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この東京支部NEWSLETTERも９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、今年もご協力をお願いいたします。 
 

連絡・投稿先は ＞＞＞ tonegawa@gm-group2.net 
 

 

東京支部支部長 年頭のご挨拶 

  
「ウーン、大変な問題をこの丑年２００９年は解決しなければ．．．」地球規

模や国政レベルの課題が身近に迫って来ています。 

さて、校友会東京支部では「卒業生の集い」も昨年２０回を数えました。 

関東地区の皆様のご理解とご協力に加え、校友会本部並びに大学のご支

援のお陰と感謝申し上げます。 

更なる KUFS ＯＢ／ＯＧに対する交流の場の提供をと、役員一同努力致す

ところです。 

その為、双方向のコミュニケーションの大切さを認識し、このニュースレ

ターの充実を推進して参ります。校友会・大学、そして皆様からの、『情報

提供とその共有化』を促進する事を、今年の重要課題と位置づけていま

す。 

本年７月４日第２１回関東地区「卒業生の集い」が開催されます。皆様と

お会い出来ます事を楽しみにしています。 

                        東京支部 支部長 本山 裕彦 
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東京支部 本山裕彦支部長 

新年のご挨拶 

 

 

 

 

関東地区の皆様の 

ご理解とご協力に感謝 

 

 

 

明けましておめでとう御座います。 

 
地球温暖化、環境問題、世界経済

不安、失業問題、年金問題、ねじれ国

会と衆議院選挙、少子高齢化、そして

イスラエルガザ地区侵攻等など。 

 

 

明けましておめでとうございます。 
皆さんの中にある夢のビッグプロジェクトの 
スタートの時です。 
地面をしっかり踏みしめて、ゆっくりスタートし

ましょう！そして、徐々にスピードアップです。 



京都外大クラブハッツ（CLUB HAT’S）お知らせ 

 

京都外大クラブハッツ（CLUB HAT’S）東京部会 

発足間近！ 参加者大歓迎！ 
 

１月１７日（土）、下記要領にて、「クラブハッツ（CLUB HAT’S）東京部会 

第１回親睦総会」を開催致します。HAT’S とは、ホテル（Hotels）、航空会

社（Airlines）旅行会社（Travel agencies）の頭文字を組み合わせた名称で、

校友会に属する旅行関連業界の部会です。 

 

今日、大変厳しい時代をむかえています。関東地区に集まる京都外大出

身者同士が力を合わせ、励まし合い、切磋琢磨して新たな時代を勝ち抜く

ための組織体を立ち上げる運びとなりました。東京部会では、旅行関連に

とどまることなく、業界を問わず柔軟な組織にしたいとう考えから、HAT’S

の「’S（他業界）」の皆様のご参加を大歓迎致します。 

 

クラブハッツ東京部会は、「小さく産んで大きく育てる」という考えで、外大の

人的ネットワークを拡張してまいります。お互い外大の仲間として、在校生

や留学生との交流も視野に入れたいと考えます。将来、在校生の東京地

区での就職活動支援にも役立ちたいとも考えています。「オール京外大」

の実践に寄与でき、それらの活動や支援を通して、母校を盛り上げること

にも貢献できる組織の構築を目指します。皆さまのご参加をお待ちします。 

 

■日時：２００９年１月１７日（土）、午後１時から。 

■場所： アルカディア市ヶ谷 宴会場 

東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館  

（ＪＲ総武線・地下鉄各線、「市ヶ谷」駅から東へ徒歩２分） 

 電話：03-3261-9921 http://www.arcadia-jp.org/access.htm 

■会費： 6,000 円  

■連絡先： メールにて登川（みねかわ）まで（携帯：090-5275-6197） 

              Email：jiro_vortis12@hotmail.com 

 

遅くとも１月１５日（木）午後５時（17:00）までにご連絡お願いします。 

 

 

外大キャリアサポート事情 第４回 

 
 

新年にあたりまして、外大発「オール京外大」を目指しての先導役でいらっ

しゃる山下センター長の新たな思いとメッセージをお聞かせいただきまし

た。 

＊『オール京外大』を目指して＊ 

～海外インターンシップも視野にいれて～ 

 

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 

 

京都外大 クラブハッツ 

東京支部発足のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００９年１月１７日（土）１３：００ 

アルカディア市ヶ谷にて開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外大キャリアサポート第４回 

 

