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この東京支部NEWSLETTERも今回で6回目となります！ 
KUFS現役生と卒業生の架け橋となることを目標に、情報交換の 
コミュニケーション・スペースとして、充実を計ってゆきたいと思います。

まだ、NEWSLETTERを受け取られていらっしゃらない方をご紹介

くださいますよう、ご協力をお願いいたします。 

連絡・投稿先は ＞＞＞ tonegawa@gm-group2.net 

大阪支部「神戸の集い」に参加して 

東京支部 青木光子副支部長よりレポートをいただきました。 

９月７日に神戸市庁舎コンフォートにて“神戸の集い”が開催されました。 

窓の外には神戸の山から海が一望できる素晴らしい景色が広がり、美味 

しいお料理とお酒、楽しい語らい、笑い声、そして、参加者６２名のキラキラ 

した笑顔、笑顔、笑顔というステキな時間でした。 

距離も時間も年齢も関係なくあっという間に打ち解けてしまうほど、 

温かい心のこもった集いに心地よさを感じて帰ってまいりました。 

役員の皆様へお礼を申し上げると共に今後ますますのご発展を心より

お祈り申し上げます。 

外大キャリアサポート事情  第１回 

 東京支部をはじめとして、卒業生の皆様には、学生の就職などの進路選

びに、さまざまなご指導ご支援を頂き、ありがたく厚く御礼申し上げます。 

- ごあいさつ 

- 大阪支部・神戸の集い 

- 外大キャリアサポート

- 外大生・横顔シリーズ 

- Column Surfing

- 連載シリーズ第５回 

- 活動メンバー紹介 

東京支部、青木副支部長 

大阪支部 

「神戸の集い」に参加 

食欲の秋というのに、汚染米には困ったものです。 
中秋の名月を愛でながら、『瑞穂の国』と言われる

日本の美しい自然に 
思いを馳せましょう。 

＊『オール京外大』を目指して＊ 

京都外国語大学 
キャリアサポートセンター

山下 順朗センター長



 私どもキャリアサポートセンター（昔の『就職部』）は、現在総員９名で主に

在学生の社会進出・進学にむけてのサポート業務に従事しています。 
 業務の内容は実に多岐にわたっていますが、根っこの部分の考え方を 
一口で言い表しますと、これから社会に飛び立つ現役外大生に、社会人と

しての常識を学ばせ、身につけさせること、とでも申しておきましょうか。 
そして、また、すでに卒業された方たちにも、必要とされる時に、外大 
ニュース・お役立ち情報を提供し、直接間接に支援することです。 
 今ここで具体的にすべてを説明することは出来ませんが、例えば各種 
ガイダンス（自己分析、企業研究、ビジネスマナー・・・）、業界業種説明会、

個別企業説明会、就職適性検査と個別カウンセリング、模擬テスト、インタ

ーンシップなどなど多岐にわたっています。 
 現在私たちが目指しているのは、在学生のみに止まらず 
『オール京外大』として年齢年代を超えた、相互就職サポートシステムを 
作り上げることです。そのためにも今後とも東京支部の諸先輩がたの 
ご理解ご協力は欠かせません。 
ぜひ、今後ともよろしくご協力をお願い申し上げます。 
 

外大生・横顔シリーズ 

 
 

来年還暦を迎えるとは言え実態はまだまだ若輩、そして恥多き 59 年

間だったと反省しきり。果たして後輩の参考になるかどうか 甚だ疑問で

はありますが、もうほとんど時効ゆえ全て包み隠さず人生での蹉跌や

恥の部分も含めて述べてみます。 
 
② 学生時代 

和歌山での高校時代(県立桐蔭高校)はサッカー部に所属し勉強は皆

無でした。外大に入学してからも、やはりサッカー部に所属したものの、

2 年目にして当時全国各大学を席捲した学生運動にのめり込みまし

た。入学した当時、ちょうど 現在学生部長の辻教授が京都学芸(教
育？)大学を卒業され本学に赴任された年であり、琵琶湖オリテーショ

ンの時にサッカー部に入部を勧められました。先に記した途中で学生

運動にのめり込んだにも拘らず還暦前の現在もサッカー部 OB 会の名

簿の片隅を穢しておれるのは、偏に辻 浅夫先生の懐の深さに依るも

のです。 
 

全共闘運動からセクト運動へと政治運動に深く拘り過ぎ、1 ヶ月近くも

拘留もされましたが、めげる事無く、臭い飯から一転して、今度は文化
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帝国繊維株式会社ご勤務 

４７年イスパニア語学科卒 

香山学さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校、大学 

サッカー部に所属 

途中学生運動に・・・ 

 

 

 

