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ごあいさつ

創部５０年  先輩から後輩へ 歴史脈々と

　関西外国語大学 ESS は、「外大に ESS が無い

のはおかしいやないか」と周りの学友に声掛け

して創部した 1966 年から今年で満 50年の節

目を迎えることができました。幾多の先輩から

後輩へと脈々と引き継がれてきた 50年の重み

を想うとき、創部に参画した者として誠に感慨

深いものがございます。この間、多くのOBOG

が国内外の多方面で活躍していることを耳にす

るにつけ誇りに思うのです。

　一方、EFEL は、創設以来暫し活動を休止していた期間がありましたが、

2009 年に有志一同により再出発を果たし、現在では関東、関西、中部、

中国・四国、九州の 5大ブロック会を有し、会員も 250 名を超すまでに

なりました。OBOGのネットワークは ESS・EFEL にとって重要な資産で

ありますので、更なる会員の探索を続けて参る所存です。

　この節目の年を機に、ESS をより魅力的な部にし、更なる発展を期する

ために EFEL は何をなすべきか、昨年の EFEL 総会時に催された「パネル

トーク 2015」を経て、記念事業を立ち上げ推進することになりました。

具体的には、①50周年記念式典・祝賀会の開催、②ESS 創部 50周年記念誌

の刊行、③現役 ESS 活動を中長期的に支援するための「EFEL 基金」を設立、

④EFEL 会員による現役 ESS 諸君の就職活動の支援であります。

　本出副会長が ESS 創部 50周年記念実行委員長に就任し、「ESS50 年の

歴史を記録し、次世代につなぐことは我々の使命である」との並々なら

ぬ熱意で、記念誌の編纂に当たられ、今日の刊行を迎えたことに感謝を

申し上げます。また、3つの分科会に分かれて記念事業に取り組んで頂

いた実行委員諸氏にも心から敬意を表したいと思います。

　結びに、関西外国語大学は昨年に創学 70周年、さらに本年は学部創設

50周年を迎えられ、その記念事業として「御殿山キャンパス・グローバ

ルタウン構想」を発表されました。これまで永年にわたる ESS・EFEL に

対する格別のご支援に心から感謝を申し上げますとともに、関西外大の

ますますのご発展をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

ESS 初代部長 ・ EFEL 会長

根来　繁雄



ごあいさつ

歴史に感謝  ESS の明日に向かって

　英語研究会（E.S.S.) は、今年、創部 50周年

を迎えることができました。これもOBOG方

のご支援と、営々として続けてこられた先輩方

の努力のおかげでございます。

　皆様のご厚情に、心より感謝いたします。

　振り返りますと、入部当初の私にとって、

ESS の意義とは、ただひたすらに英語力を向上

させたいという思いに過ぎませんでした。

しかし、現在はそれ以上の意義を見出すことができたと思います。

　OBOG、先輩、同期、後輩という ESS での繋がりを通じて気づいたこ

とは、ESS というクラブに対する認識はどの世代であっても、環境が変

化していても、皆同じであるということです。

　英語力向上の場はもちろんのこと、大学生活の自分の居場所、自分を

成長できる場所。単に勉学だけでなく、関西外大での大学生活を有意義

に過ごすことができるのが ESS でありクラブであることは、50年を経

った今でも変わりません。

　ただ、現状では多くの学生が留学を志望し、それを実現するために

学業に奮闘する中、実際に学業とクラブを両立させるには難しい環境に

あります。これは留学志向が強い ESS 部員にとっても大きな課題です。

　ESS、クラブとしての意義は創部以来変わらずとも、その世代に合っ

たクラブ生活の在り方を見つける必要があります。私たちは 50周年を

一つの節目として感謝し、過去を見つめ直し、これからの ESS を考える

契機にしたいと思います。

　結びに、創部 50周年記念事業ということで、ESS に対する活動支援

事業の一環として「EFEL 基金」を立ち上げいただきました EFEL の先輩

の皆様、またいつも温かく見守って下さっている大学関係ならびにチュ

ーターの先生方、本当にありがとうございます。感謝を申し上げます。

　50年の歴史を胸に、心新たに ESS の発展に努力を重ねてまいります

ので、一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ESS 第 50 代部長

鈴木　真由



ご祝辞

ＥＳＳ 創部 50 周年に寄せて

　関西外国語大学 ESS（英語研究会）、そして、

その同窓会組織である EFEL にお集まりのみなさ

ま、ESS 創部 50周年と記念誌の制作、誠におめ

でとうございます。　

　本学もことし、大学開学半世紀を迎えました。

　ESS が草創期から大学と共に歩み、歴史を刻んで、誇りある伝統を築い

てこられたことに深く敬意を表します。また、大学の成長・発展にも、多

大のご貢献を頂いていることに厚く感謝申し上げる次第です。

　ESS の創部は、大学開学間もない昭和 41年 4月でした。3年後には部員

数が 200 人を超え、以来、英語弁論大会やディベートコンテストで多くの

入賞者を輩出する一方、英語劇などを通じて、外大生の英語力を学内外に

アピール、その存在感を遺憾なく発揮してこられました。ESS の活躍は、

外大躍進の原動力ともなったのです。

　EFEL は昭和 43年、枚方学舎短大 1期生の卒業と同時に誕生し、一時は

活動も下火になっていましたが、平成 21年 11月にＯＢ、ＯＧのみなさま

が再結集。いまでは会員数 250 人余、全国に 5つのブロック会を持つ組織

に変貌されました。また、現役部員をサポートすべく、「ESS 支援基金」を

創設するなど、活発な活動を展開されており、私どもとしましても有り難

く心強く感じています。

　本学は大学 50周年のこの春、「御殿山キャンパス・グローバルタウン」

の建設に着手しました。学研都市キャンパスの英語国際学部を全面移転す

るとともに、留学生宿舎を集約した７百人規模のセミナーハウスを建設し、

スケールの大きな国際交流空間を創出して、グローバル人材の育成に貢献

してまいる所存です。

　大学はいま、サバイバル時代に入ろうとしていますが、私どもはこれを

梃子に困難な時代を乗り越えてまいる決意です。ご支援、ご指導をよろし

くお願いいたします。

　記念誌は印刷物ではなく、デジタル版で出されるとお聞きしました。海

外在住の会員の方々へのご配慮だそうで、みなさまがワールドワイドに活

躍されていることを改めて実感しております。ESS、並びに、EFEL の一層

のご発展、そして、みなさまのご健勝とご活躍をお祈りし、ご挨拶といた

します。

関西外国語大学理事長

谷本　榮子



ご祝辞

ESS 創部５０周年、 さらなる発展を

　このたびは、関西外国語大学と共に歩んできた

ESS が創部 50周年を迎え、その歴史を紡いでこ

られた元部員の先輩方と現部員の皆様に心よりお

喜びを申し上げます。

　今、私の手元には、2007 年 8月からの当時の

部員の方々とのメール記録がございます。まさに

「光陰矢のごとし」で、チューターの重責をいた

だいて 9年目を迎えます。

　その間、真摯に、前向きに明るく前進する部員の方々を見るにつけ、日

々の多忙さに流されてしまいがちな日々に大いなる活力をいただいた事も

多々ございます。また、何度か合宿もご一緒させてもらいましたが、入部

時の様子と、合宿での大きく成長した姿の違いにいつも驚嘆いたします。

　これは普段の学校での学業に加え、ESS のセクションでの活動や、諸大

会に際しての厳しい練習や準備、また学園祭などの大きなイベント前の練

習など、常に時間と体力の管理や、自己規律を守りながら生活する事で初

めて生まれてくるものと思います。

　また、この背景には部員の方々の高い理想や高邁な価値観があるからで

はないかと察します。さらに大きくは、EFEL を通じて多くの先輩方のご

支援の賜でもあります。この場をお借りし、心より御礼を申し上げます。

　昨今、校務や私事が相まって多忙な時期が多くなり、普段は ESS の方々

とは、教室の使用願いに押印する事が部員の方々とのささやかな「ふれ合

い」となっておりますが、ESS の皆様の前向きな姿と笑顔を心のアルバム

に飾り、たまに開いて元気を頂いております。

　ESS はこれからも偉大な先輩方や多くの方々のご支援のもとで、関西外

大と共に歴史を邁進していくものと存じます。EFEL の皆様と現部員の、

さらなるご活躍とご多幸を祈りつつ、御礼とご挨拶に代えさせていただき

ます。今後とも、何とぞよろしくお願いいたします。

　

ESS チューター ・

関西外国語大学 短期大学部教授

浅田 忠久
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ESS 50 年の歩み

1 希望の船出（1966 年～ 1973 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

1966（昭和 41年）　根来繁雄 開校間もなく数人がチラシ配布で部員募集。4月
English Studying Society 創部される。初のミニ
夏合宿、天見（河内長野）で。希望の船出。

1967（昭和 42年）　根来繁雄　　通訳ガイド、Pronnunciation、ドラマ、ディス
　　　　　　　　　　　　　　　　カッション、スピーチの５セクションで活動。
                                                        冊子「E.S.S」創刊号発行。小豆島で夏合宿。

 　　3月、第三次中東戦争勃発。
    　東南アジア諸国連合（ASEAN）結成。

1968（昭和 43年）　根来繁雄　　枚方学舎の短大生の第一期卒業時に ESS 同窓会
　　　　　　　　　　　　　　　  EFEL がスタート。
                                                        夏合宿（小豆島）外国人・日本人教授６名同行。
　　　　　　　　　　　　　　　来校中のアーカンソー大学学生と交流。大学祭
　　　　　　　　　　　　　　　　のテーマは「日本とアメリカ」。

アーカンソー大学と提携、学生らが来校。
12月、川端康成がノーベル賞受賞
12月、３億円事件

1969（昭和 44年）　野口定幸　　セクション制を全面変革。文学、社会学、政治
　　　　　　　　　　　　　　　　経済、歴史、宗教、言語学。夏合宿（信州）で
　　　　　　　　　　　　　　　　日本語 10円の罰金。   

全国で学園紛争。学生が東大安田講堂を占拠
7月、関西外大でも全学スト。混乱する。
7月、アポロ 11号が人類初の月面到着

1970（昭和 45年）　余崎洋一　　セクション制学部は文学、社会学、政経、歴史、
　　　　　　　　　　　　　　　　宗教の 5つ。短大はドラマ、通訳ガイド、ディ
　　　　　　　　　　　　　　　　スカッション、実用英語の 4つ。
　　　　　　　　　　　　　　　　若狭にて夏合宿。（4月に 1期生が卒業）。アポ
　　　　　　　　　　　　　　　　ロ月面着陸を同時通訳した・国弘正雄氏（後の
　　　　　　　　　　　　　　　　衆院議員）を招請して講演会を開催。

1969.7.20 月面の静かの海着陸1969 年、スピーチ＆ディベートコンテスト（写真・大嶋哲氏提供）

大阪で万国博覧会が開催される（183 日間
で 6421 万人が入場した）。
3月、よど号ハイジャック事件発生。
4月、ビートルズ解散。
11月、三島由紀夫が市ヶ谷で割腹自殺。

1971（昭和 46年）　神山義若　　第１回関西外国語大学長杯英語弁論大会を開催

　　　　　　　　　　　　　　　　セクション制は継続。学内から出て外部の大学
　　　　　　　　　　　　　　　　との英語交流を推進するも実現に至らず。
　　　　　　　　　　　　　　　　夏合宿（野尻湖 7月）。学祭ドラマは、ベトナム
　　　　　　　　　　　　　　　　戦争終結の動きを受け「パリ講和条約」。

片鉾キャンパスに図書館完成
8月、ニクソンショック（米ドル紙幣と金
の兌換を一時停止＝ドルショック）
8月、江夏豊投手オールスターで 9連続三振

1972（昭和 47年）　中川隆司　　部長途中で交代。他大学（大阪工大、大阪電通、
　　　　　　　　　　東南元明　　京都外大）と joint meeting 開催。（議題「日中
　　　　　　　　　　　　　　　　国交について」）。近畿地区私立短大スピーチコ
　　　　　　　　　　　　　　　　ンテスト（Daily Mainichi News 主催）で ESS 短
　　　　　　　　　　　　　　　　大生が 2位獲得。春合宿（小豆島）、夏（池の平）

