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御殿山キャンパス・
グローバルタウン開学!!
第四期事業計画/輝く同窓生/支部だより

登録されたメールアドレス宛てに同窓会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変更をされた方は
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。

第20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（12：35～13：15）。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

Alumni
関西外国語大学同窓会誌

関西外国語大学同窓会誌　第8号　2018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. 072-805-0140　Fax. 072-805-2812

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

ホームカミングデーのご案内
2018年10月27日（土）　11：00～14：30

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）

12：35～14：30　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、御殿山キャンパス見学のため、両キャンパス間シャトルバス（所要時間約10分）を運行します。

※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。
　同窓会のホームページからも申込可能です。

※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。

空手道場主

林　謙二　氏
（外国語学部スペイン語学科　1974年3月卒）　

「45年前に海を渡った男」

講　師

演　題

日　　時

場　　所

受付場所

PROFILE
本学5期生。本学卒業後、単身スペインに渡る。数々の苦労を重ねた末、1977
年独自の空手道場兼スポーツジムを設立。道場経営の傍ら、現地へ進出の日
系企業に勤務。2015年ご長男とともに和風レストラン「日本」を開店。昨年
11月バルセロナオスピタレット市より永年の空手道を通じた青少年育成
に寄与した功績が認められ特別功労賞を受章。さらに同年12月富士道場設
立40周年を記念し、多数の弟子たちによるサプライズパーティが開催され
る。いまも現役の空手道家であり、第二のレストランの開店も計画中。
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関西外国語大学御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学記念「街開きセレモニー」が、
満開の桜が晴天に映える３月29日、同キャンパス（大阪府枚方市御殿山南町）の正門近くで行われました。

御殿山キャンパス・グローバルタウンが開学

　街開き式では冒
頭、谷本義高学長が
挨拶。「新キャンパス
の一番の特徴は、
キャンパスを、街、タ
ウンにしたことで
す。学生がいきいき
として自発的に大学
に来たくなるキャン
パスを構想しまし
た。国際都市を造り、
その中でグローバル
人材を育成します。

地球の縮図、世界の縮図、これがグローバル・タウンの名の
由来です」と新キャンパスの意義を説明しました。
　同キャンパスは、本館などのある中宮キャンパスの西約

４百メートルに近接、両キャンパスの融合で先進的な国際
教育、国際交流を実現させます。
　谷本学長に続いて、同キャンパス内で世界各国からの留
学生と本学学生が学・食・住を共にする生活空間「Global 
Commons 結‐YUI‐」に住む米国からの留学生、ケイレブ・
マーサー君が決意表明を行いました。「結」については、「外
大生と一緒に暮らし、学生同士がより活発に交流できる場
です」と説明。新キャンパスは、「とても便利で、教室もある
し、住居は個室なので、一人で勉強したいとき、グループで
学びたいとき、容易に場所を選ぶことができます」と話し
ました。
　メッセージの後は、谷本学長や主な教授、留学生、本学学
生が参加して、新キャンパスで人と人、国と国を結びつけ
る象徴として、国旗と国旗を結んで、胸の高さに掲げる「フ
ラッグリンキングセレモニー」で、新キャンパスの開学を
宣言しました。

　御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学を記念する
式典が6月9日、新キャンパスの谷本ホールで開かれ海外協
定校19大学の学長ら来賓と教職員約700名が出席しました。
　前日の6月8日には協定校を対象としたセレモニーなどプ
レイベントも開催されました。
　御殿山キャンパス・グローバルタウン開学記念式典の冒
頭、あいさつに立った谷本義高学長はスクリーンを使いな
がら、新キャンパスの特徴を詳細に紹介しました。
　その中で、「学校ではない学校をつくる」ことを理念とし、
「キャンパスを５つの顔をもつ『街』にした」「キャンパス内
に国際的な街をつくり、その中でグローバル人材を育成し
ようとするもので、日本国内でオンリーワンのキャンパス

