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谷本榮子理事長に旭日中綬章登録されたメールアドレス宛てに同窓会などの最新情報を配信しています。
会員登録済みでメールアドレスが未登録またはアドレスを変更された方は登録内容変更フォーム
よりメールアドレスの登録、登録変更をお願いします。
また住所、氏名などの変更も同窓会のホームページから登録変更をお願いします。

第19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・講演会
終了後、引き続きマルチメディアホールで開催します（12：30～13:10）。小学校、中学校、高校
教員のご参加をお待ちしています。

メールアドレス登録・登録変更のお願い

当日のスケジュール

教職教育センターからのご案内
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関西外国語大学同窓会誌　第7号　2017年10月1日発行

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）　Fax. 072‐805‐2812

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

ホームカミングデーのご案内
平成29年10月28日（土）　11：00～15：30

関西外国語大学　中宮キャンパス
（京阪電車　枚方市駅下車　北口　3番、4番乗り場よりバス約8分）

マルチメディアホール
（正門を入られて左手の建物、図書館学術情報センター内）

11：00～11：30　同窓会総会 （マルチメディアホール）
11：30～12：30　講演会 （マルチメディアホール）

12：40～15：30　懇親会（厚生南館）
●懇親会場では、軽食・お飲物をご用意しています。
●懇親会参加費：お一人2,000円（中学生以下は無料）
●当日、学内は全面禁煙となります。みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

※ホームカミングデーにご参加の方は同封のハガキを返送してください。
　同窓会ホームページからも申込可能です。

毎日新聞社・英文毎日　記者

小田　真　氏
（外国語学部英米語学科　1987年3月卒）　

「英文記者の仕事」（仮題）

講　師

演　題

第四期本部役員/事業報告/KGUトピックス

日　　時

場　　所

受付場所
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谷本榮子理事長に旭日中綬章谷本榮子理事長に旭日中綬章

　2017年春の叙勲で、谷本榮子
理事長・短期大学部学長に旭日
中綬章が授与された。長年にわ
たり本学の発展や私学振興に
貢献し、顕著な功績を挙げたこ
とが評価された。文部科学省関
係の勲章伝達式は5月12日、東
京の国立劇場大劇場であり、谷
本理事長は旭日中綬章の受章
者を代表して松野博一文科相か
ら勲記と勲章を受け取った。

国立劇場で
文科相から伝達

本学の発展、私学振興に功績

2009年には藍綬褒章

　式典は午前11時50分に始まり、谷本理事長ら旭日章、瑞宝章それぞれ
の勲章別受章者の代表8人が壇上に上がった。国歌斉唱に続き、勲章の
伝達に移り、谷本理事長が最初に名前を読み上げられた。受章者代表へ
の伝達の後、松野文科相が祝辞を贈った。伝達式の後、受章者は皇居で
天皇陛下に拝謁した。
　谷本理事長は1965年、元理事長・学長の秘書に就任し大学運営に参
画。関西外大の基礎づくり、54か国・地域の383大学に上る国際交流ネッ
トワーク構築に尽力し、学生数1万3000人規模の大学に発展させた。
　2002年の中宮キャンパス開学、英語キャリア学部の新設、国際言語学
部の英語国際学部への改編を主導した。短期大学部では独自のカリ
キュラム導入や生涯教育の強化に取り組み、日本私立短期大学協会副
会長などを歴任。大阪府労働委員会委員を務めるなど私学経営の実績
を社会に還元することにも努めた。

　谷本理事長は2009年秋の褒章で藍綬褒章を受章しており、重ねての
栄誉に本学では祝賀気分が広がった。
　この時は、大阪府労働委員会委員としての15年余りにわたる労働行
政への貢献が評価された。同年11月には全国労働委員会連絡協議会総
会で勤続15年の永年勤続表彰を受けた。学内にとどまらず、広く社会と
関わる取り組みが高く評価された形となった。
　谷本理事長は、1994年2月、女性として初めて府労委の使用者委員に
就任し、労働争議の調停や不当労働行為救済申し立て事件の解決に尽
力した。また、関西経営者協会総合委員会委員、関西経済連合会の労働
政策委員会委員なども歴任した。

