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 東京支部 NEWSLETTER も今回で 13回目となります！ 
KUFS現役生と卒業生の架け橋になることを目標に、情報交換の 
コミュニケーションスペースとして、ますますの充実を図ってゆきたいと 
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・ご連絡くださいますようお願い申し上げます。 
 

連絡・投稿先は ＞＞＞tonegawa@gm-group2.net 
 
 

今年の総会・懇親会は、チョッと違います。 

～７月４日（土）「関東地区卒業生の集い」を１０倍楽しむ方法～ 

 
 

7 月 4日の関東地区卒業生の集い。ワクワク・ドキドキ、思い出満載の 1

日に仕立ててみませんか。会場のホテルまでは浜松町駅からはモノレール

で一駅、品川駅港南口からはバスで一本、タクシーでワンメータの距離で

す。東京シーフォートホテル 28階 Top of the Bay で、11:30～14:00 の間、

関東地区卒業生の集いを楽しんでいただいた後は、仲間とまたご家族で東

京湾をクルージングで楽しんでいただくのはいかがでしょうか。 

～２つのクルージングプランをご案内します～ 

- ごあいさつ 

- 総会・懇親会の楽しみ方 

- 富山支部からお知らせ 

- 外大キャリアサポート 

- 外大生・横顔シリーズ 

- 海外便り「フランス編」 

- 活動メンバー紹介 

 

 

 

 

 

7月 4日（土）は 

関東地区卒業生の集い 

天王洲アイル 

東京シーフォートホテルにて！ 

 

 

 

ワクワク・ドキドキの 

スペシャルプランのご紹介 

 

 

 

 

 

今年の 

東京支部主催の総会・懇親会は 

７月４日（土）11:30-14:00 

天王洲アイル 

東京シーフォートホテルにて 

開催します 

 

オープンハートにさせる“ね”の魔法！ 
はじめに「そうですね」を連呼させるようなお天気や朝のニ

ュースの話題を振ってみて下さい。YESモードになった
ら、すかさず「だから～“ね”」と魔法をかけます。やさしい

口調で問いかけられると同意の言葉を発してしまうので

す。日頃の会話の随所に“ね”の魔法を散りばめては☆ 



           

１． クリスタルヨットクラブ 

＊問い合わせ先： クリスタルヨットクラブ TEL: 03-3450-4300 

乗り場までホテルから徒歩 5分の距離です。必ず事前の確認と予約が必

要です。人気クルーズのためすぐに予約がいっぱいになるようです。 

○ アフタヌーンクルーズ 

14：30～15：15（45 分クルーズ） 大人 1,800 円（乗船料・税・サ込み）   

ウエルカム・ドリンク付 

○ ディナークルーズ 

18：30～21：00（150 分クルーズ） 大人：14,000 円 （乗船料・税・サ込み） 

フランス料理コース（ウェルカム・ドリンク付） 

○ ナイトクルーズ 

21：30～22：30 （60 分クルーズ） 大人：4,000 円（乗船料・税・サ込み） 

ウエルカムドリンク付  

２． シンフォニー東京湾クルーズ 

＊問い合わせ先： シンフォニー予約センター TEL: 03-3798-8101（9:00～

20:00） 

浜松町駅からは徒歩 12分程度。以下に乗船のみの時間と料金をお知らせ

します。バーラウンジにてお食事や飲み物を楽しんでください。このクルー

ズと是非計画していただきたいのは、浜松町駅そばにある浜離宮です。国

指定の特別名勝と特別史跡です。ゆったりとした時間を過ごすことができま

す。乗り場に向かうまでの道すがらお楽しみいただけます。 

 

○ アフタヌーンクルーズ： 出航が 15：00（50 分クルーズ） 大人：1,500 円

（消費税込み） 

 

○ サンセットクルーズ： 出航が 16：20（120 分クルーズ） 大人：3,000 円

（消費税込み） 

 

○ ディナークルーズ： 出航が 19：00（150 分クルーズ） 大人：3,800 円

（消費税込み） 

 