御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学にあたり
挨拶をする谷本義高学長

あいさつを述べる谷本学長（左）とロドリゲス学長

新しいパフォーマンス、サンドアートが披露されました 開学記念式典には世界各地から、さまざまな業界から、多彩な来賓が出席しました

結びつけた国旗を胸に掲げるフラッグリンキングセレモニー

全景

芝生広場を取り囲むVILLA（低層教室群）

ＬＥＡＲＮＩＮＧ　ＣＯＭＭＯＮＳ（図書館学術情報センター）

カフェテリアとGLOBAL COMMONS 結-YUI-（学生寮）

御殿山キャンパス・グローバルタウン
開学記念式典　多彩な来賓を招いて開催

と自負している」などとして、新しいタイプのキャンパスを
前面に押し出してＰＲしました。
　式典に出席した６カ国19大学の海外協定校を代表して、
米ニューヨーク州立大学オルバニー校のハビダン・ロドリ
ゲス学長が祝辞を述べ、「未来を見据えながら、共通の価値
観と目標に向かって、ともに取り組んで参りましょう」と呼
びかけました。
　同窓会の藤木英幸会長から記念品のホールクロックの目
録が谷本榮子理事長に手渡された後、混声合唱団ラベリテ
の男女部員17人が米国のポピュラーソング「カントリー・
ロード」をうたい、息の合ったハーモニーを響かせました。
　この後、サンドアートパフォーマンスが披露され、富嶽三
十六景など日本らしい素材の砂絵が描かれるたびに拍手が
起きました。　式典に続き、祝賀会がカフェテリア２で行わ
れ、谷本理事長が「新キャンパスは、約10年前に策定した中
長期プランの中でも私たちの思いを最大限込めた大きなプ
ロジェクト」と位置づけ、約２年間建設工事に携わってきた
関係者の労をねぎらいました。
　本学留学生別科ＯＢで名誉博士のロバート・ノディンＡ
ＩＧジャパン・ホールディングス代表取締役兼最高経営責
任者が乾杯のあいさつを行いました。祝賀会の後、参加者は
新キャンパスを見学しました。
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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 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

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

165,013,827
9,730,000
1,713,185
71,453

0
34,615

11,549,253
176,563,080
2,357,264
10,800,000
4,164,890
1,621,555
1,676,110

923
618,190
1,415,154
2,390,050
252,881

0
34,425

25,331,442
151,231,638
176,563,080

0
1,230,000
△ 86,815
1,453
0

33,515
1,178,153
1,178,153
△ 642,736
△ 1,200,000
△ 1,835,110
△ 878,445
△ 323,890
△ 9,077
△ 81,810
△ 584,846
△ 209,950
△ 347,119
△ 1,000,000

32,725
△ 7,080,258
8,258,411
1,178,153

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

165,013,827
9,730,000
1,713,185
71,453

0
34,615

11,549,253
176,563,080
2,357,264
10,800,000
4,164,890
1,621,555
1,676,110

923
618,190
1,415,154
2,390,050
252,881

0
34,425

25,331,442
151,231,638
176,563,080

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

△ 13,782,189
21,270,000
△ 13,185
△ 1,453

0
△ 4,615

21,250,747
7,468,558
9,642,736
200,000
335,110
78,445
123,890
9,077
1,810

384,846
9,950
47,119

1,000,000
△ 4,425

11,828,558
△ 4,360,000
7,468,558

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27年入学・
短大・編入生分

平成26年度入学大学
平成28年度入学　短大、大学編入生分

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

支部補助金、
総会補助等

パラスポーツ募金、
事務用品、消耗品等

支部補助金、
総会補助等

ホームカミングデー懇親会、課外活動支援、
叙勲祝い、新キャンパス開学記念品

ホームページ管理
会員データ管理

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 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

源泉徴収

事務局員通勤費等

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

4

関西外国語大学同窓会 平成29年度　収支決算書
自 平成28年10月1日   至 平成29年9月30日

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

120,000,000
31,156,903
74,735

151,231,638

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30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