　2018年4月、中宮キャンパスから西約400㍍の約5万平方㍍に御殿山キャンパ
ス・グローバルタウンが誕生する。キャンパスには約700人が共に暮らす生活空
間「Global Commons 結―YUI―」を建設。海外からの留学生と関西外大の学生が
学・食・住を共にする共同生活を通して、異文化理解を深め、国際感覚を身に付け
る。中宮キャンパスとの一体運用を図ることで、国際交流・国際教育の一大拠点
が生まれる。
　新キャンパスには英語国際学部が学研都市キャンパスから移転するほか、中
宮キャンパスの一部の授業（海外からの留学生対象科目を含む）を開講する。
　御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学に伴い、1984年に万代学舎から穂
谷に移転した学研都市キャンパスは2018年3月をもって34年間の歴史に幕を閉
じることになる。

松野文科相から勲記と勲章を受け取る谷本理事長

Café Commons(右)や噴水のあるキャンパスのエントランス

中央に広がる芝生広場。左にはAcademic Commons（教室棟）

低層の教室が建ち並ぶVilla※はこのキャンパスの象徴的エリア
※イタリア語で避暑地の別荘の意味

Learning Commons（図書館）。手前の広場はイベント時のステージに

所在地・面積
1.（枚方合同宿舎跡地）大阪府枚方市御殿山南町 50,285.83㎡
2.（中宮寮跡地）大阪府枚方市中宮北町 6,720.99㎡
（建物）延べ 約50,000㎡

2018年4月開学
御殿山キャンパス・
グローバルタウン誕生！

［特集］
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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 退学者返還金
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 預り金支出
21 支出合計

22 次期繰越金
23 支出の部合計

184,699,407
10,000,000
700,000
67,000

0
40,000

10,807,000
195,506,407
6,500,000
12,000,000

0
4,000,000
3,000,000
2,300,000
100,000
1,000,000
2,000,000
3,000,000
300,000
40,000

34,240,000
161,266,407
195,506,407

184,699,407
8,370,000
1,727,585
83,547

0
-533

10,180,599
194,880,006
5,579,266
10,800,000

0
5,432,836
1,942,460
1,318,324
4,552

653,145
1,263,876
2,429,800
440,303
1,617

29,866,179
165,013,827
194,880,006

0
△1,630,000
1,027,585
16,547

0
△40,533
△626,401
△626,401
△920,734
△1,200,000

0
1,432,836
△1,057,540
△981,676
△95,448
△346,855
△736,124
△570,200
140,303
△38,383

△4,373,821
3,747,420
△626,401

収
入
の
部

支
出
の
部

科　目 予算額 今期決算 増減 備考
(a) (b) (b)-(a)

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

184,699,407
8,370,000
1,727,585
83,547

0
-533

10,180,599
194,880,006
5,579,266
10,800,000
5,432,836
1,942,460
1,318,324
4,552

653,145
1,263,876
2,429,800
440,303

0
1,617

29,866,179
165,013,827
194,880,006

165,013,827
8,500,000
1,800,000
70,000

0
1,100

10,371,100
175,384,927
3,000,000
12,000,000
6,000,000
2,500,000
2,000,000
10,000
700,000
2,000,000
2,600,000
600,000
1,000,000
1,700

32,411,700
142,973,227
175,384,927

△19,685,580
130,000
72,415
△13,547

0
1,633

190,501
△19,495,079
△2,579,266
1,200,000
567,164
557,540
681,676
5,448
46,855
736,124
170,200
159,697
1,000,000

83
2,545,521

△22,040,600
△19,495,079

収
入
の
部

支
出
の
部

科　目 前年度
決算額

今年度
予算額 増減 備考

平成２６年度入学
短大・編入生分

平成27年度入学
短大・編入生分 

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、
70周年記念品等 ホームカミングデー等

支部補助金、
総会補助等

支部補助金、
総会補助等
ホームページ管理
会員データ管理

本部・支部役員
交通費

ホームページ管理
会員データ管理

源泉徴収 源泉徴収

同窓会奨学金 同窓会奨学金等

会報誌制作

会報誌制作

会報誌郵送費等

事務局員給与

パラスポーツ募金等

源泉徴収

本部・支部役員
交通費

会報誌郵送費等

事務局員給与

パラスポーツ募金等

源泉徴収
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関西外国語大学同窓会 平成28年度　収支決算書
自 平成27年10月1日   至 平成28年9月30日