関西外大国際文化研究所（IRI) を開設
1月、グアム島で横井庄一さん発見、28年
ぶりの帰還をはたす。
5月、沖縄が本土復帰。
7月、高見山が外国人力士で初優勝。

1973（昭和 48年）　矢吹和夫　　第１回五大学英語弁論大会が開催される。
                                                          プール学園、大阪教育大学と joint meeting を行
　　　　　　　　　　　　　　　　う。議題は「高齢化、国際通貨危機」。春合宿
　　　　　　　　　　　　　　　　（白浜 5日間）、夏合宿（長野 6日間）。

関西外大大学院（修士課程）を設置
7月、ドバイで日本赤軍がハイジャック事件。
10月、第 4次中東戦争でオイルショック
11月、読売巨人軍がV9達成。

4月、関西外大片鉾で 4年生大学開学。
　　　中国で文化大革命始まる。
6月、ビートルズ来日（世界公演 2国目）



ESS 50 年の歩み

2 萌芽の季節（1974 年～ 1980 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

1975（昭和 50年）　脇谷和夫 9セクションは変わらず（学部＝宗教、政経、
文学、社会学、歴史／短大＝ドラマ、ディスカ
ション、実用、通訳ガイド部）。春合宿は福井県
三方五湖、夏合宿は長野県野尻湖。

学園創立 30周年
3月、山陽新幹線開業
4月、サイゴン陥落でベトナム戦争終結
10月、広島東洋カープが初優勝

1975 年、春合宿の福井県三方五湖での集合写真（水野明洋氏提供）

1976（昭和 51年）　水野明洋 創部 10周年。ディスカッションセクションを
新たに設置学部、短大も参加可。そのた学部＝
政経、文学、歴史／短大＝通訳ガイド、ドラマ、
実用英語、春合宿（淡路島）　夏合宿（兵庫県、
130 名以上の参加）、Joint meeting with 同志社、
立命館、プール。

片鉾学舎にクラブ館完成
1月、ヤマト運輸が宅急便をスタート
4月、中国で天安門事件
7月、ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕

1977（昭和 52年）　吉川佳孝 セクションは学部が政経、文学、歴史、ディス
カッション。短大が通訳ガイド、ドラマ、実用
英語、ディスカッション。京都大学と Joint 
Discussion、五大学、ガイドコンテストを実施。
春合宿は広島へ。夏合宿は福井へ 140 名が参加。

関西外大ハワイ校開校
9月、ダッカで日航ハイジャック事件
9月、王貞治ホームラン 756 号世界新記録　

1978（昭和 53年）　藤沢央明 ハワイ校で国際シンポ　ライシャワー氏ら出席
4月、キャンディーズが解散
5月、成田国際空港が開港
8月、日中平和友好条約調印

1979（昭和 54年）　田中博之 部員数 98名。スピーチ、ディベイト、ガイド
セクションを導入。全国でのコンテスト参加を
目標に他大学との交流が活発に。夏合宿軽井沢。
短大＝ディスカション、通訳ガイド、実務英語、
ドラマ／学部＝ディスカッション、文学、歴史、
政経。活動主体は、セクション活動 ( 週 4回）
とGrade Meeting by English everyday in lunch time

1 月、アメリカと中国が国交樹立
2月、イラン革命、ホメイニ師が指導者に
3月、スリーマイル島原発で放射能漏れ事故
7月、ソニーがウオークマンを発売
11月、第 1回東京国際女子マラソンが開催

1980（昭和 55年）　山下純一 学祭のテーマ「You break the Ice」。セクション
は通訳ガイド、文学、ドラマ、歴史、実用英語、
政経、　ディスカション）。春合宿（鳥取）夏合
宿（長野県志賀高原）

谷本多加子理事長死去、谷本貞人氏が理事長
7月、モスクワオリンピック開幕
12月、日本の自動車生産が世界一に
12月、ジョンレノン銃殺される

1974（昭和 49年）　渡嘉敷良一　   9 セクション（学部＝宗教、政経、文学、社会学、
　　　　　　　　　　　　　　　　歴史／短大＝ドラマ、ディスカション、実用英語、
　　　　　　　　　　　　　　　　通訳ガイド）で活動。京都外大と joint meeting
　　　　　　　　　　　　　　　　テーマは「エネルギー危機」。春合宿は小豆島。

初の女子留学生を派遣
3月、小野田元少佐ルパング島で発見。
8月、宝塚で「ベルサイユのばら」初演。
8月、ウオーターゲート事件ニクソン氏辞任。

部員数約 200 名。学部＝ディスカッション、政
治経済、文学、歴史／短大＝ディスカッション、
プラクティカル、通訳ガイド、ドラマ）。五外大
スピーチ、学祭展示、系統祭での講演会（竹村
健一VSクラーク博士）。ドラマコンテスト。京
都大学、神戸外大、立命館大学、大阪経済大学、
大阪教育大学との対外ジョイントディスカッシ
ョン、ガイドコンテスト。春夏（長野）合宿
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3 交流の拡大（1981 年～ 1988 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

1983（昭和 58年）　丸尾明公
　　　　　　　　　　松尾健三

ドラマが学部・短大合同セクションとなる。
ほか学部＝ディスカション、政経、文学、歴史
短大＝ディスカション、通訳ガイド、実用英語）
合宿；（春和歌山、　夏信州）、ディベートコンテ
スト（神戸外大）、　ジョイントディスカション
（立命館、同志社）、五外大英語弁論大会。

9月、外国人留学生が 100 人を超える
7月、任天堂がファミコンを発売
8月、フィリピンでアキノ議員が暗殺
9月、大韓航空機撃墜事件

1984（昭和 59年）　井端義人 8セクション。政経、ディスカッション、文学、
歴史、ドラマ、通訳ガイド、実用英語、短大ディ
スカッション 。ランチタイムにグレードミーティ
ング。神戸外大とディベート、All Japan Open
 Joint Discussion。第 11回五外大英語弁論大会。
第 38回全国大学英語弁論大会。春合宿（岐阜）
夏合宿（志賀高原）。

4月、穂谷キャンパスが完成
1月、アップルコンピューターがMac 発売
10月、インディラ・ガンジー首相暗殺
12月、イギリスと中国が香港返還を合意

1987（昭和 62年）　仙台謙三

創部 20周年。学部が政経、文学、歴史、ディス
カッション。短大が通訳ガイド、実用英語、ディ
スカッション。ドラマは学部・短大で上演。第 13
回五外大英語弁論大会では 2位（Fukue Suzuki)
と 3 位（Katsunobu Okano) に。

関西外大ハワイキャンパス 10周年
9月、ダッカで日航ハイジャック事件
9月、王貞治ホームラン 756 号世界新記録　

学部＝ディスカッション、政経、歴史、文学、
短大＝ディスカッション、通訳ガイド、実用英語
に分かれて活動。ドラマは学部・短大で上演。
神戸外大と定期ディベート。第 18回レシテーシ
ョンコンテス、根来杯ディベートを開催。第 14
回五外大弁論大会ではMegumiUchiyama が 2位に。

1988（昭和 63年）　米田寿朗 セクション制度に変化はなく、活動に励む。ドラ
マは共同で制作。神戸外大と定期ディベート開催。
第 19回レシテーションコンテスト、根来杯ディ
ベートを開催。

3月、枚方学者の新教室棟完成
3月、青函トンネル開業。24年の歳月と
7000 億円の費用を投じた。

1985（昭和 60年）　牧　博則 11月、学園創立 40周年記念式典
3月、つくば万博開催
9月、G5プラザ合意、円高で 100 円台に

1986（昭和 61年）　渡辺　功
6月、フルブライト教育交流視察団が来学
２月、フィリピンのマルコス大統領失脚、
アキノ大統領が就任。　　　　           
４月、チェルノブイリ原発事故が発生

1981（昭和 56年）　細川幸治 学祭テーマ「Be ourselves」。西山千（ソニー国
際事業部取締役）からのメッセージ入手。関大と
ジョイントディスカション、ディベートコンテ
スト（神戸外大）。春合宿（和歌山県）　夏合宿
（長野県志賀高原）。

４月、スペースシャトル「コロンビア」打ち上げ
７月、ダイアナ妃とチャールズ皇太子が結婚

1982（昭和 57年）　吉田昌則 ８セクション。学部＝ディスカション、政経、
文学、歴史／短大＝ディスカション、通訳ガイド、
ドラマ、実用英語で活動。合宿は、春 ( 鳥取）と
夏。神戸外大でディベートコンテスト。五外大
英語弁論大会。

９月、谷本国際交流記念館がオープン
２月、ホテルニュージャパン火災
６月、東北新幹線、11月上越新幹線が開業
８月、CDプレイヤーが発売される

部員は約 110 名。セクション活動は活発に展開。
第 16回学長杯英語弁論大会ほか定例のコンテス
トには積極参加。。大学祭のドラマでは” Touch 
of Fancy'' を上演。通訳ガイドセクションは「日
本学生ガイド連盟」に加盟して腕を磨く。春合
宿は和歌山。夏合宿の志賀高原ではみんなで歌
った “We are the world'' が想い出。
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４ 留学が伸張（1989 年～ 1994 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

1991（平成 3年）　  南　乃予 9月、外国人留学生が 100 人を超える
1月、多国籍軍がイラク空爆、湾岸戦争
12月、ソビエト連邦崩壊

1992（平成 4年）　  野崎泰弘
                 　　　　　鈴木雄二

1994（平成６年）　   国生大作

セクション＝スピーチ、ディスカッション、ディ
ベート、政治経済、ガイド、ワールドスタディン
グ、ドラマ、アフターリーディングディスカッシ
ョン。学園祭にて英語人形劇「美女と野獣」実施。
合宿で他セクションを体験「コース活動」復活。
文化会の行事に積極的に参加。文化会会長賞受賞。

3月、片鉾学舎新図書館が完成　竣工式に
米国 6大学の学長が出席
5月、南ア・ネルソンマンデラが大統領に
9月、関西国際空港が開港

2月、片鉾学舎本館棟が完成
3月、のぞみ運行開始・山形新幹線開通　
4月、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争始まる

1993（平成 5年）　  斉藤周一 9月、短大開設 40周年、大学院開設 20周
年、国際交流 25周年の記念式典
1月、EU（ヨーロッパ連合）発足
6月、皇太子殿下と小和田雅子様の結婚
12月、法隆寺、姫路城など初の世界遺産に。

良きライバル IGC とサッカー大会 1993 年夏合宿で（写真はいずれも斉藤周一氏提供）

部員間、クラブに対する考えや認識の多様化が進
む。自宅Vs 下宿、留学希望 Vs 非希望、アルバイ
トをする・しない…など。クラブへの帰属意識や
価値観が変わりだした 92年。活動の自由度を大
幅に高め、世界研究セクションやガイドセクショ
ンが誕生。ESS の魅力や意義を見直す時期だった。　

1990（平成２年）　  中塚裕己
　　　　　　　　      平井孝二

10月、海外単位互換協定大学が 100 校となる
11月、東西ドイツが統合

1990 年のジェネミ（General Meeting）にて（写真は中塚裕己氏提供）

新たにディベート、スピーチセクションを設立。
英語で様々なことを勉強するだけでなくディス
カッション、ディベート、スピーチなどスキル
力向上を目指す。ホノルル市長杯、五外大、シ
カゴ・大阪の姉妹都市コンテストなど対外活動
に積極的に参加。留学希望者が増えて来たこと
から、２・3回生でもクラブを辞めず留学できる
体制に変更。

▲

初めての女性部長が誕生。同時に ESS の運営が
転換期を迎えた。留学制度を利用する部員も多
く、クラブに対する価値観が多様化する。クラ
ブに在籍したまま留学→3回生の部活への参加
が激減する→ 2 回生と力を合わせて運営。

1989（昭和 64年）　松原忠典
　　　（平成元年）　　渡辺弘一

歴史セクションは部員不足にて廃止。学部＝ディ
スカション、政経、アフターリーディングディス
カッション。短大＝ディスカッション、通訳ガイ
ド、実用英語。神戸外大と定期ディベート
All Japan Open Joint Discussion, English Oratorical
 Contest と五外大弁論大会。 春合宿は東鉢伏。