最後に、第一ホテル東京シーフォートの割引宿泊料金です。 

シングル：７月４日～１泊朝食付 ２０，６７５円 

ツイン：７月４日～１泊朝食付 ＠１４，８００円 

（１室２名様ご利用の１名様料金） 

ダブル：７月４日～１泊朝食付 ＠１３，７５０円 

（１室２名様ご利用の１名様料金） 

問い合わせ先： 営業部 販売 上原 康寛氏 TEL：03-5460-4420 

では、皆さま、7 月 4 日にお会いいたしましょう！！ 

 

 

 

 

 

クリスタルヨットｸﾗﾌﾞ 

クルーズプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンフォニー 

東京湾クルーズプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一ホテル東京シーフォート 

割引宿泊料金のお知らせ 



京都外大校友会 富山支部からのお知らせ 

 
 

懇親会では、富山の民謡歌手 寺崎美幸さんのライブを企画しました。

寺崎美幸さんは 2005 年 5月に日本民謡フェスティバルで”越中おわら節

“を歌いグランプリに輝いた方です。前回は総会・懇親会の後、八尾の”お

わら風の盆“前夜祭に行ってきましたが、今回は室内でグランプリに輝いた

民謡を楽しみます。ご期待ください。さらに、2次会も用意しています。ご参

加を待っています。 

 

京都外国語大学校友会富山支部 第 8回総会・懇親会 

日時：   平成 21 年 8月 22 日（土）16:00 - 18:30（受付 15:30～） 

場所：   パレブラン高志会館 (076-441-2255)  

富山市千歳町 1-3-1（JR富山駅より徒歩 

会費：   5,000 円 

2 次会：  パレブラン高志会館B1 ボへミアン  

       会費 2,000 円 19:00 - 21:00 

 

お問い合わせは、富山支部 稲垣 喜美代 076-422-3503、 

                          安村美千代 076-467-4180 までお願いします。 
 
 

外大キャリアサポート事情  第８回 
 

 
 

今号では、学生が取り組んでいる就職活動、つまりスタートから就職までの

「就活」の一般的な流れについて触れてみることにします。意外と読者の皆

さんもご存じないのではないでしょうか。ちなみに、当編集担当者の卒業年

代は、昭和 40年代、50 年代です。当時、「就活」のスタートは大学 4年の

秋頃から、せいぜい 1～3 ヶ月程度だったように記憶します。 

 

今は、一般的には、大学 3年生の 5月から「就活」のスタートです。就職活

＊キャリア教育について＊ 
この 4月からキャリアサポートセンターは、 

池崎宏昭センター長にバトンタッチされ、新たな

取り組みが計画・実施されようとしています。当

編集部は池崎センター長とのインタビューを予

定しています。次回号よりその詳細を報告した

いと思います。 

京都外国語大学校友会の 

みなさま、お元気ですか。 

富山支部は、第 8回総会・

懇親会を 8月 22 日（土）、 

パレブラン高志会館にて 

開催いたします。
 

 

 

京都外大校友会富山支部 

総会・懇親会のお知らせ 

8月 22日（土） 

パレブラン高志会館にて 

 

 

民謡ライブを企画 

民謡歌手 寺崎美幸さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外大キャリアサポート事情 

池崎宏昭センター長 

 

 

 

 

 

 

いまどきの「就活」の流れ 

 

 

スタートは大学 3年 5月から 



動の準備として、先ずは自己分析、そして業界研究や志望業界を調べてい

きます。5月下旬から 6月下旬にかけて実施されるインターンシップの説明

会、これが「就活」の実質的な始まりともいえます。そして、8月下旬から 9

月中旬頃にかけて、リクルートや毎日コミュニケーションズといった大手就

職情報会社による、就職活動のためのイベントが開催されます。9月頃か

ら学生は就職情報誌やインターネットサイトへの登録、資料請求、エントリ

ーを開始します。 

10 月から 12 月にかけては、毎週のように「合説」と呼ばれる合同企業説明

会が大々的に開催されます。年が明けますと、各企業が主催する説明会や

選考がスタートするため、イベント数は少なくなりますが、合同企業説明会

は引き続きどこかで開催されています。 

12 月頃から会社案内が送付され始め、年が明けた 1月から 2月にかけ

て、会社説明会への参加、そして選考が開始されます。仕事内容や現場、

社風を知るためOB/OGへの訪問もその頃です。3月に入って、採用試験

が開始され、4月以降、内定が出始めるといった流れです。そして、大学 4

年の夏ごろになっても、就職が決まらない学生や採用しきれない企業、留

学帰りの学生のために、更なるイベントや説明会が開催されます。 

 