関西外国語大学同窓会 平成29年度　収支予算
自 平成28年10月1日   至 平成29年9月30日（単位 円） （単位 円）

120,000,000
44,961,631
52,196

165,013,827

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
■平成29年度同窓会奨学金採用者数

所属
大学

採用者数
22人

所属
短大

採用者数
8人

合計
30 人

平成28年度ホームカミングデー開催される
　2016年度のホームカミングデーが外
大祭２日目の昨年10月29日、中宮キャン
パスで開かれた。午前11時からマルチメ
ディアホールで同窓会総会があり、卒業
生や家族ら約330人が参加した。総会の
後、外国語学部英米語学科を1997年に卒
業した公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会大
会準備運営第一局パラリンピック統括
部パラリンピック統括課長の仲前信治
さんが「輝く同窓生――国際交流の現場
から――」と題して講演。障がい者ス
ポーツとの関わりやパラリンピックへ
の思いなどを語った。午後からは、厚生
南館食堂で懇親会があり、軽食や飲み物
を囲んで思い出話に花を咲かせた。ま
た、総会に先立って、関西支部の総会が
ICCホールで開かれた。

　同窓会の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　2017年2月の常任幹事会において会長に選出されました藤木英幸で
ございます。
　大任を仰せつかり身が引き締まる思いではございますが、同窓会の
発展のため精一杯職務を遂行していく所存でございますので、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

　２年間、廣本前会長の元で同窓会の副会長をしておりましたが、わが
母校関西外大の発展には目を見張るものばかりでした。
　特に一昨年は関西外大創学70周年の記念の年に盛大に開催された記
念式典に参加できたことは改めて母校の順調な発展を大いに認識した
とともに、関西外大の卒業生として大変誇らしく同窓会としてさらに
外大への貢献をしていきたいと強く思いました。

　まだまだ歴史の浅い同窓会組織でありますので、外大を卒業された
同窓生の皆様への周知活動を続けていくとともに、各支部との良好な
コミュニケーションを図ることで、より一層同窓生の皆様にとって有
意義な同窓会となるように努力していく所存でございます。
　最後に若輩浅学ではございますが、一生懸命同窓会の発展のために
活動してまいりますのでご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

I would like to extend my sincerest greetings 
to all of you in the Alumni Association. My 
name is Hideyuki Fujiki, and I was elected by 
the executive committee in February 2017 to 
serve as Chair, and as such, I hope to carry out 
my utmost duties for the development of the 
Alumni Association.

I served as Vice Chair under former Chair 
Kazushi Hiromoto for the last two years. During 
that time, I was continuously astonished at the 
development of our alma mater. In particular, 
attending Kansai Gaidai’ s 70th anniversary 
ceremony in 2015 led me to recognize the 
remarkably steady progress the university has 
made, and gave me the motivation to further 
contribute as a proud alumnus myself.

As an organization, our history is still short. As 
such, we will continue our activity in promoting 
its very existence to our alumni, and through 
communication with our branches, we aim to 
become a much more meaningful Alumni 
Association for all of you.

As we further proceed in the development of 
the Alumni Association, I take this opportunity 
to ask for your continued support and 
encouragement.