2月、学生派遣と受入数が年間 1000 人の大台
　　　を超る。国際交流スタートから 20年目。
1月、昭和天皇崩御、元号を「平成」と改める
2月、ソ連軍アフガニスタン撤退
11月、ベルリンの壁崩壊

部員の留学準備とクラブの両立は比較的出来てい
た時期 ( 逆に生かしていたと思います )。通常活
動以外にも文化博覧会時に、演出、発音の完璧な
ディズニー英語人形劇が大好評を博す。
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5 中宮学舎へ（1995 年～ 2002 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

2000（平成 12年）    石井　陸 部員数約 70名。秋に After reading  discussion 
と Politics & Economic Sectihon を廃止、学長杯
スピーチコンテスト、メルボルンスピーチコンテ
スト。春（兵庫県三方）、夏（三重県赤目）合宿。
６セクション（Debate,  Drama,  Discussion, Guide, 
Speech, World Studies)

5 月、中宮キャンパス起工式
6月、朝鮮半島、初の南北首脳会談
9月、シドニー五輪、高橋尚子が金メダル

2001（平成 13年）　小山博之

2002（平成 14年）　小田政和

12月、中宮キャンパス竣工
3月、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園
4月、小泉内閣が発足
9月、ニューヨークで同時多発テロ

部員数 70名以上。English Oratorical Contest、
春合宿（兵庫県八北高原）、夏合宿（三方五湖）
Recitation Contest(For Freshmen),  Presidential 
Cup Speech Contest, 6 セクション＝Discussion, 
Debate, Drama, Speech, Guide,  World Studying, 　　

1997（平成 9年）      名和秀紀 谷本貞人理事長が ESSOB 会の名誉顧問に就任。
部員数 96名、春合宿（琵琶湖）夏合宿（三重県
二見ヶ浦）。8セクションで活動（After Reading 
Discussion,Discussion, Drama, Speech, Debate, 
Guide,Politics & Economics, World Studying）

1998（平成 10年）    吉田崇之 2月、長野オリンピック開催　
4月、明石海峡大橋が開通
9月、  Google 設立　
映画「タイタニック」ブーム

8 月、第 2国際交流セミナーハウス完成
8月、チアリーディング部パイレーツ全国優勝
7月、香港がイギリスから中国に返還
8月、ダイアナ妃パリで交通事故で死去

春合宿（兵庫県八北高原）、夏合宿（小豆島）。
8セクション＝After Reading Discussion,Discussion, 
Drama, Speech, Debate, Guide,Politics & Economics, 
World Studying で活動。コンテストも多数出場。

1999（平成 11年）  白川由美子 10月、ノーベル賞作家セラ氏に名誉博士号
1月、 ヨーロッパ単一通貨「ユーロ」発行
12月、パナマ運河、アメリカからパナマに返還

片鉾から中宮学舎へ

部員数約 80名。新入生約 30名入部。関西地区
他大学参加の学長杯スピーチコンテスト、メル
ボルンスピーチコンテスト、ホノルルスピーチ
コンテスト、毎日スピーチコンテスト、春 ( 兵
庫県八北高原）夏合宿、新入生向けジョイント
ディスカション（10他大学から 300 名が関西
外大へ）、五外大英語弁論大会。８セクション
（After reading Discussion ,Debate,  Disucussion, 
Drama,Guide,  Politics & Economics,  Speech,  
World Studies)

1995（平成７年）      山崎　晃 行事多数、All Japan Open Joint Discussion、5外
大弁論大会、Melbourne Cup Speech Contest、
Presidential Cup Speech Contest,、Joint Discussion 
with Stella Maris Women's College など。8セク
ション。合宿は春（吉野）、夏（石川）。

3月、片鉾学舎の総合体育館が完成
1月、阪神淡路大震災が発生
3月、地下鉄サリン事件が発生
11月、マイクロソフトがWindows 95 発売

1996（平成 8年）      野山太郎 創部 30周年、部員数 74名、Can-Do Spirit, All 
Japan Open Joint Discussion、English Oratorical 
Contest,Melbourne Cup Speech Contest、
Presidential Cup Speech Contest, 春夏合宿

4月、創立 50周年、学国際言語学部を開設
7月、 世界初のクローン羊『ドリー』誕生
12月、在ペルー日本大使公邸占拠事件発生

部員数約 80名。6セクション＝Discussion, 
Debate, Drama, Speech, Guide,  World Studying 
Sec., 学長杯英語弁論大会。春 ( 鳥取浜村温泉）
夏（奈良洞川）合宿。新しいキャンパスへの移
動。戸惑いと同時に新天地での活動に、嬉しさ
とやる気が混じっていた。 新しい学舎で ESS も希望の船出
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６ 未来へ挑戦（2003 年～ 2010 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

2008（平成 20年）   松本綾那 ホテルニューオオタニで ESS と OBの合同会議。
部員 130 名（新人生７0名）、Invitation from
Katano High School to teach Debate skill to the
students, Guide Section- World Tour Competion,
 穂谷学舎の ESS と学祭初の試み、セクション
＝ディベイト、ディスカション、ドラマ、ガ
イド、スピーチ。春夏合宿を実施。

5月、新理事長に谷本榮子氏
3月、チベットで暴動
9月、日経平均株価が 7,000 円を割り込む
10月、ノーベル賞で日本人 4人が受賞
11月、アメリカ大統領選挙オバマ氏が当選

2009（平成 21年）　高橋裕紀

2010（平成 22年）　森本和明 6月、谷本貞人総長の大学葬
1月、日本航空、会社更生法の適用を申請
4月、アイスランドで火山が噴火
10月、尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁
の巡視船が衝突

11月 21日、浅田忠久チューターを迎え再出発
を果たす。会則決定後、ESS 初代部長の根来繁
雄氏が EFEL 会長に就任。
この日は、関西外大も全学同窓会を同時発足。
部員 80名（新人生 50名）。セクション＝ディ
ベイト、ディスカション、ドラマ、ガイド、ス
ピーチ、春・夏合宿を開催。

谷本榮子理事長、EFEL 名誉顧問に就任。
EFEL 第 2回総会。関東・関西でブロック会を開催。
部員 100 名（新人生２５名）。セクション＝デ
ィベイト、ディスカション、ドラマ、ガイド、
スピーチ、春夏 ( 兵庫 4日間）合宿。
Tanimoto Presidential Cup of Speech Contest,　

EFEL 再出発を果たす ( 写真提供／石崎克佳氏）

2007（平成 19年）  賀儀山泰志 同窓会有志が谷本貞人総長を表敬訪問。部員 80
名（積極勧誘で新人生 40名入部）、
Motivation and the number of members are 
rising now。春夏合宿。Recitation Contest for 
Seniors,   Tanimoto Presidential Cup of Speech 
Contest , World Studies Section．

６月、日米中韓 4大使・総領事国際シンポジ
ウム開催
2月、 第 1回東京マラソン開催参加者 3万人
10月、郵政 3事業が民営化される

EFEL が再出発

2005（平成 17年）金谷真希子 11月、初のホームカミングーデー開催
　　　提携大学 50カ国に　
2月、中部国際空港が開港
7月、 ロンドン同時爆破事件

2003（平成 15年）　井上英樹 2月、「太陽光発電システム」が新エネ大賞
3月、「千と千尋の神隠し」が第 75回アカ
デミー賞長編アニメ映画賞を受賞。

2004（平成 16年）　田儀賢司 1月、自衛隊イラク派遣
8月、アテネオリンピック開幕
12月、スマトラ沖地震、22万人が死亡。

2006（平成 18年）    田中貴章 3月、谷本貞人理事長が旭日中綬章を受章
3月、第 1回 WBC が開幕
10月、フランス凱旋門賞にディープインパ
クトが出走

創部 40周年。Debate、Discussion、Drama、
Guide、Speech、WorldStudies の６セクション。
春合宿（和歌山・辻井旅館）夏（岡山・リバー
サイド湯郷）。Freshmen Discussion、Joint 
Discussion for Freshmen、五外大英語弁論大会
谷本学長杯等実施。4回生も部活参加。

学部と短大が合同で、6つのセクション活動＝
ディスカション、ディベート、ガイド、ドラマ、
スピーチ、ワールドスタディーズ。ワールドス
タディーズでは資料や写真を使ってプレゼンの
練習。

6セクション＝Discussion, Debate, Drama, 
Speech, Guide,  World Studying Sec., 学長杯英語
弁論大会ほか Recitation Contest。春、夏合宿。

Debate、Discussion、Drama、Guide、Speech、
WorldStudies の６セクション。部員数の減少で
春合宿は穂谷セミナーハウスで。夏は三重・太
田館。
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７ 百年へ船出（2011 年～ 2016 年）

　年（和暦）　　　  部 長　　　　　　　　活動概要（ESS＆EFEL）　　　　　　　　　　　　関西外大・日本と世界の出来事

2014（平成 26年）    志佐直子 EFEL 第６回総会。関東・関西でブロック会を開催。
中部 ( 名古屋）と中四国 ( 岡山）で初のブロック会。
新入部員 24名加入。部員数 74名。セクション
＝ディスカッション、ドラマ、スピーチ、OSC。

7月、JAL、ANAと産学連携締結
4月、消費税が８％に
9月、スコットランドで独立を問う住民投票

2015（平成 27年）    堤野紘明
　　　　　　　　　   鈴木真由

EFEL 第 7回総会。トークセッション開催。九州で
初のブロック会開催。役員会で 50周年事業決定。
ディスカッション、スピーチ、OSC。
ドラマ上演。部員の増強が課題に。

7月、創学 70周年御殿山キャンパス発表
3月、北陸新幹線開通
9月、ラグビーワールドカップ日本活躍
9月、安全保障関連法が成立

2016（平成 28年）    鈴木真由 EFEL 第８回総会。ESS 創部 50周年記念事業。
EFEL 基金設立、ホテル京阪京橋で祝賀会。50年
記念誌を発刊。
新入部員 21名加入。セクション＝ディスカッシ
ョン、スピーチ、OSC。他クラブとコラボでド
ラマを上演。

5月、オバマ大統領が広島訪問
6月、イチローが通算 4257 安打目を放ち
           世界一に
8月、リオデジャネイロ五輪開催。

3月、英語キャリア学部新設
2月、エジプト・ムバラク大統領が辞任
3月、M9.0. 東日本大震災が発生
　　　福島第一原発が大事故
12月、今年の漢字は「絆（きずな）」に

2011（平成 23年）　 堀田沙織

2012（平成 24年）  中島小百合 9月、中宮キャンパスに ICC 完成
5月、東京スカイツリーが完成

EFEL 第 4回総会。関東・関西でブロック会を開催。

EFEL 第３回総会。関東・関西でブロック会を開催。
新入生 46名加入。セクション＝ディベイト、デ
ィスカション、ドラマ、スピーチ、OSC.。
5 外大 ( 関西外大、神戸外大、京都外大、大阪大
学、天理大。外大祭でドラマ「メンフィズ」上演。

2013（平成 25年）    今井佑美 8月、中宮キャンパスに 7号館竣工
4 月、ボストンマラソン爆弾テロ事件
6月、日本の富士山が世界文化遺産登録
8月、スノーデン容疑者がロシア亡命

EFEL 第 5回総会。関東・関西でブロック会を開催。
Genya Morishita 副部長が大学祭の Greeting　
５セクション＝ディベイト、ディスカッション、
ドラマ、スピーチ、、OSC で活動。

【係から】本欄は、ESS の半世紀の歩みを年表にしてまとめたものです。大学祭時に発行される冊子
　　　　　「E.S.S] を送っていただいたり、当時の部長をされていた方々に連絡をとり、記憶を頼り
　　　　　に送っていただいた内容を取りまとめたものです。半年間にわたっての調査でしたが、
　　　　　すべての年代の歩みを掲載することができました。 ご協力をいただいた皆様方に心から
　　　　　感謝を申し上げます。スペースの関係で十分な情報量とはいえませんが、どうぞご容赦
　　　　　ください。なお、内容の加筆・訂正につきましては連絡を下さい。随時掲載いたします。

部員約 80名、新入生部員減少最近の傾向として、
自由参加のサークル活動に魅力、外人教師も多く
授業で英語を喋る機会が多く、ESS の魅力作りが
課題。6セクション＝ディベイト、ディスカショ
ン、ドラマ、ガイド、スピーチ、OSC（Oral Speed
 Communication)。春夏合宿、文化博覧会、学長
杯スピーチコンテスト、レシテーションコンテス
ト、ガイドコンテストなど。