2017年度ホームカミングデー開催される
　同窓生の皆様方には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、私達の母校、関西外大は開学70周年、また大学創立50周年という大きな節目を
過ぎ、昨年は谷本榮子理事長先生の旭日中綬章の受章、また今年は御殿山キャンパス・
グローバルタウンの開学とおめでたいことが続いております。
　少子高齢化のため、たくさんの大学においてその存在が危ぶまれる状況にある中、私
達が学んだ関西外大はこの厳しい環境を勝ち抜き、目覚ましい発展を遂げております。
これもひとえに、谷本榮子理事長先生、谷本義高学長先生をはじめ教職員の皆様の弛ま
ぬ努力の積み重ねがあったからこそで、この不断の努力が今日の関西外大の発展の源
であると確信しております。
　このような著しい成長を遂げている母校は、我々同窓生一同の誇りでありますが、今
日の関西外大の素晴らしい姿を一人でも多くの同窓生の皆様にお知らせすることが、
同窓会の大きな使命の一つであると思っております。
　同窓会の歴史は浅く、同窓会の会員登録数はまだまだ少ない状況にありますが、私を
はじめ同窓会活動を支えているスタッフはボランティア精神のもと、一人でも多くの
同窓生の皆様に現在の関西外大を知っていただくとともに、同窓生相互の連帯および
親睦並びに現役学生の支援を図るお手伝いをさせていただきたいと思っております。
　そして私達、関西外大の同窓会が、母校に何らかの形で貢献をすることで、関西外大
がさらに発展・充実していくことを願っております。
　同窓生の皆様におかれましては、私達の母校である関西外大に興味を寄せていただ
き、同窓会活動にも積極的にご参加いただけるよう切にお願い申し上げます。
　末筆ではございますが、同窓生の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

I would like to extend my sincerest greetings to all fellow alumni. 
As you may know, Kansai Gaidai has experienced a very celebratory time just hitting its 70th 
Anniversary of foundation, 50th Anniversary of university foundation, President of the Board of 
Trustees, Dr. Eiko Tanimoto’ s awarding of the Order of the Rising Sun (Gold Rays with Neck Ribbon), 
and the opening of the new Gotenyama Campus Global Town.
Due to a declining birthrate and an aging population, many universities are struggling to maintain their 
very own existence. Kansai Gaidai, however, has surpassed this harsh environment and is making 
remarkable progress. I am convinced that this is the result of the continued efforts of President of the 
Board of Trustees, Dr. Eiko Tanimoto, President of the University, Dr. Yoshitaka Tanimoto, and all 
faculty members.
While the remarkable growth and success of our alma mater is a large source of pride for us, it is our 
mission, as the Alumni Association, to keep all alumni informed on the goings-on of the university at 
any given time. 
The history of the Alumni Association is still short, and as such, the number of registered members is 
still smaller than we would like it to be. Voluntary staff members including myself shall strive to 
continually promote to our fellow alumni how the university stands today, and to enhance mutual 
solidarity and friendships, as well as offer support for current students.
I hope our contributions, as alumni, lead to the continued growth and enrichment of Kansai Gaidai. As 
such, I ask for your continued interest and participation in Alumni Association events and activities. I 
wish you all good health and prosperity.

関西外国語大学同窓会
会　長　藤木　英幸
Hideyuki  Fujiki
Chair,
Kansai Gaidai University
Alumni Association
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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
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 　
松 田 　 裕 子
遠 藤 　 幸 治  
稲 増 　 　 哲
稲 本 　 敏 之

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）

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

1971年

1981年

1995年

1992年

1986年

1979年

1986年

1993年

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　
Katsumasa Muneyoshi
Masatake Arimoto
Kumiko Ae　
Hideki Maeda
Yuko Matsuda
Yukiharu Endo
Satoshi  Inamasu
Toshiyuki Inamoto　

■第四期同窓会本部役員（2018年4月1日現在）

会長　あいさつ

　2017年度のホームカミングデーが外大祭2日目の10月28
日、中宮キャンパスで開かれました。午前11時から同窓会
総会がマルチメディアホールであり、卒業生ら約200人が
参加しました。総会には、関東、中部、関西各支部の役員ら
も出席して学歌斉唱で始まり、海外出張中の谷本榮子理事
長（同窓会名誉会長）のあいさつを宗吉勝正副会長が代読。
藤木英幸氏が会長に就任した同窓会の新体制発足に祝意
を伝え、御殿山キャンパス・グローバルタウンの開学を機
に、「中宮、御殿山キャンパスの一体化を推進し、グローバ
ル人材の育成など、大学力の一層の強化を図っていきま