関西外大同窓会
会　長　藤木　英幸
Hideyuki  Fujiki
Chair,
Kansai Gaidai University
Alumni Association

Message from the Chair
会長　あいさつ

名誉会 長

名誉副会長

会　　　長

副　会　長

副　会　長

副　会　長

副　会　長

幹　事　長

会 計 監 査

会 計 監 査

谷 本 　 榮 子

谷 本 　 義 高   

藤 木 　 英 幸

宗 吉 　 勝 正

有 本 　 昌 剛  

阿 江 九 美 子

前 田 　 英 樹 　

遠 藤 　 幸 治  

稲 増 　 　 哲

稲 本 　 敏 之

学校法人関西外国語大学　理事長

関西外国語大学　学長　

外国語学部（Foreign Studies）

関西外国語大学短期大学部（Kansai Gaidai College）

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）

外国語大学（Foreign Studies）

外国語学部（Foreign Studies）

1983年

1971年

1981年

1995年

1992年

1979年

1986年

1993年

Honorary Chair

Honorary Vice Chair

Chair

Vice Chair

Vice Chair

Vice Chair

Vice Chair

Secretary General

Auditor

Auditor

Eiko Tanimoto

Yoshitaka Tanimoto

Hideyuki Fujiki　

Katsumasa Muneyoshi

Masatake Arimoto

Kumiko Ae　

Hideki Maeda

Yukiharu Endo

Satoshi  Inamasu

Toshiyuki Inamoto　

■第四期同窓会本部役員
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Shining Alumni   輝く同窓生

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/people/
　同窓会ホームページに同窓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をご紹介します。（順不同）
　是非、ホームページにてご覧ください。
※所属および役職は掲載時のものですので異動などで変更となられている場合があります。

第12条

（削除）

第6章　補則
第20条

 2

役員の任期は、任期満了に伴う選出のあった年の 10 月1日か
ら2年間とする。ただし、再選を妨げない。
（略）

この規約の改廃は常任幹事会において行い、その議決は出席
者の三分の二以上の同意により行う。
この規約の改廃の内容は、通常総会に報告しなければならな
い。

第7章　補則
第21条

 2

この規約の改廃は常任幹事会において行い、その議決は出席
者の三分の二以上の同意により行う。
この規約の改廃の内容は、通常総会に報告しなければならな
い。

第6章　顧問
第20条 本会に顧問をおくことができる。
 2 顧問は本会における役員経験者、功労者の中から、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。
 3 顧問は、本会の業務の運営に関する事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べ、または助言を行う。
 4 顧問の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

第12条 役員の任期は、任期満了に伴う選出のあった年の ４ 月1日か
ら2年間とする。ただし、再選を妨げない。
（略）

役員任期の起点を会計年度の
起点および同窓会総会開催日
と整合性をもたせるための改正。

顧問職は有名無実化しているた
め、実態に即して削除。

第6章を削除することによる章番
号、条番号の繰り上げ。

改　　　正 現　　　行 改 正 理 由

第21条 この規約の執行に関する細則は、常任幹事会で定めることがで
きる。

　附則
設立準備委員
　　　谷本　榮子　　　　　　　清水　正廣
　　　山本　甫　　　　　　　　安岡　重人
　　　宮田　弘　　　　　　　　新庄　哲三
　　　石田　一雄　　　　　　　小野　研一
　　　　　　　　　　　　　　　岩谷　誠
　附則
この規約は、平成21年11月22日より施行する。（平成21年11月22日制定）
　附則
この規約は、平成24年11月3日より施行する。（平成24年11月3日改定）
　附則
この規約は、平成25年4月19日より施行する。（平成25年4月19日改定）
　附則
この規約は、平成26年2月14日より施行する。（平成26年2月14日改定）
　附則
この規約は、平成26年6月21日より施行する。（平成26年6月21日改定）
　附則
この規約は、平成26年10月24日より施行する。（平成26年10月24日改定）
　附則
この規約は、平成27年2月17日より施行する。（平成27年2月17日改定）
　附則
この規約は、平成27年4月13日より施行する。（平成27年4月13日改定）
　附則
１　この規約は、平成29年4月26日より施行する。（平成29年4月26日改定）
２　この規約の施行の際現に第7条第3号から第6号までに掲げる役員
に就任している者の任期は、平成31年9月30日までとする。