希望にあふれ 船出

ESS 50 年の歩み
Part.1 第一章

1966 年完成したばかりの片鉾学舎 1号館

1970 年の夏合宿（信州。大嶋哲氏提供）



　50年前に関西外大に入学し、ESS を創部
し初代の部長を務めた根来繁雄（1970 年卒）
は、古希を迎えた今でも 10月末～ 11月に
なると満天の夜空の星を思い出す。
　家路を急ぐ夜道、肌に感じる冷気の感触が、
今でもからだに残っているという。
　「ああ、学園祭の季節だ」。
　夜遅くなると片鉾学舎から枚方駅までのバ
スは約１km離れた「甲斐田」バス停まで歩
かないと無い。暗い夜道の外気が頬や肩に伝
わる、あの冷たい感触は今でも忘れない。
　ESS の創部とその後の発展は、初代部長・
根来繁雄を抜きには語れない。つまり ESS
の「生みの親」であり「原点」だからだ。

　1966 年（昭和 41年）4月 20日の入学式
には、英米語学科とスペイン語学科に入学し
た学生 436 人と来賓、父母、教職員ら約千人
が出席した。まだ講堂はなく、なんと青空入
学式だった。
　当時を思い出して根来はいう。「英語を勉強
したい思いが先で、設備が整っていなかった
ことなど気にしたことは一度もない。我々は
１期生だから、先輩はいない。自分たちで何
もかも創造し、切り開くしかなかった。この
経験が実社会でも役立った」
　ESS が産声を上げたのは、1期生が入学して
間もない 1966 年春。
　「外大に ESS がないのはおかしい、ESS を作
ろう」と、根来が英米語学科 Bクラスの周り
のクラスメート数名に声を掛けたのが始まり
だ。自前でチラシを手作りし、配りはじめる
と、瞬く間に輪が広がり、短大生や他の部と
の掛け持ちも含めて 700 名近くが登録したと
いう。この中で常時、練習や合宿に参加して
いたのは、百数十～ 200 名だった。

　部の名前を ESS とした。そして English 
Studying Society に決まった。
　English Speaking Society ではなく、英語
を使って勉強しようという趣旨を重んじた。
外大創設の理念にある「実学重視」と重なる
のは、偶然ではない。
　クラブの構成を、Discussion, Speech, Drama, 
Pronunciation, そして Guide & General Inter-
pretation の 5セクションとした。関東の有
名私立大学の ESS を参考にしたという。
Guide &…を設けたのは、その需要も旺盛で
あったことと、部員争奪戦上 IGC と競うため
だった。

　バッジを作成依頼した先は、大阪の谷町と
上本町 6丁目の間ぐらいにあった徽章屋さん。
発案者はやはり部長の根来で、地球をイメー
ジした楕円形をベースに、E.S.S. を中心に配し、
その周りを Kansai University of Foreign Studies
で囲み、仕上げを七宝焼で決めた立派な作り
が好評だった。
　以来、ESS のバッジと旗ののデザインは、
50年間一度も変わっていない。
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ESS 創部　黎明の雄叫び（１）

バッジのデザインは 50年間不変

手作りチラシで部員を勧誘

1969 年、部室の前で先輩囲んで記念撮影（写真提供大嶋哲氏）

English Studying Society  希望の産声

（文中の敬称はすべて省略させていただきます）



　最初の本格的な合宿は小豆島だった。参加
したのは百数十人。バス 3台をチャーターし
た。ここでも面白いエピソードが残っている。
　土庄港の傍の国際観光ホテルに下見と相談
に出かけた。当初、人数の多さを信じてもら
えず、港から奥に入った親戚の小さい旅館を
紹介された。果たして、百数十人は真実であ
った訳で、翌年は逆にホテルから「是非、今
年もうちに」とセールスの申し出があった。
　２年目から毎年、機関紙「E.S.S.」を発行し
た。その費用は、枚方市駅や牧野本町周辺の
文房具屋さんから菓子店、食堂、電気屋、写
真屋さんなど様々な商店に協賛広告をお願い
してまかなった。
　街の商店主も学生を応援してやろうという
寛容なところもあった。印刷は、大阪駅梅田
の鉄道高架下の印刷屋さんにお願いをした。
当時では珍しく、英語の印刷を完璧にやって
くれた。
　学長をはじめとする大学の関係者、大学祭
で広告を協賛してくださった地域の人々や印
刷会社、合宿先のホテルなど、創部したばか
りの ESS は、実に多くの人々に支えられて船
出した。

　部活の実態は自主学習なので、マンネリ化
して活気がなくなる。そんなときは部の運営
についてアンケートをとった。
　1968 年は、ESS にとっても大きな画期と
なる年だった。8月に米国アーカンソー大学
と提携、初めて留学生を招いた。この時、根
来達学生代表数人は横浜港の大桟橋に出迎え
に行ったという。なんと当時は客船で来日し
たのである。ESS が中心になって日米の学生
交流を担った。同年代のネイティブと英語で
話せる。交流は、夜遅くまでセミナーハウス
で続いた。
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大学もESS の活動を全面支援

アーカンソー大学生を迎えて活気

ESS 創部　黎明の雄叫び（2）

　部員数が多かったので、放課後の練習場所
を確保するのが一苦労。根来達は、学生部を
窓口に部活の教室を確保するのが大仕事だっ
た。ここでも IGC と取り合いになった。大学
側も両部に配慮するのが大変だった。だが、
熱気にあふれる ESS と IGC の「良きライバル」
を育てなければならないと応援した。
　顧問の先生については、谷本多加子学長と
後に総長に就任される谷本貞人先生の支援で、
英語音声学の大家である兼弘正雄先生やお弟
子さんの村田茂敏先生が就任された。
　また、外国人顧問として米国人の Coy D. 
Conner 教授も顧問となり、ESS の合宿にも
積極的に参加をして下さった。

活動は、セクションごとで行われた。セクシ
ョンリーダーが切り盛りした。先輩のいない
部活なので、色々と知恵を出し合い創造性豊
かに手作りで築き上げていった。ガイドセク
ションは、とりわけ人数が多かった。その中
でもいくつかの小グループに分かれ英会話の
練習を繰り返して行った。

地元の街の人も、広告などで応援

アーカンソー大学から留学生が来校、国際交流の第 1歩となる
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大学祭に出版された冊子「ESS] の創刊号に、当時の谷本多加子学長と谷本貞人副学長がメッセージを

書いて下さいました。希望に燃える ESS への力強い” 応援歌” であった（資料提供：根来繁雄氏）

創刊号の表紙

ESS 創部　黎明の雄叫び（3）
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ESS 創部　黎明の雄叫び（4）

1968 年（昭和 43 年）の大学祭で発行された冊子「E.S.S] 第 2 号の 8ページに紹介されているコミッティーメンバー。

最上級生が 3回生だった。谷本多加子学長、谷本貞人副学長のほか、交流を深めたアーカンソー大学の教授や学生から

のメッセージも掲載されている。（資料提供、西村紀平さん＝1972 年卒）



　1960 年代半ばになるとベトナム戦争反対
などの運動を通して、学生運動が盛んになっ
てきた。
　1968 年頃から東大闘争、全学共闘会議
（全共闘）と呼ばれる運動形態が現れた。全
共闘は、それまでの全学連のような特定の政
治党派の影響が強い既存の学生自治会に拠る
運動とは異なり、党派や学部を越えたものと
して組織作られ、ノンセクト・ラジカルと呼
ばれる党派に属さない学生が数多く運動に参
加した。
　東京大学で始まった全共闘運動は 1969 年
には全国に広がり、国公立大学や私立大学の
大半が何らかの闘争状態・紛争状態となった。　
　

　関西外大も例外ではなかった。東大紛争を
契機に学園紛争が全国に広がり、関西外大で
も学生達によるストや校舎の選挙、教封鎖が
相次いだ。学生達はカリキュラムの改革など
民主化を求めて、谷本多加子学長と団体交渉
を要求した。
　4年生大学がスタートして間もない 1969
年のことである。まだまだ学校を充実させな
ければいけない時期に、なぜ学生達はわかっ
てくれないのか…谷本学長は説得を試みるが、
それから半年にわたって学校は試練を迎える。
　関西外国語大学 50年誌には次のように記
されている。
・1969 年（昭和 44年）5月学生が「学園の
　　民主化を要求。学生は「学生自治権の確
　　立」「正しい教育方針の確立」「教育内容
　　の充実」など三原則 10項目をスローガ
　　ンとした。
・7月 7日　  　全学スト決議
・9月 13日　　全学スト続行決議
・9月 22日　　大学側 10日間の休校発表

・9月 29日　　前期試験ボイコットのため教
　　　　　　　　室などバリケード封鎖
・10月 1日　　前期試験中止、1ヶ月の休講
　　　　　　　　を告示
・11月 1日　　授業を再開
・11月 4日　　全学スト解除

　創立間もない大学はこの紛争で、大きな打
撃を受ける。学生との話し合いによって外国
語学部として不可欠であった専門科目は 58単
位から 42単位へと大幅に減らすことになった。
このカリキュラムの編成が元に戻るのは、そ
れから 2年の月日を要したのであった。
　学園紛争は、多くの教訓も残すことになる。
翌年「関西外語通信」が創刊されるが、その
巻頭で谷本多加子学長は「学校と学生のコミ
ュニケーションが不足していた。人間関係の
信頼を樹立しなければならない」と訴えた。
　この間、ESS の仲間同士にも亀裂を生んだ。
一時期は動揺が広がり、学生運動に身を投じ
るものもあったが、大半のメンバーは、1日
も早い正常化を望み、セクションごとで集ま
ったり、仲間と連絡取り合ったりしながら、
活動は休むことなく続けられた。
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混乱期乗り越え、躍進へ

学内混乱、だがESS の活動は続いた

バリケード封鎖で授業が中止

大学紛争で混乱、ESS 休まず活動！

谷本多加子学長の銅像



　ESS の活動はセクションごとに分かれて行
われる。このセクション制度について ESS は
幾たびかの変遷を経験する。
　創部間もない時期は Guide & General Inter-
pretation、Pronunciation、Drama、Speech、
Discussion の 5セクションで活動を開始した。
　その後、創部 4年目に野口定幸（1971 年卒）
が部長の時、大変革が起こる。「英語のスキル
アップが目的ではなく、英語で何を学ぶのか」
の改変議論が巻き起こる。
　結果は、主に学部生を中心に文学、社会学、
政治経済、歴史、宗教といったカテゴリーの
セクションが誕生する。1970 年には学部がこ
の 5セクションと短大がドラマ、通訳ガイド、
ディスカッション、実用英語に分かれ、ESS に
は 9セクションが誕生する。
　当時は部員数が多く、9セクションであっ
ても欠員のでるセクションはなかった。時代
背景として、70年安保改定問題や学園紛争が
あったともいわれる。「もっと深く学問を通じ
て智を学ぶべし。大学は英会話を勉強すると
ころではない」といった議論が、夜遅くまで
続いたという。
　創部 10年、水野明洋（1978 年卒）部長時
代には、学部セクションにディスカッション
が復活する。この時も、役員間ではさまざま
な意見が交わされた。
　その後、セクション制度は年代によって、
また時代の要請によって変遷を遂げる。

　また、ディベートやディスカッションの分
野でも ESS は定期的に関西の他大学との交流
を続け、部活を通して語学力のスキルアップ
を果たしていく。中には、吉留智宏（2008
年卒）のようにディベートの世界大会の決勝
戦まで進む部員が出てくるまでになる。
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ESS 発展＆躍進