京都外国語大学 

キャリアサポートサンター 

山下順朗センター長 



Ｑ：100 年に一度の経済危機とも叫ばれている昨今、昨年後半より急速に

経済情勢とそれに伴う就職状況も変わりつつあるようですが。 

 

Ａ：厳しい時代を迎えているのは事実です。当センターは、卒業生を含め現

役学生のサポートを第一に考えています。緊密に連絡を取り合うこと、関

係を強化することが今までになく大切と考えています。一方、学生の就職

先企業との連携強化も大事です。また、企業開拓の促進と卒業生を採用し

ていただいている企業と親交をはかることに当センターは注力しています。 

 

Ｑ：何か新しい試みをお考えでしょうか。 

Ａ：これまで国内の企業に協力をいただきながら、「大学にいながら、企業

を実際に体験してみよう！」とのことで、インターンシッププログラムを実施

してきました。今後は国内のみならず海外インターンシップもスタートさせて

いく予定です。海外企業との連携と親交を深めていくことを視野に入れて

おります。 

 

Ｑ：現在、京都外大の学生に求められるものは何でしょうか。 

Ａ：外国語大学ですから、言語が軸になるのは当然かと思います。しかし、

就職先企業から、外大出身者は社会の動きや世間の移り代わり、政治経

済・時事問題にやや疎いという指摘を受けることがあります。学生にはこの

あたりに力点を置いた指導を考え、そのための研修プログラムを見直して

いきたいです。大学としてのカリキュラムの中で、実社会教育のクラスやキ

ャリア開発、キャリア教育という講座はあります。今後、これをもっと発展さ

せたいと考えます。実業界から先生を招くなど、教室のみならず、大学と社

会との結びつきを強化したいですね。そのためには、ＯＢ，ＯＧからの協力

をお願いしたいです。 

 

Ｑ：ＯＢ，ＯＧと現役学生との融合ですね。 

Ａ：そうです。先ほども申し上げましたが、学生や企業との関係強化、国内

外で企業を開拓し連携を密にする、さらに学生と企業を結びつけ大学と実

社会との関係を強化したい、と思います。そのためにも、2009 年も引き続

きキャリアサポートセンターへのご支援よろしくお願い申し上げます。 

 
 

外大生・横顔シリーズ 

 

 
辞表も２回書きました。但し与えられた仕事だけは一生懸命誰にも負けな

いくらい頑張りました。入社以来営業部門一筋でした。３８歳の時、経営企

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 
の半生の一部掲載が抜けてしまいました。 
改めて掲載させていただきます。 
 

③ 社会人 及び 英国 MBA 留学 

 

大学を５年で卒業し、繊維会社に就職しました。途

中、人員合理化や上司との衝突も何回かあり、何

度辞めようと思ったか知れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外インターシップをスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学と企業の結びつきを強化 

 

 

 

 

卒業生と現役学生との融合を 

 

 

 

 

 

外大生横顔シリーズ 

 

帝国繊維株式会社にご勤務の 

香山学さん 



ありました。終了後、英国に帰国し第５学期前の１週間の休みを利用して

サンフランシスコから New York まで３日間、バスで大陸横断致しました。

グレイハウンド・バスです。仲の良い英国人クラスメートが「G.H.バスでの大

陸横断は危険だ、危ないから絶対行くな」と僕を説得していたのも懐かし

く、出発前に別のイギリス人クラスメートが取ってくれた写真は、「葬式写真

だよ」とも言ってくれたのも鮮明に覚えております。授業が休みの日曜日に

英国の大学から引率の助教授とレンタカーで行ったヨセミテ公園で居眠り

運転をし、崖から落ちそうになったのも今では懐かしい思い出になりまし

た。その助教授とは昨年暮れ、実に１５年振りにて中国上海でお会い出来

ました。夕食を共にしながら、懐かしい思い出話しで花が咲いたのは言うま

でもありません。 

 

～香山さん、連載をありがとうございました～ 

 

外大生・横顔シリーズ 

 
 