　附則
１. 設立準備委員
　　　谷本　榮子　　　　　　　清水　正廣
　　　山本　甫　　　　　　　　安岡　重人
　　　宮田　弘　　　　　　　　新庄　哲三
　　　石田　一雄　　　　　　　小野　研一
　　　　　　　　　　　　　　　岩谷　誠
２. この規約は、平成21年11月22日より施行する。（平成21年11月22日制定）
３. この規約は、平成24年11月3日より施行する。（平成24年11月3日改定）
４. この規約は、平成25年4月19日より施行する。（平成25年4月19日改定）
５. この規約は、平成26年2月14日より施行する。（平成26年2月14日改定）
６. この規約は、平成26年6月21日より施行する。（平成26年6月21日改定）
７. この規約は、平成26年10月24日より施行する。（平成26年10月24日改定）
８. この規約は、平成27年2月17日より施行する。（平成27年2月17日改定）
９. この規約は、平成27年4月13日より施行する。（平成27年4月13日改定）

第22条 この規約の執行に関する細則は、常任幹事会で定めることが
できる。

附則の体裁を整えるために改
正。

第12条第1項の改定に伴う経
過措置を定める規定。

■関西外国語大学同窓会規約改正 平成29年4月26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。
同窓会規約は、同窓会ホームページでご覧になれます。

平成28年度同窓会第三期事業報告
1同窓会組織の充実について　国内3支部  海外2支部が活発に活動中

2情報発信の強化について
ホームページ、Facebookを通じて情報充足

3現役生への支援活動の多様化
キャリセンター主催
エグゼクティブセミナー
2016年7月7日（木）
株式会社ウィファブリック（WEFABRIK）
代表取締役社長　福屋　剛さん
（外国語学部スペイン語学科　2004年卒）

4母校との連携強化
創立70周年を記念し、
時計塔を寄贈

第1回関西外大卒業生Reunion（関西支部主催） 2016年5月７日

マレーシア支部　現役留学生との懇親会　2016年5月21日

第6回関東地区同窓会　2016年11月27日

第2回中部地区総会・懇親会（中部支部主催）2016年5月15日

国内支部

上海支部　第3回支部総会　2016年11月20日

海外支部

在学生対象のOB・OGによる講演会在学生対象のOB・OGによる講演会

2016年6月8日（水）
「グローバル時代における
 海外留学
 ～留学時における安全管理～」
（講演時）外務省領事局海外邦人安全課
　　　　外務事務官
（現　在）在マリ日本国大使館  三等書記官

都築　和仁さん
（国際言語学部国際言語コミュニケーション学科
 2010年3月卒）

2016年9月21日（水）
「Life is Change 
 Growth is Optional   
 人生は変化、成長は選択」
株式会社ライフイノベーション

阿江　九美子さん
（大学院博士前期課程1995年3月修了）
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同窓会支部だより Kansai Gaidai University Alumni Association

第7回関東地区同窓会
日時：2017年 12月 3日（日）12：00～15：00
場所：ホテル椿山荘東京　タワー8階「コスモス」
会費：5,000円

＜参加申込＞
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。

関西支部総会を開催予定
（ホームカミングデー当日）
日　　時：2017年 10月 28日（土）
開催時間：10:00 ～ 10：30
開催会場：中宮キャンパス
ご案内は関西支部Facebook、同窓会ホームページで
お知らせいたします。

2018年 5月ごろ

第３回 関西外大卒業生 Reunion
を開催予定
時間・場所は未定  新たな企画を検討中！お楽しみに！
詳細は決まり次第、関西支部 Facebook、
同窓会ホームページでお知らせいたします。