　学部１期生が卒業し 1970 年代から ESS は
発展期に入る。80年代にかけては、ESS の部
員数は 200 名を超える年度も出現する。部活
も大所帯で、活発になり 1971 年には、ESS
が主催で関西外国語大学学長杯英語弁論大会
がスタートする。今年で 44回を迎えるが、
ESS のメンバーが、毎年数多く上位を占める。
　また、創部 7年目の 1973 年には、関西の
五大学 ESS による「五大学英語弁論大会」
（大阪外大・京都外大・神戸外大、関西外大
の四外大と天理大学）が大阪外大で開催され、
第 1回目の大会で関西外大 ESS の戸上恵理子
（1975 年卒）がいきなり個人の部で優勝を飾
ったのをはじめ、スピーチコンテストの分野
では関西外大は圧倒的な強さを見せつけるこ
とになる。
　杉本洋之（1979 年卒）が 4回生で出場し
た第 6回五外大英語弁論大会では団体戦は 4
年連続、個人戦では第 1回以来、関西外大が
6回連続の優勝を遂げるのである。杉本は卒
業後、奈良県の中学で教鞭をとり、自分が育
てた生徒達を高松宮杯全国中学校英語弁論大
会に連れて行く。
　この他にも大阪―サンフランシスコ、大阪
―メルボルン両姉妹都市協会主催のスピーチ
大会でも優勝や、上位入賞が続き、数多くの
ESS のメンバーがその後も活躍する。

セクション制も時代とともに

スピーチやディベートコンテストで大活躍（写真提供・遠藤秀剛 氏）

スピーチ、ディベートで大活躍！

（文中の敬称はすべて省略させて頂きます）



　現在、関西外大は世界で 370 を越える大学
と提携を結んでいる。留学実績が全国No.1 を
誇る。年間 2300 人の学生が留学する。特に、
ESS に入部する学生は留学率が高い。
　1991 年に初の女性部長（第 25代）となっ
た南乃予は、運営の難しさを次のように語った。
　「部員のクラブに対する価値観が多様化して
きた。クラブに在籍したまま留学に行くこと
ができるようになった。そのために 3回生が
激減して、2回生と力を合わせて運営しなく
てはいけなかった。」
　今では、3回生になると ESS の部員はほと
んどが 1年間の海外留学にでる。そして留学
が終わると、今度は就職活動が始まる。結局
は ESS 活動は実質 2年間で終わってしまう。
　2012 年に部長を務めた中島小百合は「留学
だけでは得られない ESS ならではの活動を追
求する必要がある。伝統や部則は度外視して、
部員とともに全力で取り組んでもよいのではな
いか」と、現役生に熱いエールを送る。
　第 50代部長の鈴木真由（３回生）は「部則
を改正する。留学した部員が、経験を活かせ
て部活に反映できるような仕組みを検討して
いる」と抱負を語る。

Part.1  50 年の歩み

ESS 発展＆躍進 (2)

　創部 20年を越えるころには学部にディベ
ートやスピーチセクションが取り入れられ、
逆に政経や文学、宗教といったセクションは
部員が集まらずに、姿を消していく。
　2001 年の中宮学舎へ移転した時の、小田
政和部長時代には。6セクション（Debate、
Discussion、Drama、World Studies、Speech、
Guide、）に収斂される。
　2010 年代に入ってくるとWorld Studies
が消えてそれに替わって、気軽にネイティブ
留学生と話す機会の多いOSC（Oral Speed
 Communication）が登場し、この 5年ほど
は部員の一番多い、人気セクションとなる。
このように、セクション制度の変遷を振り
返ってみると、やはり、時代のニーズにあ
った部活のあり方が浮かび上がってくる。

　ESS の 50 年の歴史を振り返ってみると、
1990 年あたりから、部活動が少しずつ変化
を遂げていく。
　あれだけ毎年、多くの新入部員を受け入れ
ESS だが、次第に部員集めに苦労する年が増
えてくる。それは ESS だけではなく同じ英語
クラブの IGC にも同じことがいえた。ESS の
部長経験者の何人かは次のように振り返る。
（１）留学制度の充実で、部活より留学を優
　　先する部員が増えてきた。
（２）学生の意識の変化。クラブという縦社
　　会を嫌い、フラットな同好会を選ぶ。
（３）授業カリキュラムや英会話の機会が増
　　え ESS に入らないと英語のレベルアップ
　　が見込めない時代ではなくなった。
考えてみると、ESS 半世紀のうちの半分、約
25年は「ESS の新たな方向探しの時代」と
いえるかも知れない。

新しい方向探しの時代だ

キャンパスには海外からの受入の留学生も多い（写真提供・関西外大）

留学や意識の変化で部活も変化…

（文中の敬称はすべて省略させて頂きます）



2009 年冬のドラマ。穂谷 ESS と合作 2010 年ウエルカムパーティー。一緒に頑張ろう。

2012 年新入生歓迎会。野外でゲーム。 The Joint Discussion for Freshmen 2013

2014 年ドラマ、教室には観客があふれた

ESS 近年の活動フォーカス

2014 会議メンバーの合宿。京都で。



1973　　第 1回五外国語大学英語弁論大会で個人の部で戸上恵理子さんが優勝

1975　　第 3回五外国語大学英語弁論大会で団体優勝。個人でも西村公正、椋本修さんが
　　　　　1，2位を独占

1978　　第 6回五外国語大学英語弁論大会で個人の部で杉本洋之さんが優勝。関西外大は
　　　　　団体は 4連覇。個人は 6連覇

1979　　大阪・サンフランシスコ姉妹都市英語弁論大会で貫里弘幸さん優勝

1982　　第 5回全日本学生英語弁論大会で、貫里弘幸さんが準優勝

1982　　ホノルル市長杯第 12回全国青少年英語弁論大会関西地区予選で部坂吉信さんが準優勝、初の全国大会に出場

1983　　五大学英語弁論大会で団体優勝。個人で浅野明子さんが 4位

1983　　第 21回イングリッシュ・ドラマ・コンテストで山崎晴世さんが主演女優賞に輝く
　　　
1984 　　Intercollegiate English Debating Contest　西中誠治さん・清水雅彦さんがベスト 8

1984　　第 11回五外国語大学英語弁論大会で好村紀美さんが優勝。団体も 3年連続 8度目の優勝

1984　　第 38回全国学生英語弁論大会関西地区大で中元康夫さんが入賞、全国大会へ

1984　　第 18回大阪・サンフランシスコ、大阪・メルボルン両姉妹都市協会主催の英語弁論大会で中川直子さんが、
　　　　　サンフランシスコ市長賞を獲得

1985　　第 19回大阪・サンフランシスコ、大阪・メルボルン両姉妹都市協会主催の英語弁論大会で
　　　　　内山恵さんが大阪・メルボルン姉妹都市協会長を受章

1985　　第 2回イミテーションコンテスト（関西英語連盟主催）で奥村清司さんが優秀男優賞

1985　　第 39回学生英語弁論大会関西地区大会に岡野克信さんが出場

1986　　第 20回大阪・サンフランシスコ、大阪・メルボルン両姉妹都市協会主催の英語弁論大会で光田保子さんが
　　　　大阪・サンフランシスコ姉妹都市協会長賞を獲得、IGC の竹中美智子さんがサンフランシスコ市長賞のダブル
　　　　受賞

1989　　第 43回全国学生英語弁論大会関西地区大会で久保田寛さんが優秀賞。全国大会へ

1989　　第 18回 JSGF（日本学生ガイド連盟）主催の英語ガイドコンテストで磯崎恭子さんが 3位に入賞

1989　　第 23回大阪・サンフランシスコ、大阪・メルボルン両姉妹都市協会主催の英語弁論大会で清水利宏さんが
　　　　大阪・サンフランシスコ姉妹都市協会長賞を獲得、国吉正幸さんが大阪・メルボルン姉妹都市協会長を受章

1990　　第 7回大院杯英語弁論大会で佐々木公子さんが優勝

ESS の対外大会の主な成績 (1)

係より：お名前はすべて当時のまま使用しております。この資料は主に関西外大通信から抜粋したものです。

第 1回五大学英語弁論大会で優勝した
戸上恵理子さん（関西外大通信より）



1991　　第 18回五外国語大学英語弁論大会で清水利宏さんが優勝。団体も２年連続 14度目の優勝。

1995　　ディスカッション・フォア・フレッシュメン大会で ESS が最優秀 14人うち 6人を占め、他大学を圧倒

1995　　第 1回英語劇合同公演（藤井寺市民会会館）で ESS が英知大学と合同公演

1995　　第 20回全国学生英語討論大会（全日本学生英語会連盟主催）で田中圭子さんが入賞

2007　　関西地区最大規模のディベート大会「ザ関西トーナメント」で吉留智宏さんが個人の部 2位

2007　　WUDC world university debating championship 2007 final
 　　　　吉留智宏さんが「パーラメンタリディベート国際大会」の決勝戦に出場

2011　　第 38回五外国語大学英語弁論大会で 多田龍司 さんが優勝

2014　　第 41回五外国語大学英語弁論大会で小倉奈都子さんが 2位、 鈴木真由さんが 3位入賞。団体賞も受賞。

2015　　第 42回五外国語大学英語弁論大会で 城山 幸恵さんが優勝。団体賞も受賞。

ESS の対外大会の主な成績 (2)

係より：お名前はすべて当時のまま使用しております。この資料は主に関西外大通信から抜粋したものです。
　　　　一括して保存された資料がなく、この他にも入賞者がおられた可能性もあります。大変申し訳あり
　　　　ませんが、わかり次第追加掲載いたしますので、ご連絡をいただきますようにお願いします。
　　　　

吉留智宏さんが出場した「パーラメンタリディベート国際 大会」
の決勝戦（写真提供・吉留智宏氏）
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五外大英語弁論、外大 ESS が圧勝

1978 年 12 月 17 日、杉本洋之さんの優勝
を伝える外大通信 57 号。第 1回の優勝者
には、戸上恵理子さんの名前が掲載されて
いる。

1991 年 12 月 9日、ESS 清水利宏
さん（1992 年卒）が優勝。18 回
中 14 度の優勝を関西外大が果たす。



EFEL  今こそ立ち上がれ !
Everlasting Friendship through English Language

Part.1 第 1 章

関西外大が創学 60 周年記念で初めて開催したホームカミングデーに ESS 同窓会として参加
谷本貞人理事長と谷本榮子副理事長を囲んで記念写真（2005 年・平成 17 年 11 月 6日）



　ESS の卒業生が集う EFEL は、いつ生まれ
たのか。それは、今から 47年前に遡ること
になる。
　4年制の学部と同時に開学した枚方学舎の
短期大学のメンバーが卒業式を迎える。この
時に部員から提案があった。「卒業して社会
人になっても、また会おう。ESS の同窓会を
つくらないか？」。学部生達も賛成した。
　発案者の一人、部長だった根来繁雄は当時
のことを回想する。「みんなでネーミングを
考えた。ブレーンストーミングのような形式
で黒板に色々な案を書き込んでね、略称で呼
べるのがいいと」。
　そこで決まったのが EFEL（Everlasting 
Friendship through English Language）。
　永遠の友情を誓い合う。大きな拍手がわき
起こり EFEL が誕生した。EFEL 第 1期生が卒
業し、2年後には学部の第 1期生も巣立って
いった。

    EFEL の事務局は、外大 ESS の中に置かれ、
その後は、現役の学生達がOBOG会の運営を
引き受けることになる。
　当時、日本は戦後 20年が過ぎて、本格的
な高度成長に入る。卒業生は社会の第一線で
働いた。「働きバチ」「24時間戦えますか」と
いった言葉がもてはやされた時代であった。
学部 1期生が大学を巣立ったのは 1970 年。
それ以降は ESS 現役生が事務局を続けるが、
EFEL の「全体OBOG会」が開催されること
は 40年以上なかった。
　なぜなら、名簿の管理が不可能となったか
らである。転居や転勤、また女性会員は結婚
を機に名前が変わる。現役 ESS 部員にとって
は、もはやOBOG会を維持することはできな
い相談であった。
　学生達にとってできることはただ一つ。

　自分たちが送り出した卒業生達の中で記
憶と記録が残る、卒業 5年以内の卒業生に
声をかけて、大学祭が終了後、枚方市内の
居酒屋で集合、先輩後輩の交流を続けるこ
とだった。
　この活動は、現役生達に代々引き継がれ、
毎年続けられていた。5年以降の卒業生達
は、それぞれの世代ごとで集まり「同窓会」
を開いていた。しかし、2009 年までは EF
EL 開催の詳細な記録は残されていない。