ということで、今は、1年から 1年半前後をかけた長い「就活」が大きな特徴

と言えます。「就活」の「長期化」、さらに採用企業サイドからいえば、早い時

期に優秀な学生を確保したいという「早期化」が見られ、大学、学生、採用

企業を取り巻く様々な問題が昨今、指摘されています。そんな問題点もこの

コーナーでは今後取り上げていきたいと考えます。 

 

 
「合説」風景 マイナビ EXPO（毎日コミュニケーションズ）より 

 

外大生・横顔シリーズ 

 
～開店当時の手作りレストラン～ 

 

 通常、飲食業の店舗を構えるには、立地条件を第一に掲げ、人通りや駅

周辺の繁栄を考慮した場所を選ぶものだが、当時の代官山は駅の乗降客

も少なく、まるで不向きなところだった。案の定、業者や知人から六本木や

赤坂、銀座など勧められたが、私はこの代官山のロケーションが気に入っ

ていた。既存の街のイメージが出来上がっている地域より、住宅街の中を

 
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日神戸生れ 

連載５回目です。 
 

大学 3年生就活スケジュール 

5月自己分析、志望業界決定 

6月インターシップ説明会 

8月大手就職情報会社イベント 

9月資料請求、エントリー 

10月～12月合同説明会 

1月～2月会社訪問 

3月採用試験 

4月以降内定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外大生・横顔シリーズ 

メキシコ料理レストラン 

La Casita オーナーシェフ 

渡辺庸生さん 

 



幹線道路が走る何も無い場所こそメキシコ料理の主張を貫けると確信して

いたのである。敢えていうなら、顧客にわざわざ足を運んでもらってこそ対

等に立ち向かえると、まるで戦いを挑むような気持ちでいた。しかし、繁華

街でない分、物件は殆ど無く思うように事は運ばなかった。暮れも押し迫っ

た頃、あきらめかけていた私に朗報が届く。先般「代官山がいいよ！」と助

言してくれた顧客の知人が管理するビルでリース業を営んでいた事務所

が、年内で閉鎖すると言う知らせだった。都心部とは比較にならない格安の

家賃契約で交渉が成立し、場所の権利を確保した私は開店準備に奔走す

ることになる。少ない資金で事を進めるには従来の常識に囚われず、イス

やテーブル、看板は手作り、そして、内装の骨格は家屋を解体した廃材を

譲り受け、業者に託したのである。時は 1978 年、まだ、バブルの恩恵を受

ける随分前だった。 

 Ｌａ Ｃａｓｉｔａ（小さな家）のイメージどおり、事務所の駐車場をテラスに作り

替え、正面の景観を一軒家風にデザインしたこの店が、近い将来、時代の

潮流に巻き込まれ、やがて伝説の店になろうとは、このときの自分には思

いもよらなかった。さて、遥かなる夢に向ってスタートしたこの年、客はまば

らだったが、運気は意外と早く訪れた。幸いにも代官山地域には一流のデ

ザイナーを抱えるアパレルの会社や著名人の自宅、芸能プロの事務所が

点在していて、いわゆる時代の表現を先取りする人々が大勢いたのであ

る。ものめずらしさに来店した彼らは、これまでに体験したことのないメキシ

コ料理の表現に驚き、理屈っぽく解釈を語る私に注目し、口コミで店の存在

を広めてくれた。現在でも進行のある愛川欣也夫妻やサックス奏者の伊東

たけし君はこの頃から常連だ。店は評判を呼び、取材も増え、ＴＶの料理番

組にも取り上げられていった。旺盛な探究心は止むことを知らず、メキシコ

大使館との交流の中で大使の食事を作らせていただいたり、本国から原書

を取り寄せて食文化の歴史や郷土料理の実体の就学に没頭するのもこの

頃であった。だが、順風満帆に思えた店の経営の前途を揺るがす事態が私

を待っていた。 

 