New Year Party 2018
2018年 1月開催予定
詳細は決まり次第、中部支部 Facebook、
同窓会ホームページなどでお知らせします。

第５回ゴルフコンペ
2018年 4月頃開催予定
詳細は決まり次第、中部支部 Facebook、
同窓会ホームページなどでお知らせします。

上海支部

関東支部 関西支部 中部支部

支部総会、第5回目の同窓会の日程に関しては
現在未定。 支部総会、懇親会の時期、場所は未定。マレーシア支部

関東支部
　関東支部では、大学時代の懐かしいご友人との再会や新たな出会
いを通じて交流の輪を広げていただくことを目的として、「関東地区
同窓会」（関東支部総会・懇親会）のほか、各種イベントを開催してい
ます。
　今年、初めての試みとして、誰でも気軽に参加できるアットホームな雰
囲気の「Spring Festival 2017」を開催し、大いに盛り上がりました。
　今年夏には、新たに関東に引っ越して来られた方々をお迎えする「関
東Welcome Party」を兼ねて、ご家族、お子様とご一緒に参加いただけ
る「Summer Festival 2017」を都内ビアガーデンで開催し、真夏の夜
空の下、バーベキューを楽しんでいただきました。
　また、関東における母校のブランドイメージ向上や現役学生のキャリ
ア支援の実現に向けた議論、検討も重ねています。
　関東支部主催のイベントに参加されたことがない方、就職、転勤、結
婚等で関東に引っ越して来られた方、そして現役学生の方、是非一度、
お気軽に関東支部のドアをノックしてみませんか！？

第6回関東地区同窓会  2016.11.27

第2回  関西外大卒業生 Reunion  2017.5.21

「Spring Festival 2017」2017.2.25

■関東支部主催イベント情報

■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

kansaigaidai-dousou.jp/shibu/kanto　　　　　
facebook.com/kansigaidaialumnikanto
twitter.com/KGUAA_KANTO
instagram.com/kgu_dosokai_kanto

Webサイト
Facebook
Twitter
Instagram

関西支部 昨年に引き続き「第２回 関西外大卒業生 Reunion」を開催しました

　201７年5月21日にヒルトンホテル大阪にて「第2回 関西外大卒
業生 Reunion（関西支部主催）」を開催し、幅広い世代、地域、業界
の方々約120名の卒業生にお集りいただきました。当日は卒業生同
士が懐かしい旧友との交流を深めたことはもちろん、理事長先生も

ご来賓としてご参加くださり、昨年
同様の盛り上がりをみせました。
　懐かしのオープニング映像に始ま
り、少林寺拳法部・フラメンコ部の
現役学生のデモンストレーション、そ
して来年度オープンの新キャンパス
「御殿山キャンパス・グローバルタウ

ン」の映像解説と、まさに関西外大の「過去」「現在」「未来」を皆さん
に楽しんでいただけたかと思います。
　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参ります。
　来年も「第３回 関西外大卒業生 Reunion」開催を予定しておりま
す。関西在住の方のみならず、全国、全世界からのご参加をお待ちし
ております。

上海支部
　昨年ALUMNI６号で“同窓生の帰任ラッシュ”を報告しま
した。残念ですが、その後も日本への帰任や他地域へ異動
する会員が続き、現在準会員含め上海支部登録会員数は
23名です。ゴルフ同好会も主力メンバーが抜けてしまい、
開催が難しくなっています。今年初めから上海で発行され
ているフリーペーパー２誌に、毎週同窓会会員募集を掲載
しています。4月からこの原稿を書いている7月まで、3名の
方の入会申し込みがありました。会員数は減りましたが、
2ヶ月に1度の「オフ会」は定期的に開催しています。5月に
は、初めて総会とは別の日に、同窓会を開催しました。帰任
された会員の方や、準会員の方が出張や私用で上海に来ら
れた際、有志で集まり「ミニオフ会」も行っています。新しい
会員の方を増やし、10月からは5年目を迎える上海支部を
盛り立てていきたいと考えています。上海支部発展のため
に、同窓生のご支援何卒よろしくお願いいたします。

「オフ会」は定期的に行っています 2017年5月第4回目の同窓会を行いました

マレーシア支部
　マレーシア支部は、2015年10月7日に設立して、2年目を迎えており
ます。この間、マレーシア在住の卒業生同士の交流はもちろん、現役学
生の皆様のマレーシアへの留学プログラムにあわせて、現地で交流会
を開かせていただくなど、世代を超えた出会いの場を共有させていただ
き、大変有意義な活動をスタートさせていただきました。
　ただ、昨今の不安定な世界情勢のなか、関西外大のマレーシアへの
研修・留学が一時的に中断されている実情があることは大変残念に思
います。状況が改善し、安心・安全に海外への渡航や海外生活が送れる
ようになることを切に願うばかりです。関西外大のマレーシア留学も、
早期に再開されることを願っております。
　マレーシア支部は、今年、新しいメンバーが加わり、現在、登録人数は
9名です。不定期ではありますが、会食などを通じて、親睦を深めていま
す。　少ない人数とは言え、各自、多忙であったり、マレーシア国内での
居住地が離れていたり、と、全員が一堂に会する機会がなかなかなく、同
窓会支部としての積極的な活動ができていない面があることは、反省点