す」と決意を述べました。　
　藤木会長が「在学生への奨学金給付やクラブ活動支援を
強化し、卒業生が同窓会会員として活躍することを期待し
たい」とあいさつをしました。総会に続き、1987年に外国語
学部英米語学科を卒業した毎日新聞・英文毎日記者の小田
真さんが講演と西村孝彦英語国際学部教授との対談を行
いました。この後、OB・OGの教員の集いも開かれました。
午後からは、厚生南館食堂で懇親会があり、食事をしなが
ら往事をしのんだり、旧交をあたためたりしました。総会
に先立ち、関西支部総会が7号館で開かれました。



「輝く同窓生」URL

5 6

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/people/
　同窓会ホームページに同窓会員の皆様の活躍のご様子を
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
ただきましたみなさまをご紹介します。（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。

　イベロアメリカ研究センター主催の公開対談「ジャーナ
リズムの世界に生きる」が６月12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、92人の参加者が報
道現場の話を聞きました。  

同窓会第四期事業計画
（2017年10月～2019年9月）
　前期事業では、関西外大同窓会の確立期への着実な移行を目指して、既
存組織・活動の基盤整備に注力し成果を得ました。同窓会設立10周年を直
前に控えた第四期事業においては、10周年の区切りとなる新たなステー
ジに向けて柔軟性、創造性をもった斬新な施策を行い、会員相互の連帯の
強化・親睦の深化および現役生への支援活動を更に実効あるものにし、こ
れらを通じて母校の発展・充実に寄与します。

1. 同窓会組織の充実
（1）同窓会への登録推進
（2）支部設立の支援
（3）ホームカミングデーへの参加推進
（4）同窓生の連帯強化策の深耕
（5）支部活動充実のための支援

2. 情報発信の強化
（1）情報発信機能（会報誌Alumni・ホームページ・Facebook）の
　　有効活用
（2）ホームページアクセス数・Facebookのフォロワー数の増加

3. 現役生への支援活動の多様化
（1）クラブ活動への支援
（2）就職支援活動の多様化

4. 母校との連携強化
（1）御殿山キャンパス・グローバルタウン開学記念事業への支援
（2）母校の関係部署との連携を強化し母校の発展・充実寄与に
　　最大限の効果をもたらす

1

　奨励金制度は、同窓会が母校における全人
教育を側面からサポートするために、課外活
動等を行う団体・個人に対して支援を行い、
スポーツおよび学術、文化、芸術活動の健全
な発展を促進することを目的とします。実施
要項は以下のとおりです。

　スポーツ、学術、文化、芸術分野で競技
会・大会等（平成30年4月1日以降開催）に
おいて、次の応募資格（実績）を充足してい
る団体・個人を対象とします。

応募資格（実績）・奨励金額

2
（1）本学の在学生（休学者を除く）を対象

とします。
（2）原則、本学の体育会、文化会、独立2団

体に所属する公認クラブにおける活動
を対象としますが、公認クラブに在籍し
ていない学生についても応募を認めま
す。

支給対象者

3
　次の2点を総合的に判断して、支援の可
否を決定します。
（1）競技成績・活動実績
※実績評価にあたっては、実績のほか、各
分野の特殊性、競技人口、大会規模な
ども考慮に入れます。

（2）申請書の記載内容（課外活動等に対す
る取り組みなどをを評価）

選考基準

4
　応募資格（実績）を充足した後、原則2
か月以内に同窓会所定の申請書および必
要書類を同窓会に提出。

応募期間

5
2018年4月1日
施行日

課外活動等
支援奨励金制度
を新設

全国規模の
競技会・大会等
（ベスト8以上）

応募資格
（実績）

団体
奨励
金額

個人

世界規模の
競技会・大会等

出　場 ベスト8
以上

10万円 15万円 20万円

5万円 7万円 10万円

Shining Alumni Shining Alumni 輝く同窓生

　いずれも外国語学部スペイン語学科出身の、毎
日新聞社大阪本社社会部阪神支局の記者、生野由
佳（おぶの・ゆか）氏と、愛媛新聞社整理部の記者、
小田良輔（おだ・りょうすけ）氏が対談しました。
　コーディネーターは、ＮＨＫ映像取材記者の
キャリアを持つ魚住真司・外国語学部准教授で、司
会を同学部の山森靖人准教授が務めました。
　公開対談は、記者２人の経歴の紹介で始まり、志
望をかなえるために学生時代から行った努力や記
者職の日常生活などを交互に話しました。
　対談後半では、実際に2人が書いた記事をもと
に、出来事の背景や記者としての思いを述べまし
た。
　生野氏は2003年に本学卒。毎日新聞社に入社し、