今回は帝国繊維株式会社にご勤務の 
４７年度イスパニア語学科卒 香山学さん 
の半生を連載でご紹介したいと思います。 

 
① プロフィール 

1972 年 イスパニア語学科卒業 本年

59 歳。本籍と生れは京都市 御室。育ち

は小学校から高校まで和歌山市、万葉集 
に歌われた風光明媚な和歌の浦、片男波

海岸です。 昨年の東京マラソンに参加 



大革命の最中の 1971 年に訪中し、国賓扱いを受けました。4 人組の

姚文元副主席、張春橋副主席の他、周恩来首相にも人民大会堂で会

いました。 また、当時の実家は兄が某国立大学の医学部自治会委員

長を右翼の思想で闘っており、 全国の国立大学医学部自治会が

99％左翼系の青医連に加盟していたのに対抗して強烈な右翼思想の

持ち主でした。一方 父は政治色なし、イデオロギーから自由の所謂 
ノンポリにて和歌山大学の学生部長を経て学長の職にあり、当時文部

省の重症学校に指定され、大衆団交ではドクターストップが掛かかり病

院に運ばれたりもして、実家の方も騒然としていました。 両親に大変迷

惑をかけたのは不徳の致すところですが、このあたりの思想遍歴は 
しゃべると 1 週間ぐらい掛かるので省きます。 ただ、外大 2 年後輩の

木下正人君が沖縄反戦デーにて夭折したのは痛恨の極みであり、当

時の同志として一生忘れ得ない、十字架として背負っていく痛みです。 
そのほか、京都外大時代の思い出は、楽しいことも辛かった事も一杯

ありすぎ数え上げたらきりがありません。 
 
    スペイン語の勉強では チェ・ゲバラ や カストロの演説、「Declaracion 

de la Habana」 などを覚え、スペイン語の綺麗な音感を暗記し今も 
時折口に出しております。また、本邦スペイン語学の泰斗、笠井鎮夫先

生の最後の授業で、先生の名著 大學書林発行「スペイン語 4 週間」

の裏表紙に書いて頂いた“苦労はあっても楽しい人生である”小職の 
大事な座右の銘としての金言です。 
 
次回へ続く～ＴＯ ＢＥ ＣＯＮＴＩＮＵＥＤ～お楽しみに！ 

 

COLUMN  SURFING 
昭和 40 年英米語学科卒の横瀬英祐（よこせ えいすけ）さん 

ご自分のお仕事で関わりのある「カジノ」についてお話をいただきました。 
 
日本にとって新しい産業になるか？ “カジノ”について、少し語ることに 
致しましょう。 
 
日本におけるカジノは？ 
２００２年、東京都の都庁舎で（模擬）カジノ開催！ 
（因みに、この時私は模擬カジノ開催の担当責任者の 1 人でした） 
この様に東京都知事のリーダーシップにより機運が高まった様に見えた 
日本でのカジノ合法化への動向であるが、所謂、わが国では“カジノ”→ 
賭博→社会悪？と連想される様なイメージも根強く、法案成立を困難に 
しており更に政局の不安定も加わり実現への展望が見えない現状です。 
 
自民党政務調査会観光特別委員会 カジノ・エンターテインメント検討小委

員会委員長・岩屋毅氏（元外務副大臣）のコメント（2008/7/16）をご紹介

します： 
「ハリウッド映画の影響か、ラスベガスと聞いて、１９７０年代にカジノを支配

したマフィアなど、反社会的勢力の存在を思い浮かべる人も多い。カジノ解

禁をめぐっては、犯罪の増加や治安の悪化を招きかねないとの慎重な意

見がある。しかし、ラスベガスを始め、現代のカジノは、かっての様なギャン

ブラーだけを相手にしていては成り立たない。不健全なイメージを一掃し、

文化大革命の最中の訪中 
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カストロの演説を暗記 

今でも口ずさむ 
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40 年英米語学科卒業 

横瀬英祐さん 
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客層を広げることが至上命題となっているのだ。 マカオやシンガポール

も、一足早くショービジネスの育成などで総合エンターテインメント産業に 
脱皮したラスベガスを手本に、家族連れで楽しめる複合娯楽都市づくりを

目指している。自民党がまとめた日本版カジノ解禁に向けた基本方針にも

同様の考え方が盛り込まれた。 カジノが解禁された場合、将来的に日本

の市場規模は関連産業も含めて１０兆円とか２０兆円という規模になってく

れればと思っています。」 
 
この様な日本での現状下で、勤務先の会社はカジノ用品（スロットマシン以

外の殆ど全て）を製造し、本格的な海外カジノ市場に設立した各現地法人

（米国・ラスベガス、英国・マンチェスター、ロシア・モスクワ、マカオ、韓国･

ソウル）を通じてカジノ用品の輸出販売を行っています。特に、世界のカジ

ノ業界が一堂に会する Exhibition&Conference（ラスベガス、ロンドン、

シドニー、マカオ、シンガポールで毎年開催）はビジネスのビッグチャンスで

もありますが、残念ながらまだ日本からの出展参加は数社のみに限られて

いる状況です。 
 
日本においては、主に外資系企業、各種外国人団体やホテル等での販売

促進活動や社内イベント･パーティなどで、模擬カジノイベントを取り入れて

頂いており好評です。 勿論お金をベットすることは出来ませんが、勝者は

くじ引きで景品が当る方法などで、非日常的な雰囲気と本場並みのプレイ

をエンジョイされている様です。 
 
将来日本にとっては全く新しい産業になるであろう、“カジノ”に関して、興

味を持てそうなニュースなどを時折掲載させて頂きます。 
 

  
                 