です。しかし、そこは、やはり、同窓の仲間、世代は違っても、海外の地で
生き抜いてきている仲間同士、絆は強く、交流を絶やすことなく、これか
らも支部としての基盤を強いものにしていきたいと士気を高めています。

交流会写真

中部支部 支部総会・同窓会案内

　中部支部同窓会は、支部設立から今年で４年目に入り、今年７月
には第３回目の総会・懇親会を名古屋栄東急REIホテルにて開催し
ました。今回は大学からチアリーダー部に協力してもらい、素晴らし
い演技を披露していただくなど、例年以上に盛大な会となりました。
　中部支部では、総会・懇親会を含め、年４回ほどの活動・イベント

を行っており、今年１月には中
部国際空港内のレストランに
て「New Year Party 2017」
を開催しました。空港見学など
のイベントを企画し、現役学生
との交流・サポートも行いまし
た。その他、年２回開催のゴル
フコンペなど、楽しい企画が
盛りだくさんです。
　それぞれの参加者は初対面

でも同窓生というだけで直ぐに打ち解け、大学時代の共通の話題に
花を咲かせたり、楽しく有意義な時間を過ごしたりできます。また今
秋以降も各種イベントを計画していますので、ご参加ください。中部
地区以外の同窓の方々も大歓迎です。中部支部で関西外大同窓生
の輪をさらに広げてみませんか！

[New Year Party 2017] 2017.1.28
イタリアントマトカフェ・スペリオーレ
中部国際空港店

[第3回ゴルフコンペ] 
2017.4.23
三鈴カントリー倶楽部（鈴鹿市）

[2017年中部支部総会・懇親会]
2017.7.9
名古屋栄東急REIホテル
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ＫＧＵトピックス
　第34回全日本大学女子駅伝対校選手権大会が昨年10月
30日、仙台市で行われ、3年連続3回目出場の本学女子駅伝
部は2時間8分53秒で13位だった。前年と同順位で、タイム
は前年より1分30秒縮め、チームの大会ベストだった。
　レースは仙台市陸上競技場をスタート、市役所前市民広
場をフィニッシュとする6区間38㌔で行われ、シード校・地
区代表校25校とオープン参加の東北学連選抜の計26チー
ムが出場。
　本学女子駅伝部は1区の竹山楓菜選手が12位で発進。2区
の田中愛里選手と3区の床呂沙紀主将がいずれも区間7位
の力走を見せ、順位を1つずつ上げて前半で10位につけた。
　後半は、4区の中島みなみ選手が区間15位、5区の渡部貴
江選手が同14位、アンカーの冨士原きらり選手が同18位で
力走したが、順位を上げられなかった。
　本学からは、職員、チアリーダー部、吹奏楽部、留学生計
30人が現地入りして応援した。また、選手の父母らがコー
ス沿道で「関西外大」ののぼりを掲げて声援を送った。

　2016年度学長賞は、マラソン3大会で優勝した女子駅伝
部の国際言語学部4年床呂沙紀さん、高円宮杯第50回全日
本スペイン語コンクールでスペイン大使賞に輝いた外国
語学部スペイン語学科4年松尾梨央さん、関西学生ソフト
テニス秋季リーグ戦で優勝した男子ソフトテニス部の受
賞が決まり、2月1日、中宮キャンパスで授与式が行われた。
それぞれに表彰状と副賞の図書カードが贈られた。

　本学は昨年11月23日、卒業生でリオデジャネイロ・オリ
ンピックのシンクロナイズドスイミングで銅メダルを獲
得した丸茂圭衣さん（2014年外国語学部英米語学科卒）と