　
　1期生～ 3期生達は、その後約 20年ぶり
に再会を果たす。いわゆる同窓会を 1989 年
12 月 9日に開いた。外大の片鉾学舎を見
学の後、奈良県の生駒山上・宝山寺の旅館で
1泊する。参加したのは男女合わせて 17名。
　立派になった懐かしの母校。毎日通った通
学路、学食…その夜は、遅くまで語り合った。
みんな年齢も 40歳を過ぎ、まさに働き盛り。
　「また会おう」。南村栄一（1972 年卒）を
幹事役に「ESS 同窓会」をつくって、定期的
に集まることを誓い合った。

短大 1期生卒業時にEFELが産声

Part.1  50 年の歩み

EFEL の誕生と再構築と

現役生達が事務局、運営困難に

一期生、20 年後の同窓会

1993 年に開催されたOBOG会。卒業 5年以内のメンバーが大勢集まった。
（写真は斉藤周一氏提供）

（文中の敬称は一部省略させて頂きました）



果たして何人集まるか？  ふたを開けてみる
と海外からの参加者も含めて 50名が出席し、
事実上の発起人となった越智恵子、本出良一、
南村栄一、東南元明の 4人はほっと胸をなで
下ろして祝杯を挙げた。

　EFEF が再構築に向けて動き出した背景には
いくつかの要因があった。まず関西外大が創
立 60周年（2005 年）を機会に初めてのホー
ムカミングデーを開催する。ESS 創成期の
メンバー有志 28人は、この時に合わせて同
窓会を行い、外大を訪問する。
　ESS 出身者で大学職員であった吉川佳孝さん
（第 11代部長）の配慮で、谷本貞人理事長と
谷本榮子副理事長と会い、記念撮影をした。
　当時まだ外大の同窓会が無かった時代に、
ESS の同窓生達の訪問は一つのきっかけにな
ったかも知れない（のちに、外大の全学同窓
会が設立されるが、時は、EFEL の再構築と
同時の 2009 年であった）。
　同時に、ESS 同窓会の「名誉顧問」を引き
受けて下さり、いつも励ましの言葉を贈って
下さった谷本貞人総長の存在も大きかった。

Part.1  50 年の歩み

外大にも全学同窓会設立の機運

EFEL の誕生と再構築と（２）

　創成期のOBOG達が初めて集まっ
た 20年ぶりの同窓会。以降、彼ら
の世代は少しずつ世代間の交流を広
げて、2～ 3年に一度交流を重ねた。
　2007 年（平成 19年）のことであ
る。第 5回目の同窓会を開催する。
母校の谷本貞人総長を表敬訪問する。
総長は卒業生を温かく迎え、手渡さ
れた記念品を前に、「ここまで来られ
たのも卒業生諸君のおかげだ」とね
ぎらいの言葉を贈って下さった。この後、ESS
の部長だった賀儀山泰志たち現役生と交流する。
　そこで初めて知った。もうとっくに消滅し
したと思っていた EFEL が、まだ現役生達の
手で続けられていた。集まる人数こそ少ない
が、卒業 5年以内のOBOGとの交流は、引き
継がれ、存続されていたのだ。

　驚いた。そして、有志 4人が中心となって
EFEL 再結集への呼びかけが始まった。翌年
ホテルニューオオタニ大阪で開催されたOB
会終了後、ESS 現役生徒たちと話し合い、EF
EL 再出発と、事務局は責任を持って EFEL が
引き受けるということで合意した。
　ESS の現役生達も協力しながら、卒業生名
簿作りが始まった。当時の賀儀山泰志（2007
部長）、松本綾那（2008 年部長）、高橋裕紀
（2009 年部長）達も積極的に関わってくれた。
　　　　　　　　　　　ESS 創始者である根
　　　　　　　　　　来繁雄も会長に就任す
　　　　　　　　　　ることを了承した。
　　　　　　　　　　翌 2009 年の大学祭に
　　　　　　　　　　集まって再スタートす
　　　　　　　　　　ることを申し合わせ、
　　　　　　　　　　案内状を発送した。　　　　　

事務局をEFELに、再構築へ

2009 年 11 月 21 日、浅田忠久チューターを迎え、守口のホテルで
開催された初のオール世代同窓会。EFEL の再構築の瞬間だった。
( 写真提供／｣石崎克佳氏）

谷本総長を名誉顧問に、 41 年目の全世代総会

谷本貞人総長は、いつも温かく迎えて下さり
1997 年には ESS 同窓会の名誉顧問に就任。
（写真提供／南村栄一氏）

（文中の敬称は一部省略させて頂きました）



　再出発を果たして今年で 7年目を迎える。
前年のホームカミングデーで、EFEL 主催の
トークセッション「君にとって ESS とは」
を開催。パネルトークなどを通じて ESS の
現状やOBOGの役割などが話し合われた。
　「卒業生としてこれまで ESS に何も貢献し
てやれなかった。来年の ESS 創部 50周年
に向けてできる限りの取り組みを始めよう」
　実行委員会をつくり、会長に根来繁雄、
実行委員長に本出良一を指名した。実行委
員は 25名。地域別・世代別に分かれて案
作りから始めて以下の 3項目の記念事業を
決定した。
（１）10月 29日に記念式典祝賀会の開催
（２）ESS 創部 50周年記念誌の編纂
（３）現役生支援の EFEL 基金の設立
それぞれの事業に責任者を置き、年明けから
準備にかかった。

　10月 29日は外大のホームカミングデー。
午前中は全学同窓会があり、午後からは ESS
の英語劇鑑賞、そして EFEL の定時総会と外
大の予定も決定。記念式典祝賀会は、ホテル
京阪京橋を会場に計画を進め、ご来賓への案
内状も発送した。大学祭の後片付けを終わっ
た現役学生達もホテルに駆けつける。
50歳の誕生日をみんなでお祝いする。

　｢ESS が歩んできた道を後生に伝えるために
50年誌を作ろう｣。これが大変な作業の始ま
りだった。まとまった記録も資料もない。幸
いなことに ESS は毎年、大学祭の時に冊子
「E.S.S」を発行してきた。会員から提供もあ
り、見つからない年代は直接当時の部長に記
憶を頼りにメモを送ってもらった。実行委員
同士が近い世代のメンバーを探してくれた。
　外大の広報室や枚方市立図書館に出かけて

資料を探して、何とかまとめたのが、本記念
誌である。時間と資金の関係で印刷はできな
かったが、デジタル版でホームページにアッ
プする。海外からも見てもらえる。まだまだ
内容が足りないが、100 年に向けて新しい時
を刻んでいってってほしい。
　また、南村栄一は自ら資金提供し、記念の
DVDを制作し実行委員会に寄贈した。

　今年 2月 22日、東京ブロックの新年会前
の事前会議で具体化する。会議には鈴木真由
ESS 部長も参加し、ESS の現状を報告する。
何とか現役生達の活動を支援できないか。そ
こで提案されたのが「EFEL 基金」。ESS の活
動支援に限定し、要請があれば指導者派遣も
行う。三井住友銀行枚方支店に振込口座を開
設し、田中博之（1981 年卒）の提案で運営
規則（第 4章の資料編に掲載）も整備した。
今年はドラマとスピーチ活動支援金として
金一封 86,000 円が贈られた。

　姜泳樺（1978 年卒）は、昨年から折に触れ
て現役生と接点を持ち「就職活動」の相談に
のってきた。証券会社を経て東京で人材紹介
会社を経営する。「これまでの経験が役に立
てば」との思いからだ。
　「就活は恋愛と同じだ。相手（企業）と相
思相愛になるには、まずは自分の魅力磨きか
らだ。国際部門では日本企業も TOEIC900 点
レベルを要求するところが増えてきている。
しかし、大切なことは、グローバルな視点を
持った心豊かな人格であることだ。ESS で色
々なことを経験してほしい。そして人材の宝
庫 EFEL の先輩達を是非訪ねてほしい。きっと
君たちの相談にのってくれるはずだ」
　ESS 創部 100 年に向かって EFEL も本気度
が試されている。

記念誌発行し  現役生支援に動き出す

Part.1  50 年の歩み

EFEL の誕生と再構築と（3）

50 周年記念式典・祝賀会

みんなで編纂「50周年記念誌」

基金を創設、ESS をサポート

就活支援も引き受けるぞ！

（文中の敬称は一部省略させて頂きました）
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EFEL の誕生と再構築と（4）

全国 5ブロックに分かれて  地域会合を開催

2016 年 7 月 30 日、ESS50 周年記念事業について
現役 ESS と話し合う（大阪天満橋のホテルで）

役員会

2016 年 1 月 16 日グランフロント大阪南館「銀平」で
新年会。現役生も参加（与十田将也ブロック長）

関西2016 年 2 月 27 日ニッポン放送本社ビル B1の「綴」で
新年会。２４名が参加（斉藤周一ブロック長）

関東

2015 年 8 月 1日博多駅前の日本食レストランで開催。
九州ブロックが立ち上がった（森田浩二ブロック長）

九州 2015 年 9 月 20 日愛媛県丸亀市で開催しました。
中国四国が交互で開催（堀田沙織ブロック長）

中四国

2014 年 9 月 13 日中部ブロックの初の会合が名古屋市の
「かこいや名駅３丁目店」で開催（岸田茂ブロック長）

中部
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BIG CONGRATULATIONS to all ESS members

ESS 創部 50 周年へのメッセージ

 My Memories of the ESS
 　First of all I want to send a BIG CONGRATULATIONS 
to all ESS members, both past and present, as you 
celebrate your 50th anniversary. I have so many fond 
memories of times spent with ESS people over the years. 
     I began teaching at Kansai Gaidai in the spring of 1969, so I was present 
for the first university graduation ceremony held in Hirakata in 1970.
 　In those days there were not so many chances for students to actually 
communicate with people from overseas in English, and I could see that this
was a problem. But I soon realized that the ESS Club was doing great work 
in providing its members with opportunities to really gain fluency in the 
English language. And as a result many of the members gained confidence 
and made progress.
 　Examples of ways the club has been accomplishing its aims are many. 
　What comes to mind first are the spring and summer “gasshuku,” which
 I also enjoyed attending on so many occasions. And I remember how the
 members actively took part in the speech and debate contests （I often
 served as a judge.), in the regular section activities, the discussions, the 
dramas, the guiding activities, and in the the joint activities with other clubs…. 
I could go on and on.
　　　　　　　　　　  Finally, I would like to say that I am very happy
　　　　　　　　　 to have served as an advisor to the ESS for so many
                                   years. When I look back and think, I realize that the
                                   time I spent together with members of the ESS 
                                   contributed so very much to having made my 
                                 teaching experience at Kansai Gaidai so very 
                                   rewarding.

