いてほしい」と呼びかけた。
　ネイティブ教員や日本語教員による体験授業や在校生による留学体験、関西外大独自
の先進的な「留学制度」の説明には来場者の関心も高く、1号館教室棟のエアライン演習
室で行われた本学ＯＧの現役客室乗務員（CA）と触れ合うコーナーでは、制服に身を包
んだ卒業生が、ひっきりなしに訪れる高校生たちの質問に丁寧に答えていた。
　学研都市キャンパスでは、地球規模のコミュニケーション能力をめざし「英語力＋中国
語力」を身に着ける英語国際学部の特色、とりわけ2年次の1学期間全員「英語留学」や、
さらに「英語圏＋中国語圏」へ最大1年間の留学が出来る「フレッシュマン・プロジェクト」
（1年生必修）、実社会に直結した産学連携の問題解決型授業（PBL）などの説明に、来場
した高校生たちは目を輝かせていた。
　なお、第1回と第4回、第5回、第7回については、中宮キャンパスを見学した後、直通連絡
バスで学研都市キャンパスを見学した人も多く、その数は延べ1,700人以上にのぼった。
　オープンキャンパスはこの後、最終の12月20日までに合計9回開かれる予定である。

2014年春　リニューアルした関西外大
～英語国際学部が始動・
KGU×UNTプログラム・新生大学院
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昨年の同時期を1,546人上回り 過去最高を記録
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※１：エントリー受付　９月１日（月）～５日（金）　※２：東京、金沢、名古屋、広島、福岡　※３：試験日自由選択   
※４：７日＝短期大学部、８日＝外国語学部スペイン語学科・英語国際学部、９日＝英語キャリア学部・外国語学部英米語学科   
※５：大学入試センター試験実施日

入試の種類 出願期間 試験日 合格発表

指定校(専願） 

特技【S方式】【A方式】【B方式】【C方式】（専願） 

公募制推薦入試  地方入試あり※2

一般入試  2月8日、9日のみ地方入試あり※2

センター試験利用入試

2カ年留学チャレンジ、社会人、帰国生徒

2014年10月25日（土）

2014年10月25日（土）

2014年10月25日（土）

2015年3月6日（金）

2014年11月22日（土）

2015年2月16日（月）

2015年3月6日（金）

2015年2月16日（月）

2015年3月6日（金）

2014年10月19日（日）

2014年10月19日（日）

2014年10月19日（日）

2015年3月2日（月）

2014年11月15日（土）、16日（日）※3

2015年2月7日（土）～ 9日（月）※4

2015年3月2日（月）

2015年1月17日（土）、18日（日）※5

2015年1月17日（土）、18日（日）※5

2014年9月29日（月）～ 10月3日（金）

2014年9月29日（月）～ 10月3日（金）※1

2014年9月29日（月）～ 10月3日（金）

2015年2月13日（金）～ 2月19日（木）

2014年10月24日（金）～ 11月4日（火）

2015年1月7日（水）～ 1月23日（金）

2015年2月13日（金）～ 2月19日（木）

2015年1月7日（水）～ 1月23日（金）

2015年2月13日（金）～ 2月19日（木）

前期

後期

前期

後期

前期

後期

特
別
入
試

同 窓 会
事務局から

平成26年度関西外国語大学
同窓会奨学金  採用決定者

大　学 22

8

30

短期大学部

所　属

計

採用数

採用者数

30名

2015年度入試日程

　同窓会はお陰様で設立から6年目を迎えました。そして、この1年間は、５年間
に撒いた種が双葉を付け、枝を伸ばすように、あちらこちらで新たな萌芽を感じ
させる年となりました。私が事務局に関わったのは、まだ1年余りですが、この大
切なひとときを皆様と共有でき得たことを光栄に思っています。
　とりわけ印象深かったのは、4つの支部の設立に何れも関わることが出来たこ
と、そして海外初となる上海支部の設立をお手伝い出来たことです。同窓会活
動が損得や地位、名誉などではなく、友情と献身的な活動によって支えられ、出
来上がっていく過程を皆様に学ばせて頂きました。
会報誌第4号では、こうした同窓会の「今」をお伝えすべく、精一杯編集に努めた
つもりですが、時間の制約と様々な業務が同時進行で進む中、果たしてどれだけ
ご満足頂ける情報をお伝えすることができたでしょうか。

（事務局　中内）

同窓会事務局だより

オープンキャンパスに    12,256人累計