スタートする1区の竹山楓菜選手（後方のゼッケン20）

学位記を手に喜ぶ国際言語学部最後の卒業生たち 今年の航空会社の企業説明会にも多くの学生が詰めかけた

全日本大学女子駅伝
女子駅伝部13位

学長賞に

2016年度学位記授与式

客室乗務員（ＣＡ）の採用数
過去最高の103人

リオ活躍
丸茂さん（シンクロ）、北浦さん（車いす陸上）理事長賞

パラリンピックの車いす陸上400㍍などで入賞した北浦春
香さん（同）に理事長賞を贈った。同日、本学を訪れた丸茂
さんと北浦さんに谷本榮子理事長が賞状を授与、谷本義高
大学学長が記念品を手渡した。
　理事長は「よく頑張りましたね」とねぎらいのことばを
かけ、学長は「輝かしい成績を残されて、こんな名誉なこと
はありません」とたたえた。
　アスリート枠で現在の所属会社に入社した丸茂さんは「月
の大半は合宿で、水の中に12時間ほどいます。泳いでいるか、
寝るか、食べるかです」と練習に明け暮れる生活ぶりを紹介。
一般社員として企業に就職した北浦さんは「練習時間を確保
するのが難しかったが、仕事をしているからこそ練習にメリ
ハリがついた面もあります」と話した。当面の目標について、
丸茂さんは世界水泳、北浦さんは世界選手権を挙げた。

　2016年度の大学院、大学、短期大学部の学位記授与式が3
月11日、中宮キャンパスの谷本記念講堂で行われ、総勢
3,439人が巣立った。今年度は英語キャリア学科小学校教員
コース第一期生の卒業と、英語国際学部に移行した学研都
市の国際言語学部では最後の卒業生を送り出した。

2017年度入学式
　大学院、大学、短期大学部の2017年度入学式が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、3,961
人が関西外大生の仲間入りをした。
　新入生の内訳は、大学院博士前期課程12人、同後期課程3
人、英語キャリア学部161人（英語キャリア学科128人、同学
科小学校教員コース33人）、外国語学部1,544人（英米語学科
1,257人、スペイン語学科287人）、英語国際学部790人、3年次
編入学483人（外国語学部英米語学科349人、同スペイン語
学科31人、英語国際学部103人）、短期大学部968人。

吹奏楽部40周年
のサマーコンサート2017
　吹奏楽部のサマーコンサートが7月８日、中宮キャンパ
スの谷本記念講堂で開かれた。吹奏楽部は今年で創部から
ちょうど40年。同コンサートも、すっかり市民に親しまれ
る七夕のころの年中行事として定着し、この日も約500人
が鑑賞した。
　今年のテーマはディズニー音楽の名曲「WE GO ON」が
テーマ。一丸となって、新たなチャレンジに挑む気持ちを
表した。１部のシンフォニック・ステージは、吹奏楽部と同
じく今年40周年を迎えた映画「スター・ウオーズ」のメーン
テーマで幕を開けた。

マラソンの床呂さん、スペイン語の松尾さん、
男子ソフトテニス部

  続いて、今年度の日本吹奏楽コンクール課題曲などが続
き、１部のトリはやはり映画の「美女と野獣」から印象的な
4曲をメドレーで披露した。
　２部は躍動感あふれるマーチング・ステージ。迫力のド
ラムショーやカラーガードの鮮やかな演技に、観客は息を
のんで見入っていた。最後は、アンコールを求めて鳴り止
まない拍手が会場を満たしていた。

　国内外の航空各社に客室乗務員（ＣＡ）として採用され
た学生数が、2017年3月卒業生では過去最高の103人を記録
したことが、キャリアセンターの5月1日までの集計でわ
かった。
　「大学ランキング」（朝日新聞出版）の集計でも本学のＣ
Ａ採用数は統計スタート以来、全国の大学の中でトップの
座を守っており、さらに採用への勢いが高まっている。
　内訳は学部生102人、短期大学部生1人。また、総合職、グ
ランドスタッフ（ＧＳ）など地上職の採用は113人を数え、
航空管制官にも1人が採用された。
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