 Paul M Kelley
  大阪府在住

1973 年 ESS の春合宿に参加



大阪万博のコンパニオンとして活躍

　部活が楽しくて大学へ行っていたようなものでしたが、それでも授業は

真面目に受けており、英会話や英語講読、実用英語は楽しみな授業でした。

　私は学部へ編入を希望していましたが、ある日、大阪万博東芝ＩＨＩコ

ンパニオン募集を大学の掲示板で見つけ、すぐに飛びつき難関を突破！　

１年間の研修期間を終え、万博会場でコンパニオンとして働きました。

　外大での授業、ESS での実用英語が役に立ち、本当に楽しく働きました。

　万博終了後もＩＨＩ外国船営業部で仕事をしました。毎日英語でした。

結婚して英語の塾を始めて 30年。多くの生徒達を社会に送り出していま

す。卒業した生徒達もずっと家族のようにお付き合いをしています。

　素敵な人生はまだまだ進行中。　これも ESS で出会った人たち、学生一

人一人を愛して止まなかった谷本貞人総長をはじめ、ご指導頂いた大学の

皆様のおかげです。改めて感謝を申し上げます。

越智恵子　(1969 年卒）

兵庫県相生市在住

ESS 創部 50 周年へのメッセージ

　中学１年生の時からアメリカン

スクールへ遊びに行ったり、英会

話スクールへ週１回通うほど英語

に興味を持っていた私が、外大

（短大）に進学したのは言うまでも

ありません。　

　関西外大に入学して迷わず ESS

に入部しました。　200 人ぐらい

の部員が毎日放課後に活動してい

ました。2年生になると学部同期

の池田敏明さんがリーダー、私が

サブで、毎日、活動材料を用意し

て１年生の指導をしていました。

1970 年、大阪万博・東芝 IHI 館の前で。
前列左から 2人目が越智恵子さん。



ESS は私の故郷

ESS 創部 50 周年へのメッセージ

　ESS では政経／デｨスカッションセクションに

所属し、第 10代の部長を務めました。

　当時、他大学との交流を通して自分達がもっと

成長しようと同志社や立命館大学等と JOINT MEETING を頻繁に行いまし

た。ESS 内部だけでの活動だと、『井の中の蛙』状態になると危惧して、

外部の大学と交流する事により大変良い刺激となりました。学生時代の生

活は、公私とも、ESS メンバーとの活動が主体となっていましたので、卒

業時には関西外大外国語学部 ESS 学科を卒業する気持ちでした。

　卒業後は、本田技研に入社して最初は東京勤務でした。東京在住の ESS

の OBである先輩達が温かく私を受入れて下さり、スムーズに社会人とし

てのスタートをきる事が出来ました。そして、今もその先輩方とは交流を

続けています。

　現在、関西 /九州 /中国・四国 /中部 /関東 /海外で、ESS の OB/OG 会

（EFEL）が開催されております。今年 5月まではマレーシアに駐在赴任し

ておりましたので、シンガポール ( 根来会長参加 ) とタイで開催されたOB

懇親会に参加しました。世代は違いますが、ESS で同じ釜の飯を食べた友

として、直ぐに打ち解ける事が出来、お互いに情報交換を行い、大変有意

義な交流会となりました。

　先月（8月）は、40年前に ESS で苦楽を共にした ESS 同窓会メンバー

（1977 ～ 79 年卒業）18名で鳥羽にて宿泊し、還暦を祝うと同時に学生

時代の ESS での思い出でを語らい楽しい時間を共有しました。

　次回の同窓会は、2年後奈良にて、4年後はオリンピックを観戦しなが

                  　　　　　ら東京で開催する予定です。大学を卒業してからも、

　　　　　　　　　　私の故郷であった ESS の同期及び世代を超えたOB/

　　　　　　　　　　OGの皆さんとの楽しい懇親会に参加させて頂いて

　　　　　　　　　　おります。

　　　　　　　　　　ESS 創立 50周年を節目として、現役メンバーの要

　　　　　　　　　　望に基づき微力ながら現役をサポートすると共に、

　　　　　　　　　　ESS ファミリーの一員として皆さんと交流を継続し

　　　　　　　　　　ていきたいと思っております。

水野明洋　(1978 年卒）
東京在住

1978 年のコミッティーメンバーと



スピーチコンテスト、 われ奮戦す !
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　　　　　　　　　　　　　私は高校卒業まで人前で話すことが苦手でした。
　　　　　　　　　　　　そんな性格を変えたくて、大学では落語をと思い、
　　　　　　　　　　　　落語研究会の勧誘ブースに行きましたが、誰もい
ません。反対側にたくさん新入生が集まっているブースが…。そこが ESS だ
ったのです。先輩方の熱いお話しに、迷わず入部しました。
　１回生の春合宿の時、スピーチコンテストに出場、演台に立つと緊張で舞
い上がってしまい、脚の震えを押さえることに必死でした。結果はもちろん
選外で、悔しいやら情けないやら。
　それにもめげず、大学祭のメインイベントのひとつ、学長杯英語弁論大会
に出場、結果は 6位でした。この大会は、“夢の” 五外大英語弁論大会の予選
を兼ねていて、上位３位に入れば出場できたのです。２回生春合宿のスピコ
ンでは、念願の優勝を果たしましたが、夢を追い求めた３回生の学長杯では
悔しい 4位。ここが限界と、一旦は「引退宣言」をしました。
　しかし 4回生になって、ここで諦めたら一生後悔すると、３度目の学長杯
に挑戦。結果はなんと優勝！　ついに、夢の五外大への扉は開かれたのです。
　第 6回五外大英語弁論大会の会場は大阪外大でした。タイトルは「Humor 
and the Japanese」。オーディエンスの視線をしっかり感じ、要所要所で笑い
もとれ、約７分間しゃべりきって、今までで１番気持ちよくスピーチができた
ことを今も覚えています。
　さて結果発表です。第 3位は ESS の後輩でした。心から拍手を送りました。
第 2位は他大学の学生。そして第 1位に、なんと私の名前が呼ばれたのです！
まさかの優勝。今度はうれしくて舞い上がってしまいました。そして涙があ
ふれました。
　思い起こせば 10回ほどスピーチコンテストに出場しました
が、最後の最後で、“夢のまた夢” の大会で優勝でき、有終の美
を飾ることができたのです。
　卒業後 28年間、中学校で教鞭をとりました。その間、スピ
コン参加の経験を生かし十数名の中学生を高円宮杯（前高松宮
杯）全国中学校英語弁論大会に連れて行くこともできました。
　あの時、落研に入っていたら全く別の人生を歩んでいたか
もしれません。ESS にどっぷり浸かって挑戦し続けた 4年間。
悔いのない学生生活でした。今でも私の財産です。

杉本洋之　(1979 年卒）

まなび家　カサ・デ・スタディ　代表

奈良県在住

1979 年卒業式で記念写真



ESS とジャズと NY と

ESS 創部 50 周年へのメッセージ

　枚方校舎前の寮に住み、毎日穂谷短大校舎まで

通学をしていました。４歳上の 兄が ESS 卒という

事もあり自然に枚方校舎の ESS へ入部。最初は一

人で心細い 日々でしたが、優しく接して下さる先

輩、大切な仲間も出来ました。英語が好き！ 共通

の想いがクラブ内に流れ、とても心地良く素晴らしい環境でした。

　KY 州立ルイビル大学留学中休暇で訪れた刺激的な NY。興奮を今でも

鮮烈に覚えています。  

　卒業後名古屋のアパレル商社貿易部に就職しました。JAZZ を歌い始め

た頃です。 歌手である母の夢はカーネギーホールでコンサートをする事で

した。2000 年母は その夢を実現。その手伝いをした事がきっかけとなり、

どうしても NY の空気にどっぷり浸かってみたくて、翌夏音楽留学へ。

　NY 到着！  でも一体何をしたらいい？   どこで勉強が出来るの？  空気

にどっぷり浸かるってどういうこと？  不安な中自問自答を続けながら、

音楽という枠にとらわれずどんな情報も大切にし、あらゆる 所に出かけ、

様々な人にも会いました。

　失敗も数え切れない程。でもそれ以上に 身体に、記憶に、素晴らしい

体験がひとつずつ刻まれていきました。翌年以降、徐々 に要領も掴み、

失敗を糧に恐れず前へ進んで行こうと、途中休憩もしながら今なお続け

ています。  

　急速な Internet の普及で、部屋に居ながら簡単に世界の “一流” を見ら

れる時 代となりました。けれど “一流” を観る、聴く、触れる、同じ空気

を吸う。実際 “肌” で感じて初めて心が震える瞬間に出会えると信じてい

　　　　　　　　　　ます。“一流” は世界 中にあります。和洋問わず歴

　　　　　　　　　　史ある美術作品、現代アート、クラシック～現代

　　　　　　　　　　音楽、舞台等、芸術鑑賞は特におススメです。是

　　　　　　　　　　非チャンスを作って世界へ出かけ てみて下さいね。

　　　　　　　　　　そして影響を受ける素晴らしい “人” にも出会え

　　　　　　　　　　ますように。

  　　　　　　 　ESS 創部 50 周年まことにおめでとうございます。

　　　　　　　　　　私達の誇り ESS、EFEL が、 皆の想いと共に末永く

　　　　　　　　　　続きますようお祈り申し上げます。 

川鰭祐子　(1992 年卒）

ジャズシンガー
岐阜県在住



世界を舞台に、 常に挑戦！！
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　　　　　　　　　　　　ESS では政治経済セクション、ディベートセクシ
　　　　　　　　　　　ョンに所属し、24代部長を務めました。凄い先輩
　　　　　　　　　　　や同期・後輩に恵まれ、常に努力すること・考える
　　　　　　　　　　　こと・挑戦することを自然と学ぶことができました。
春合宿スピーチコンテストでの優勝や、当時流行った「構造改革」を ESS
にも持ち込み、ディベートやスピーチセクションを創出しました。
　卒業後、旧住友銀行（現三井住友銀行）に入社し、庄内支店を振り出し
にインドネシア大学に語学留学、そのままインドネシアに残りジャカルタ
駐在員事務所に勤務しました。インドネシア政府・大手財閥企業・金融機
関向け取引を担当、シンガポール支店に異動しインドネシアだけでなくベ
トナム、ミャンマー、ブルネイ等も担当、10年の東南アジア勤務を終え国
際業務部に異動し、世界の金融機関を担当、2007 年秋にストラクチャード
ファイナンス営業部環境ソリューション室立ち上げメンバーになり、日本
政府が当時推進していた京都議定書の排出権取引を担当し、地球温暖化ガ
ス削減プロジェクトの推進を担いました。　
　その後アジアファイナンシャルソリューション室の立ち上げメンバーと
してシンガポールに異動し、2013 年にインドネシア・ベトナムで第二の
SMBCを作るプロジェクトに参加し、現在は新興国戦略本部副部長を務め
ています。
　常に新しいことをする部署に配属された関係もあり、様々な世界の人々
と知り合うことが出来、銀行員として企業の成長、社会の発展に引き続き
貢献していきたいと考えています。モンゴル・ロシア、韓国・中国・カザ
フスタン・ウクライナ・ポーランド・ハンガリー・ルーマニア・デンマー
ク・イギリス、台湾・ベトナム・タイ・ミャンマー・マレーシア・ブルネ
イ・インドネシア・インド・バングラデシュ・スリランカ等色々な国の発
展に引き続き貢献していきたいと考えています。
　ESS の後輩諸氏には、常に努力し、自ら考え、
挑戦してほしい。困った時はいつでも「EFEL の
扉」をノックしてください。ESS 創部 50周年記
念事業として ESS 支援基金も設立されました。
一緒に切磋琢磨しましょう。

中塚　裕己　(1992 年卒）

三井住友銀行勤務

シンガポール在住

1988 年の夏合宿で

ベトナム水力発電所前で



英語人形劇の上演と IGC と交流して
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　私が ESS に入部した当時、ESS は他の文化会クラブから比べると少し
浮いた感じのある存在でした。英語に対して真剣に活動していましたが、
クラブの外に目を向ける視点が少なく客観性に欠けていたのではないか
と思います。　
　学園祭はその一例で、各セクションでの活動発表、学長杯スピーチコ
ンテストの主催、模擬店という組み合わせ。セクションの活動発表には、
ESS 以外の来場者はほぼいません。一般の学生も学園祭に来て、ESS に
わざわざ足を運んでくれるとは思えなかった。
　そもそも学園祭には「お祭り」を楽しみにくる地域の皆さんがいます。
これまでの活動を繰り返すだけでは、ESS だけの自己満足。多くの方に
足を運んでもらえる何かをしようということになりました。最終的に英
語人形劇を行うことになりました。

斉藤周一　(1995 年卒）

日本アルカテル・ルーセント ( 株 ) 勤務
茨城県在住

　タイトルは当時流行っていたディズニー映画「美女と
野獣」。メンバーを人形作成班、シナリオ作成班、声担当
班等に分けて、準備を進めました。全てが試行錯誤ですが、
リハーサルを重ねていくいちにブラッシュアップ。緊張の
中、当日を迎えましが、初の試みにも関わらず、結果は
大盛況。子供を含め地域の皆さんも多数来場してくれま
した。
 　この他にも文化会主催のクラブ対抗ドッチボール大会
や、他クラブのメンバーとも交流を深めました。
　永年のライバル「ESS と IGC」の　“最初で最後のサッ
カー交流試合”。今でも忘れられない想い出です。
 　メンバーが一体となってひとつの目標に向かって進み、
それを達成するという素晴らしい経験ができました。
　現在は、都内で外資系通信機器メーカーに勤務してい
ます。英語面だけでなく、ESS での経験が様々な場面で
生きていると思います。EFEL の関東ブロックで最低年
に 2回は幅広い年代で交流を楽しんでいます。ESS のお
陰で今がある。そのように感じるのは私一人ではないよ
うに思います。
　ESS は 50 周年を迎えました。時代とともに変化しな
がら、ESS がますます発展することを祈念しております。