  
 

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。 

住宅街の何もない代官山に 

店舗場所を確保 

 

 

 

 

少ない資金で手作り店舗 

 

 

一軒家風のデザイン 

伝説の店、La Casita 

 

 

時代表現を先取りする人たち 

口コミで広まる 

愛川欣也夫妻 

サックス奏者伊東たけしさん 

 

 

順風満帆に思えた経営が・・・ 

 



   
La Foire 春のお祭り？？ 

 

木々が一気に芽吹き春を実感するこのごろ、アパートの玄関先の芝生は

しっかり短く刈られても 3日後にはちょっと伸びすぎかな…というところまで

復活し、白い小さい花や、タンポポ、クローバーがもこもこと生い茂ります。

先日から 3日目になる雨で人間がうんざりする一方、彼らはここぞ、とばか

りしっかり水を飲み栄養を溜め込み、またお日様が出たら一気に伸びる気

なのでしょう。 

サンスの歴史は確かローマ時代にさかのぼり、そういった町によくある円

形をしている。円形に城壁を築いて町を囲み、敵の侵入を防いだそう。たと

えばパリもそう。人口が増えて手狭になってくると、さらにその外側に囲いを

作りなおす。そのパリの最初の壁は今でもトゥール・ダルジャンの地下のワ

インセラーで見ることができる。２mの厚みがあり、昔は町を、今ではワイン

たちを地上から伝わってくる現代の騒音、揺れから守っている。 

さてさてサンスではその壁だったところが散歩道になっている。マロニエ

の並木の間をどんどん進むとヨンヌ河に出会う。もし船をお持ちならこの河

を下っていくとパリに着くでしょう。そう、ヨンヌ河はセーヌ川へと名前を変え

るのです。そしてこの散歩道に沿って、公園を抜け、噴水とお花を見ながら

歩を進めるとまたもとの場所に戻ってきます。 

この散歩道で４月３０日から５日間だけ開催されるイベントが、 

La Foire(ラ・フォアール)といって、中世に起源を発する、商人たちの販売促

進のための大市場なのです。サンスでは第二次世界大戦の後、まだ大きな

スーパーや、年中開いているお店がなかったころ年に一度の大きな市場で

必要なものを買い出していたんですって。散歩道をグルっと一周、すべて屋

台が埋め尽くし、それぞれがそれぞれに思うものを売るのだそう。これがブ

ルゴーニュで一番大きな市場だそうで、みんなもう、ソワソワ。 

もともとはそう言った市場だけだったのでしょうけど、それに便乗して移動

遊園地もやってきて（なんとなくイブ・モンタンの映画ギャルソン！！を思い

浮かべます）、こちらは市場が開く前からすでに営業中！！観覧車、絶叫

系、回る系などそんなに多くはないのですが、驚いたのは電飾のすごさ

…！それとグルグル大きく高く回っている絶叫系アトラクションの真下を通

行人が行き来しているのです。なかなか日本では見ない光景…危なっかし

いですもんね。違った意味で絶叫してしまいそうです。 

この時期は、みんな家族、友人、新しい彼女、彼氏と連れ立ってお菓子を

食べたりゲームをしたり楽しそう。そうそう、このゲーム、日本ではゲームセ

ンターでよく見るコインゲームだったり、ユーホーキャッチャーだったり、エア

ーホッケーだったり。意外とお馴染みのものばかりなのです。なんとなく、図

らずも日本にいるような気分になってしまいました。 

 
＊＊＊ ガンバレ、外大卒業生！ ＊＊＊ 

海外便りフランス編 

寺尾恵さん 

La Foire 春のお祭り 

 

 

 

 

 

木々が一気に芽吹く春 

 

 

 

 

サンスの歴史はローマ時代の 

円形城壁の町 

 

 

 

マロニエ並木のヨンヌ河 

パリに入るとセーヌ河に 

 

 

4月 30日から 5日間 

ブルゴーニュ一番の大市場 

 

 

 