福島支局を経て、2006年に阪神支局配属。小田氏は本学入
学後メキシコに交換留学。2009年に卒業後、愛媛新聞社入
社。原発、農漁業、行政、サッカーなど幅広い範囲で取材し、
現在は本社で紙面レイアウトを担当しています。

本学卒業の記者2人が公開対談
「ジャーナリズムの世界に生きる」

▲対談を行った生野由佳氏（左）と小田良輔氏
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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）　
開催日時： 2018年 12月 9日（日）
　　　　　12:00 ～ 15:00
場　　所： ホテル雅叙園東京
　　　　　東京都目黒区下目黒1丁目 8-1
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。

関東支部
　関東支部では、大学時代の懐かしいご友人とのご歓談をお楽しみい
ただいたり、新たな出会いを通じた交流の輪を広げていただいたりする
ことを目的として、年間を通じて各種イベントを開催しています。
　今年春の「Spring Festival 2018」では、初めての試みとして花見を
開催しました。
　当日は好天に恵まれ、1970年代卒業の方から2010年代卒業の方ま
で幅広い年齢層の方々のほか、小さなお子様連れのご家族にも参加い
ただき、青空の下、朝から夕方まで盛り上がりました。
　夏には、転勤、就職、結婚等により新たに関東にお越しに来られた
方々をお迎えする「関東Welcome Party」を兼ねた「Summer Festival 
2018」を開催しました。
　そして、12月9日（日）、年間の最大イベント「関東地区同窓会」（関東支
部総会・懇親会）をホテル雅叙園東京で開催します。
　楽しさ溢れるイベントを企画中ですので、奮ってご参加下さい！
　また、関東支部では、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。
　関東支部は、今年10月、設立5周年を迎えました。
　今後も引き続き、同窓生の皆様の心の拠り所となる機会、場所の提
供に取り組んで参ります！

■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

http://www.kansaigaidai-dousou.jp/shibu/kanto
https://www.facebook.com/kansigaidaialumnikanto
@KGUAA_KANTO
@kgu_dosokai_kanto

Webサイト

Facebook

Twitter

Instagram

関東支部総会・同窓会案内

第7回  関東地区同窓会  2017.12.3

Spring Festival 2018.4.1 Summer Festival 2018.7.15

[New Year Party 2018] 2018.1.27
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5回ゴルフコンペ] 2018.5.27
片山津ゴルフ倶楽部（石川県加賀市）

[北陸地区同窓会] 2018.5.26
割烹魚常（石川県金沢市）

[2018年中部支部総会・懇親会] 2018.7.1　名古屋栄東急R E I ホテル

同窓会支部だより Kansai Gaidai University Alumni Association

第6回関西支部総会
日　時：2019年 6月頃　予定

第4回卒業生Reunion
日　時：2019年 6月頃　予定

今後もいろいろな方々が参加頂けるミニイベントを数多く開催していく予定です。
どうそご期待ください。

関西支部
　同窓会関西支部では、大学のお膝元である関西を中心に、西は沖縄ま
でのエリアにお住まいの同窓生を対象に、大きなイベントとしては「関西
支部総会」と「関西外大卒業生Reunion」を開催しております。昨年まで
は、秋のホームカミングデーと同日に大学内にて支部総会を、新緑鮮や
かな頃に卒業生Reunionを開催してまいりましたが、今年はこの2つのイ
ベントを同時に、6月2日（土）にヒルトン大阪にて開催いたしました。幅
広い世代、地域、業界の卒業生が数多く集まられ、懐かしい旧友との交流
を深めて頂くことができました。支部総会では一年間の活動内容や会計
報告を紹介し、卒業生Reunionにおいては現役学生のフラダンス部の華
麗なショーでもって会場は一気に華やかな雰囲気に包まれました。
　関西支部ではこれら以外にも年間を通してイベントを企画しており、よ
り多くの同窓生が積極的に同窓会活動へ参加してもらえる環境を構築し
ていくことを大切にしております。これからも様々な情報を発信し、卒業
生同士はもちろんのこと、現役学生との交流も含めて同窓会全体の、ロ
イヤリティアップにつなげてまいります。