そんな私を待っていたものは・・・ 

 外国語を訳す事がこんなにも楽しいとは！学生時代には思いもよらなか

った毎日である。店舗拡大した厨房をほとんど任された私は、タコスを中心

にしたメニューに飽きたらず、英語で書かれた MEXICAN－COOKING の原

書を元に、我が意を得たりとばかりに新メニュー開発に取りかかる意欲を

燃やし、試作した料理がお客様の評価を得て定番となる喜びに浸りながら

無我夢中の日々を過ごしていた。今思えば、まるで時代を担う寵児のよう

に錯覚していたのであろう。2 年も過ぎた頃の事だった。神戸港に着いたメ

キシコの貨物船から船員達が立ち寄ってくれたのである。注文を受け、得

意げにいくつもの皿を提供する私に、我が耳を疑う声が聞こえてきた。「何

だこれは、メキシコ料理ではないね。」「ひどいね、この皿は。」明らかに不

満げに彼らは憤っているのだ。日本人の顧客には美味しいと絶大な賞賛を

された味が何故？問い質した私への返答は、すべてのメニューが本国のも

のではないという全面否定の残酷な言葉であった。あとに知ることになる

が、当時の私は米国で培われた TEX－MEX のメキシコ料理を準えていた

のである。 

 

 意気消沈した私は微かな期待を胸に、大阪、名古屋、横浜、東京とメキシ

コ料理の看板を掲げている店を訪ね歩いてみた。しかし、どの店も似たよう

なメニューしか提供しておらず、これはもう本国に行って確かめるしかない

と心に決め、あらゆる伝（つて）を駆使して情報を集めメキシコへ旅立つこと

になる。26 歳の秋の事だった。到着した次の日から就職活動のため弁護

士に労働ビザの申請を依頼して、メキシコ大使館の方に頂いた 20 件ほど

メキシコ料理レストラン La Casita オーナー

シェフ昭和 4６年 イスパニア語学科中退  
渡辺庸生さん（昭和 23 年 10 月 7 日神戸生

まれ）の連載 2 回目です。 
 
偶然にも京都外大の先輩が経営している神戸

のメキシコ料理店の存在が知らされる。即座に

面接を申込、採用されたその日から期待に胸

を躍らせながら調理に従事する日々が始まる 

外大生横顔シリーズ 

 

メキシコ料理レストラン 

オーナーシェフの渡辺庸生さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人の顧客に評判がよく、 

無我夢中の日々 

 

 

 

メキシコ人の船員から 

すべてのメニューは 

本国のものではないと言う 

残酷な言葉が・・・ 

 

 

メキシコ本国へ行くしかないと 

決断 



のリストを元に各レストランを訪ねる日々が始まった。しかし、我国よりも失

業率の高いこの国の事情ではどこの店も外国人には素っ気無く、冷たくあ

しらわれれだけだった。3 週間後、就職先の決まらぬ私は、残りの金で地

方を回ってから帰国する気持ちで弁護士に事情を告げに行った。一通り話

し終えた頃、彼は自分が顧問をやっている会社の役員がひいきにしている

店があるから聞いてみるとその場でその役員に「メキシコ料理に熱意を持

った日本人がいる、何とかならないか」と、電話をかけてくれたのである。ま

ったく身も知らぬ他人の温情深い配慮で、その店の面接が予定された私

は、次の日、驚嘆に価する光景を目にすることになる。 

 

        
 

                       
 
次回へ続く～ＴＯ ＢＥ ＣＯＮＴＩＮＵＥＤ～お楽しみに！ 

 

海外便り 「フランス編」 

夢の実現のためにフランスでがんばっていらっしゃいます 
平成 12 年度フランス語学科卒業の寺尾恵さんからのお便りです！ 

 

      

“フランス語を勉強しようと思ったキッカケはなんですか？” 

本当に良く訊かれる質問…理由がないわけではないし、話したくない訳で

もないのだけど、私たちは毎日呼吸をし、食事をして生きていて、生きてい

るわけだから進化もすれば新しい考えも浮かぶ。前を見て進む生き物でし

ょ。要するにその理由、今となっては「どうでもいい」ものになってしまった。

ただ、せっかく勉強したのだから、一度は使ってみたい、とかフランス人と

友達になってみたい、とか「せっかく」という気持ちは正直あった。 

 その「せっかく」から私は今ここフランスで生活している。始まりは、まさに

La Casita 店内の一角 店内で働くシェフ 

 

フランスで☆と暮らす 
 

失業率の高いメキシコでの 

就職に苦戦 

 

 

弁護士の温情深い配慮で 

面接の予定が・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外便り第１弾 フランス編 

 