移動遊園地もやってきて・・・ 

 

 

 

 

コインゲームに日本を思う 

 



活動メンバー紹介 

 
 

今回は、昭和 40年度英米語学科卒業の横瀬英祐さんです。 

S40年英米語学科卒、山岳部、スペ研の二股の欲張り部活とバイトで結構
多忙な学生生活でした。音響･映像メーカー勤務時期にはアフリカ、中近

東、中南米、オセアニア・東南アジア、ヨーロッパ（英国駐在）を各 4年間ず
つ担当。バブル期には縁あって海外不動産開発関連の会社に移り、銀行

融資担当と投資家からなる団体に海外現地物件を紹介と折衝。バブル終

焉期から監査法人オフィスで海外事業関連のコンサルタント業に従事中、

オーストラリアでのカジノ・ホテルリゾートプロジェクトを担当しカジノビジネス

を垣間見る。日本でのカジノ解禁を夢見て（？）アジア唯一のカジノ用品メー

カーである現在の会社に入り 2002年には東京都庁舎内で石原都知事の
肝いりで日本初の自治体主催のカジノイベント開催に参画を担当、以来本

業の傍ら各自治体･団体と共にカジノの日本の観光資源化への活動中。カ

ジノ法案の国会審議への進捗を期待し今日に至っています。 
 
余談ですが、海外出張の一つの楽しみとしては、（旧い話になりますが）今

の時代の様に携帯電話、ＦＡＸやＥ－メールもなく使用できるのは週末は送

信不便なテレックスか超高価な海外電話位であり、それを幸いに出張先で

はビジネスと無関係な観光地や史跡へと足を延ばすことができました。現

代は便利になったがある意味不便（？）になった様です（笑）。日本に居て

海外現地とのレターや電話だけでは解決困難なため出張となるわけで、難

交渉に備えて事前にあれこれ作戦を想定するのですが初期の頃は体調の

せいもあり現地ではその半分も機能できず途方に暮れました。その内に自

分なりに会得したことは「快眠、快食、快通（些か尾籠ですが）の三つを優

先すれば仕事は何とかなる」の実感でした。 
 
今思えば転社や転職を経てきましたが海外関連がライフワークになってい

る点はやはり外大出身の証かと思われます。お陰で諸国の多彩な文化、

価値観、モノの見方を味わい、啓蒙され又それを通して日本を見ることがで

きるのは自分の大きな財産であり次の世代へ何らかの形で伝えられればと

願っています。卒業生の皆さんにも海外に限らずご自分が体験した事で発

見や会得した情報や智恵等様々な形でお持ちのはずでありそれらを同じ学

窓という縁の仲間･後輩とシェアーできる様な場として校友会は有意義な存

在と思いますので益々の発展のために東京支部の一員としても協力して参

ります。 
「もし、私にコンタクトの場合はどうぞこちらへ、yj17200@yahoo.co.jp」 
 
 

＊＊＊ 活動メンバー募集中 ＊＊＊ 

 

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。 
 

活動メンバー紹介 

昭和 40年英米語学科卒業 

横瀬英祐さん 

 

 

 

 

山岳部、スペ研、バイト・・・ 

多忙な学生生活 

 

 

 

海外事業関連のコンサルタント 

カジノビジネス 

 

 

 

送信不便なテレックス 

高価な海外電話の時代は 

海外出張も楽しめて・・・？ 

 

 

 

 

 

 

外大出身の証 

海外関連のライフワーク 

 

 

自分の体験を同じ学窓の仲間 

とシェアーできる校友会 

 

 



 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝事務局便り＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

校友会東京支部のニュースレターは13回目、2年目に入りました。 

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

毎年7月に開催される東京支部総会・懇親会に向けての活動も開始さ

れ、いろいろなお楽しみプランを紹介させていただいております。 

引き続き現役学生と卒業生、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たいと思います。 

皆様の更なるご協力をよろしくお願いいたします。 

皆様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 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

事務局 
103－0024 
東京都中央区日本橋小舟町 
2-9 カーサ日本橋ビル 7階 

  ㈱グローバルメディア内 
電話 
０３－５６２３－６５５０ 
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 
 