関西支部総会・同窓会案内
New Year Party 2019 （2019年1月開催予定）
第7回ゴルフコンペ （2019年4月開催予定）
2019年 中部支部総会・懇親会
日　時：2019年 5月 26日（日）12:00 ～（予定）
場　所：名古屋栄 東急REI ホテル
（2019年中部支部は設立５周年を迎えます）
上記は詳細が決まり次第、中部支部 Facebook、同窓会ホームページなどで
お知らせします。

中部支部
　中部支部同窓会は、今年７月に第４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。今回は大学から少林寺拳法部の現役部
員が参加、素晴らしい演武を披露していただくなど、昨年に引き続き盛大
な会となりました。

　また、今年は初めて北陸地区同窓
会を石川県金沢市で開催、北陸支部
の設立に向けて大きな一歩を踏み出
しました。中部支部では年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 YE AR  PART Y  
2018」を開催しました。当日は懇親

を深めるとともに空港見学などのイベントを企画し、現役学生との交流
や支援活動も積極的に取り組みました。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共有す
ることができます。来年は支部設立５周年の節目でもあり、５月２６日
（日）の総会・懇親会を始め各種イベントを計画しています。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！

中部支部総会・同窓会案内

懇親会 （2018年7月27日）
上海支部総会 （2018年10月［日時未定］）

上海支部
　上海支部では2か月に一度、上海市内にて、懇親会を開催しています。参
加者の入れ替わりは激しいですが毎回10人～20人前後が参加していま
す。同窓会事務局の支援をいただき、懇親会に関西外大からの留学生が
参加するようになりました。卒業生だけでなく、現役生とも積極的に交流
を広げ、母校のブランドイメージを高める活動を続けていく所存です。
　同窓会を通じて、関西外大同窓生の皆さんと巡り会う機会を得ることが
できました。業務多忙な会員同志、なかなか一同に会することが難しいの
が現状ですが、出会いを大切にして、今後も交流が継続していけるような
支部にしていきたいと考えています。

上海支部総会・同窓会案内

支部総会、懇親会　未定

マレーシア支部
2015年10月発足のマレーシア支部ですが、現地駐在の同窓生の異動を
はじめ諸般の事情のため、只今一時的に活動を休止しております。
活動再開時には、また改めてご報告させていただきます。
Terima kasih!

マレーシア支部総会・同窓会案内
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　谷本榮子理事長の旭日中綬章受章を祝い、関西外大同窓
会から贈られた胸像が完成し、2017年10月2日、中宮キャン
パス本館エントランスホールで除幕式が行われました。
　式には谷本理事長をはじめ、理事、部課長、同窓会役員ら
約30人が出席。同窓会の藤木英幸会長が「谷本理事長は開学
当初より大学経営と教学に携わり卓越した構想力と指導力
を発揮され、関西外大を育ててこられました。今回の旭日中
綬章受章は、同窓生の誇りであり、うれしい知らせでした。
卒業生一同は心よりお祝いします」とあいさつした後、谷本
理事長、谷本義高大学学長、谷本和子短期大学部副学長と藤
木会長、宗吉勝正、阿江九美子両同窓会副会長が除幕しまし
た。続いて、教職員を代表して岡田伸夫理事が「理事長は本
学の運営に半生を捧げてこられました。その輝かしい功績
をたたえて同窓会が胸像を贈ってくださったことを教職員
の一員としてうれしく思います。同窓会の期待に沿えるよ
う、理事長、学長と教職員が一丸となってグローバル人材の
育成に努めたい」と祝辞を贈りました。
　最後に谷本理事長は「私をサポートしてくださる人たち
がいたからこそ、私が代表して受章することができました。
同窓会から立派な胸像を贈っていただき、うれしく思いま
す。卒業生のみなさんに誇りをもっていただける大学にす

　御殿山キャンパス・グローバルタ
ウンの開学を記念して、関西外大同
窓会から同キャンパスの谷本ホー
ルに設置したホールクロックが7月
10日、本学に寄贈されました。6月9
日、開催された御殿山キャンパス・
グローバルタウン開学記念式典で、
藤木英幸同窓会会長から谷本榮子
理事長に記念品贈呈の目録が贈ら
れ、この日、谷本ホールへの設置が
完了しました。
　ホールクロックは、高さ2.2㍍、重
さ約70㌔。谷本ホールのホワイエ右
側に設置。ホール来場者の目に留ま
りやすい場所に置かれました。チャ