平成 12 年度フランス語学科 

卒業の寺尾恵さん 

フランスで暮らす 

「せっかく」外国語を勉強したのだ

からという鶴の一声が 

今のフランス生活のはじまり 

 

 

 

 

 



鶴の一声。 

 

―フランスで日本人のいる日本料理店をやりたいのだけど、どう？行って

みる？？ 

 

いろいろな方面で日本人の活躍が目立つようなったなぁ、とか日本の文

化とか考え方が認められるようになってきたなぁ（例えばエコ心“mottainai”

とか…）、なんて感じ始めていたので、日本に生まれ、そこで暮らす事に正

直、幸せを感じていた。一人暮らしをはじめて、約 10 年。仕事もある、友達

もいる。好きなテレビ番組もある。満足していたのである。（ああ、ささやか

ながら幸せ…） 

 

“住めば都”って転勤族だった私たち家族の中で時々でてくるキーワー

ド。やっぱりこれなのだろうか…いろいろ違いはあるだろうけど、そう“住め

ば都”！「せっかく」だから行ってみよう！！楽しんでみよう！！というわけ

…そして、来てしまいました～！！パリではない、ちいさな町での生活。文

化、体験、感じることなどなどこれからたくさんあるでしょう。 

 

さて住むのは、れっきとしたミシュランの☆つきレストランの上！おまけに

その横には同じオーナーのビストロがあり毎日にぎわっている。そして私の

職場はその間！というわけで、フランスと日本の文化を、食を通して交換す

る日々を送ることになったのです。 

 

 ところで、今日の天気予報…午前中の予想気温はマイナス６℃、午後に

なると上がって、０℃だそう。気候のおだやかな瀬戸内で生まれ、東京で生

活していた私にとってはちょっと面白い温度帯…（確か、去年は東京ではと

うとう初雪が観測されなかったような。）ここでは、時々降る雪は溶けるスキ

を与えられず、もう一週間前の状態で残っている。特に今年はとびきり寒い

らしい。きくと例年の冬の寒さは３月までは続くとのこと…ただ屋根にうっす

ら残る雪はただただ綺麗。でも綺麗とばかりは言っていられず、めったに雪

の積もらないマルセイユでは交通は完全に麻痺してしまったそうで…こん

な長く厳しい冬を越すからこそ春の喜びが大きいのでしょう。今はみんなし

っかり着込んで、寒さから身を守る為にふくらんだ鳥たちのよう、春を待つ

のでした。 

 
＊＊＊ ガンバレ、外大卒業生！ ＊＊＊ 

 

活動メンバー紹介 

 

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。 
 
今回は東京支部 副支部長の４０年度 

英米語学科卒業・西校出身の村松武雄さんです 
 



 

謹賀新年  昨年 京都外大校友会関東支部、副支部長の大役を賜りま

したが、本山支部長補佐として、黒子に徹して行きたいと思っております。 

昨年、関東支部総会は２０周年を迎えましたが、第1回より、連続２０回 

出席させていただおります。これも、大学 先輩 後輩等のおかげと、有り 

難く思っております。大学時代はゴルフ部に在籍しておりました。合宿  

リーグ戦等楽しい思い出ばかりです。卒業後は得意の英語を生かすことな

く、某繊維メーカーで定年を迎え、今は月２～３のゴルフと年1回の校友会

を楽しみにしております。３０周年、５０周年、1００周年(ムリカナ)目指して、

長生きしたいと思っております。 

 

＊＊＊ 活動メンバー募集中 ＊＊＊ 

お詫び： 前回活動メンバーとしてご紹介させていただきました、木村健司

さんの卒業年度・学科が間違っておりました。「57 年度フランス語学科卒」

と訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

＝＝＝＝＝事務局便り＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

ニュースレター配信がフランスにも届いたようです！海外で活躍されている

卒業生をご紹介できますことを心からうれしく思います。 

今年もバイタリティのある皆さまを次々とご紹介してゆきたいと考えており

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。皆さまの周りで活躍している

卒業生、自薦・他薦を問いません、当事務局宛お知らせください。 

連絡先は ＞＞＞ tonegawa@gm-group2.net 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

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 

支部長補佐として黒子に徹し・・・ 

 

大学時代はゴルフ部所属 

 

東京支部 100 周年目指して 

長生きします！ 