＊＊＊ ガンバレ、外大卒業生！ ＊＊＊ 
 

連載シリーズ ― 食と生活を考える― 第６回 
 
 

柳島真知子 懐石料理研究家 昭和 26 年卒 
 

身体に良い日本茶を今一度見つめ直し 
上手に利用しましょう（後半） 

 

葉茶を使った料理：必ず一煎した葉茶（一煎とは、一回

お湯を淹れて抽出したあとの葉茶） 

海外では、カジノ産業で 

活動する企業は、 

信用度が非常に高い 
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ご関心のある方は 

横瀬さんに 

コンタクトを！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳島真知子先生 

連載シリーズ 第６弾 

日本茶（後半） 

ロンドン会場  

ご関心やご質問等がありましたら

コンタクトを頂ければ幸いです。 
40 年英米語学科卒、横瀬英祐 
yj17200@yahoo.co.jp 
 



①ご飯 

米 1 カップは洗って笊にあげ、30 分おく。炊飯器に米をあけ、水 200cc、塩

小さじ 1/2、みりん小さじ 1、昆布 3cm 角を入れて、スイッチオンする。 

炊き上がったら昆布を取り出し、一煎した葉茶を大さじ 1・1/2 を入れてま

ぜる。緑色が美しく、さわやか。 

 

②天ぷら【小麦粉 1/2 カップ（50g）の場合】 

一煎した葉茶を大さじ山 2 杯を揚げ衣にまぜ材料につけて揚げる。 

葉茶のみ少しかための衣にまぶし揚げるのも OK。 

 

③和えもの 

南瓜 300g を 2cm 角に切って熱湯で 3 分茹で、熱いうちに八方だし（一番

だし 200cc、うす口大さじ 2、みりん大さじ 2）に 10 分つける。 

煎り胡麻を擂り鉢に大さじ 3 入れてあたり、砂糖小さじ 1、こい口小さじ 1

を加えよく混ぜ、南瓜と一煎した葉茶を大さじ 2 加えまぜる。 

 

＊ 茶めし、茶がゆは烹茶を使って炊く 

桜めしは、こい口醤油で味をつける（おでんの時） 

一煎した葉茶を白和えに加えるもよし 

 

お茶の成分：カテキン、カフェイン、タンニン、ビタミン C、蛋白質、葉緑素、

カロテン、フラボノイド、アミノ酸（テアニン）、 
炭水化物（サポニン）等が含まれている 

 
 

 
 
＊＊＊ 柳島真知子さんの食シリーズ、次回もお楽しみに！ ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

活動メンバー紹介 

 

 

今回は、有限会社ジェイクリエイション 代表取締役の 

昭和 54 年度イスパニア語学科卒の森田順子（旧姓吉川順子）さん 

 

3回目から参加させていただいています。先輩の皆様から、いろいろなこと

を学ばせていただき、アドバイスをいただき、５年前に健康食品の会社を立

ち上げました。これも、それも、あれも、いろいろ・・・校友会という組織が 

あったからこそ成し遂げられたと思っています。ですから、もっとたくさんの

皆様に「校友会」をお知らせしたいと、心から考え、ニュースレターの編集

にも関わらせていただいています。 

とはいえ、このような中で、ただひとりの「おバカキャラ」の私ができることと

いえば、打合せの間にほんの束の間、空気を和ませることぐらいですが。

私と一緒に「癒し空間」を創っていただける方、募集中です。 

よろしくお願いいたします。 

 

＊＊＊ 活動メンバー募集中 ＊＊＊ 

＝＝＝＝＝事務局便り＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

今号から、「外大キャリアサポート事情」が始まりました。山下センター長

は、「現在私たちが目指しているのは、在学生のみに止まらず、 

『オール京外大』として年齢年代を超えた、相互就職サポートシステムを 

作り上げることです。」と明言されています。大学本部、校友会本部・各支

部、一体となった取り組みの必要性を示唆されています。 

東京支部では、様々な業界で活躍している卒業生にスポットを当て、 

当ニュースレターが現役学生と卒業生、また卒業生同士をつなぐ媒体とな

るよう、できるだけ多くの卒業生の横顔をご紹介していきます。 

皆さんの周りで活躍している卒業生、自薦・他薦を問いませんので、 

当事務局宛お知らせいただければ幸いです。 

連絡先は ＞＞＞ tonegawa@gm-group2.net 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私たち東京支部は、たくさんの有志の皆さん

の理解と協力の上に成り立っています。この

コーナーでは、現在、東京支部をささえてく

れています役員や実行委員の皆さんの横顔

を紹介させていただきます。少しでも、東京

支部への親しみと近しみを増していただける

と幸いです。 

 

（有）ジェイクリエイション 

代表取締役 森田順子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 
１３５－００２１ 
東京都江東区白河 
４－９－１６－６０７ 

  ㈱グローバルメディア内 
電話 
０３－５２４５－８５０１ 
FAX 
０３－５５０１－９０３１ 
電子メール 

tonegawa@gm-group2.net 
 
 
企画・編集：  森田 順子 
発行責任者： 本山 裕彦 

 

 