　日本の大学770校について、さまざまなデータをランキング表にまとめた「大学ランキング2019年版」（朝日新聞出版）が発
行され、本学は留学派遣人数、キャビナテンダント採用者数、2、3年次編入学数、英語キャリア学部の就職率の4項目で全国1
位となりました。同ランキングは、就職、総合、教育、研究、財政、入試、社会の7分野86項目のランキングを掲載しています。

数字で見る関西外大の現在
留学生派遣人数、キャビンアテンダント採用、2,3年次編入学数

英語キャリア学部の就職率1位「大学ランキング2019年版」（朝日新聞出版）

1,388人
海外留学制度
留学生派遣

（16単位以上取得）

1位

483人
編入学

（2,3年次）

100%
人文・社会系の
就職率（学部別）

（文・外国語学部）

102人
キャビン

アテンダント採用

2017年採用

344人
2013～2017年（累計）

44人
国際

ボランティア
キャビン

アテンダント採用

2
3
4
5
6
7
8
9
10

884
649
408
371
347
245
237
212
198

位
位
位
位
位
位
位
位
位

早稲田大
近畿大
亜細亜大
名古屋外国語大
法政大
桜美林大
立命館大
関西大
東京都市大

関西外国語大 1,388

人 人 %

人 人 人

1位

2
3

5
6
7
8

10

53
42
42
41
36
30
28
28
27
27

位

位

位
位
位

位

位

青山学院大
関西学院大
上智大
明治学院大
立教大
法政大
同志社大
名古屋外国語大
同志社女子大
立命館大

関西外国語大 1021位

2
3
4
5
6
7
8
9

357
355
338
152
144
142
137
132
132

位
位
位
位
位
位
位

位

長岡技術科学大
豊橋技術科学大
日本大
国学院大
東京農業大
北陸大
神戸大
近畿大
東京福祉大

活水女子［文］
金沢学院大［文］
岐阜聖徳学園大［外国語］
種智院大［人文］
尚絅大［文化言語］
長崎純心大［人文］
梅花女子大［文化表現］
弘前学院大［文］
名古屋外語大［現代国際］

関西外国語大 4831位

10

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.67位

2
3
4
5
6
7
8
9
10

247
175
142
136
112
111
108
106
105

位
位
位
位
位
位
位
位
位

青山学院大
関西学院大
上智大
明治学院大
立教大
早稲田大
同志社大
立命館大
法政大

関西外国語大 3441位 1
2

5
6
7
8
9

72
46
46

41
34
32
31
30
30

位

位

位
位
位
位

位

名古屋商科大
創価大
法政大

国士舘大
早稲田大
中央大
神戸市外国語大
千葉大
慶應義塾大

関西外国語大 444位

100.001位 関西外国語大
［英語キャリア］

1位 1位

4 位1位1位

べく、今後とも教職員一同、改革を進めていきたいと思いま
す」と謝辞を述べました。 
　胸像は高さ75㌢の青銅製。台座（大理石、高さ125㌢）には
「このたびの栄誉は　谷本先生の秀でたリーダーシップ　
そして教育にかける熱い情熱と献身が高く評価された賜物
であり　私たちの誇りとするところでもあります」などと
する「顕彰の辞」の鋳造鋳物銘板（縦50㌢、横40㌢、厚さ10㍉）
がはめ込まれています。同じく旭日中綬章受章を記念し
2006年に設けられた谷本貞人前総長の胸像の左横に並ぶ形
で設置されました。

イムが内蔵され、時間毎に流れる仕
組みになっています。下部のプレー
トには「御殿山キャンパス・グロー
バルタウン開学記念　関西外国語
大学同窓会　2018年6月9日」と刻ま
れています。
　寄贈した藤木会長は「これからも
長い時を刻み続け、大学も発展して
いくことを願っています」と話す
と、谷本理事長は「大変重厚で素晴
らしい時計を大切に使わせていた
だきます。谷本ホールのシンボルに
したいと思います」と感激していま
した。

同窓会が御殿山C谷本ホールにホールクロックを寄贈

谷本理事長の胸像除幕式　叙勲祝い同窓会が贈る
中宮キャンパス本館エントランスホール
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