英語人形劇「美女と野獣」をやり切った！

IGC とのサッカー交流試合（1993 年 7月）



ディベート大会、 ゼロからの出発
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　僕が入部した当時は、ディベートセクシ
ョンでは「6角ディベート」というものを
行っていました。
　1年目が終わりに差し掛かったころ、た
またま出会ったパーラメンタリディベート
が、より参加大学の多いことから、活動に
取り入れるようになりました。
　英語力以上に、部内での経験や知識の共有
が大きくものをいうディベート界では、実績のある大学がいつも入賞して
くるような状況で、当初は小さな大会でも、なかなかよい結果を残すこと
が出来ませんでした。
　より本腰を入れるようになったのは、バンクーバーでのパーラメンタリ
ディベート世界大会に参加してからです。シドニーやケンブリッジ大学の
ような強豪が多数いるなか、そこでベスト８に上がってくる人のスピーチ
は別次元の説得力。論理性でもスピーチの運び方でも完全に魅了されて帰
ってきました。
　自分も少しでも近づきたいという思いから、毎日授業の後に猛練習する
ようになりました。時間さえあれば、時事ネタや議論のベースになる情報
をかき集めていました。
　　　　　　　　　国内の大会に参加しはじめて 2 年目には、関西地区で
　　　　　　　　最大規模の「ザ関西」にて個人スピーカー賞をとること
　　　　　　　　ができました。この時の経験が、今のパブリックスピーチ
　　　　　　　　に対する自信に繋がっています。
　　　　　　　　　現在では仕事で大多数を前にプレゼンする際は、必ず
　　　　　　　　ポジティブな評価を頂いています。在学生の皆さんも学
　　　　　　　　業と部活動の両立で大変かと思 いますが、努力をすれば
　　　　　　　　結果は必ずついてきますので頑張ってくださいね。

吉留智宏　(2008 年卒）

ベルギー在住

マネジメントスクール授業風景



司　会　　寺田　瑞希　（2016 年卒 ）

パネラー　廣田　美月（4回生）

　　　　　鈴木　真由（3回生第   第 50 代部長）

　　　　　伊部　友基（2回生）

　　　　　好井　七海（1回生）

現役生
座談会

Let’ s talk about ESS

2016 年 7 月 30 日 ( 土 ) ホテルリブマックス大手前会議室で

Part.3 第三章

ESS 現役生、本音でトーク！



寺田　それでは簡単に自己紹介を。
好井　１回生好井七海です。ドラマセクショ
　　　ンです。ちっちゃいころからクラシッ
　　　クバレーやっててミュージカルに興味
　　　持っていました。ミュージカルが好き
　　　なのと新しい事がやりたいとおもって
　　　ドラマセクションに決めました。
廣田　趣味は？
好井　趣味は踊る事。どのジャンルも割と。
　　　あと教えたりもしてました。
寺田　教える事もできるってことは、ドラマ
　　　の有志で集まった人にも教えられるね。
廣田　一段とね。ドラマも進化していければ
　　　いいかなと。
寺田　じゃぁ次は、ベッキー。
伊部　２回生のスピーチセクション、伊部友
　　　基です。きっかけは高校の時にスピー
　　　チをした事がきっかけです。
　　　実際、活動体験に行って、固めの雰囲
　　　気で僕にあってるかなと思いスピーチ
　　　セクションに入りました。
廣田　スピーチは固かったよねぇ。
寺田　うそぉ。
伊部　他のセクションと比べて。
鈴木　3回生のスピーチセクション所属の鈴
　　　木真由です。今まで小中高って違う部
　　　活やってて、大学でも弓道部に入ろう
　　　と思ってたけど弓道部がないから妥協
　　　して入ったのが ESS。
廣田　なんだと！？（笑）
寺田　妥協の結果が部長（笑）
廣田　妥協なかったら会長？（笑）
鈴木　あ、でも、他の理由として外大に入っ
　　　てきて、でも英語が苦手。だからもっ
　　　とどっぷり漬かりたいと思って入った
　　　のもあります。特に自分は言いたい事
　　　がまとまらないことがあるので、スピ
　　　ーチセクションに入ろうと思いました。
寺田　じゃぁ最後行きましょうか。
廣田　4回生の廣田美月です。今月就活が終
　　　わりましたので。
全員　おめでとう！
廣田　4つもらいまして、その中から教育業
　　　界を選びました。
全員　ええー！？まじで！？

廣田　なんと教える立場になります。でもね、
　　　4年間 ESS でやってきたので。言って
　　　みれば回生上がるごとに教える立場だ
　　　ったし、4年間留学もせずにずっと部
　　　活を支えてきた立場なのでむいてるか
　　　なと思っています。
寺田　ほんまに教えるの上手いもんな。
　　　ドラマの時も。
廣田　そう、そう。4回の時も就活そっちの
　　　けでやってたぐらいなんで。やっぱり
　　　自分で体験した事って面接ですごい素
　　　直に話せるから ESS に入って良かった
　　　なって、思います。いろんな事が経験
　　　できる。
寺田　じゃぁ、セクションごとにどんな活動
　　　しているか教えてください。
好井　ドラマセクションはふだん発音の矯正
　　　だったりとか、発声練習が主になりま
　　　す。今は外大祭の準備で歌の練習とか
　　　振付が活動のメインになっています。
寺田　七海ちゃんも教える側に立つ感じかな。
好井　ダンスの振り付けとかはもう指導側に
　　　入ってるので、指導側が多くなるんじ
　　　ゃないかなと。
廣田　良い新人がきましたね。すばらしい。
寺田　EFEL の方で支援して、講習かなんか
　　　行くみたいな予定ある見たいやけど話　
　　　聞いてる？
鈴木　それを一度考えていたんですけど、ま
　　　ずは自分たちでできる事をやってみよ
　　　うと思ったんです。やってみたら案外
　　　できてしまって。
寺田　そうなんや！
鈴木　同じ現役生同士協力して、自分たちで
　　　限られた時間の中で考えながら活動し
　　　た方が現実的かなと思って。実はこの
　　　４，５，６月は試行錯誤を繰り返して
　　　いました。

寺田  瑞希
Mizuki Terada

2016 年卒業

ESS に入部した動機は？



　　　なので、ドラマに対する支援はしてほ
　　　しいんですけど、主に衣装とか設営に
　　　必要な材料にお金をかけたいっていう
　　　面はあります。実はドラマの卒業生何
　　　代かに連絡を取ってそこから絞り出し
　　　て何とかなっています。

寺田　ディスカッションはどうですか？
廣田　ディスカッションはしんどい状態。
　　　普段は PDDとかしていて、ディスカッ
　　　ションはいままで社会問題をとりあげ
　　　ていたので、今もやっているとは思い
　　　ます。
鈴木　人数が少なくて。
廣田　ディスカッションにならないですね。
寺田　ディベートみたいな？　
鈴木　いや、にもならないです。今現役部員
　　　が二人なので。他セクションに声かけ
　　　ようと思っても他セクションの活動も
　　　あるので気を遣ってしまって。今は 4
　　　回生に声をかけているんですけど。
廣田　４回生は多いんですけどね。みんなま
　　　だ就活で。
鈴木　個人的にはディスカッションは残した
　　　くて。どっちかっていうとスピーチ、
　　　ディスカッションはまじめにやって、
　　　ドラマとかOSC は楽しくやるセクショ
　　　ンなんですよ。
　　　だからこのディスカッションセクショ
　　　ンがなくなんったら雰囲気が偏り始め
　　　てしまうので。
　

　　　ごとに話題が尽きたら次のテーマで話
　　　そうかみたいな。
寺田　大会とかないもんね？
鈴木　大会はないですね。フリートークを毎
　　　回しています。社会問題をするのか、
　　　フリートークで楽しむのかがディスカ
　　　ッションと違うところです。

廣田　英語で何かを学ぶのか、英語を学ぶの
　　　かの違いだと思う。
鈴木　英語で喋れるようになりたいって言う、
　　　スキル面のことを言っていたから、ど
　　　っちかっていうと英語で何か知識を深
　　　めていくと言うよりかは、喋ることに
　　　なれるっていう機会を与えているセク
　　　ションかなって。
廣田　新入生の数を見てると、学生にとって
　　　そっちのほうが重要なのかなという感
　　　じはする。学生がそういうのを求めて
　　　いる時代じゃないのかなと思う。
寺田　社会に出たらプラスアルファで専門性
　　　とか必要になってくるもんね。
廣田　１回生でそんなに見据えられる人もい
　　　ないでしょうね。なんとかディスカッ
　　　ションかつぶれないようにしないとね。

寺田　で、最後のスピーチ
廣田　未来永劫残るでしょうね。
伊部　スピーチは今来てるのは 7人ですね。
　　　春は 1回生の指導やってました。
             レシテーションの発表会をやって。
廣田　よかったよー。皆すばらしかった。
伊部　春はそんな感じで。秋からは学長杯と
　　　か、5外大がはいってくるので。

廣田  美月
Mizuki Hirota

４回生

ディスカッションの活性化を

鈴木  真由
Mayu Suzuki

３回生
（第 50 代部長）

寺田　その噂のOSC について活動は？
廣田　聞いている限りでは、ネイティブの方
　　　をお呼びして雑談をしています。
鈴木　テーマを 3つぐらい決めて、グループ

英語を学ぶか、 英語でまなぶか

考えを伝える力を磨くスピーチ



伊部　OBOGさんからも意見があったんでが、
　　　社会に出たらプレゼンの方が重要だな
　　　と思う。スピーチ大会って暗記だけで、
　　　デリバリーとか見てると不自然じゃな
　　　いですか。プレゼンは内容が一緒でも
　　　喋る事は違うので、そのスキルを持つ
　　　と日本語でもうまくなる。だから僕は
　　　そっち方面で長期的にやりたいと思っ
　　　てます。短期的には指導者もいないし
　　　難しいけど。秋から即興スピーチで１
　　　回生を指導して、その後ぼくは留学に
　　　行くので、僕がいなくなって初めて回
　　　り出すようなシステムになれば。

寺田　今は土台固めやね。
伊部　実際に学長杯も形式が変わって、いま
　　　堤野先輩と相談していて、プレゼンぽ
　　　いスピーチ大会にしようとしています。
　　　メモありで、アウトラインだけ書いて、
　　　言うのは毎回内容は一緒だけど言葉を
　　　変えられて。
鈴木　自分が１回生の時の活動とは大幅に活
　　　動内容がかわってきています。段階を
　　　踏んで活動内容を明確化していこうっ
　　　て方向になっています。
　　　やっぱり活動に参加してくれるんだか
　　　ら意義を見出してもらわないと辞めて
　　　しまう部員だっているだろうし。スピ
　　　ーチセクションに限らず、他セクショ
　　　ンもそれは課題だと思うんですけど。
廣田　教育制度がシッカリしてきたなって思
　　　います。教えてあげようっていう気持
　　　ちが年々強くなっていて、後輩を大事
　　　にしようって気持ちが第一になってる。
　　　ディスカッションセクション入った時
　　　は、まず泣かされたもん。

寺田　私たちの 1年上の世代の先輩がすごい
　　　英語できてたから。
廣田　そうそう、上の世代がすごいできたも
　　　んな。でも「皆で頑張ろう！」ってい
　　　う雰囲気は、逆にどんどんでてきてる。

鈴木　つくづくおもうのは、英語のスキルを
　　　伸ばそうと思って入ったのに、そうじ
　　　ゃなくって、組織をまとめる力とか、
　　　ドラマでも計画性とか、そういうのが
　　　身に着く機会が多いなって思って。
寺田　会議メンバーはみんなそういうよね。
鈴木　逆にそれを求めて入ったわけじゃない
　　　から、辞めるって人もやっぱりいるん
　　　ですよ。
廣田　入ってみて初めて、あ、こんな能力が
　　　ついたって分かるけど…もともとそれ
　　　が欲しくて入る人っていうのはあんま
　　　りいないから。
寺田　そこのギャップも問題だね。

伊部  友基
Yuki  Ibe

2 回生

プレゼン力を磨くことも大事

組織マネジメントを学ぶ

学生から見たＥＦＥＬって？

好井  七海
Nanami Yosii

１回生

寺田　EFEL について聞かせて下さい。
　　　EFEL っていつ頃知った？
鈴木　私は 1回生の外大祭の時です。上回生
　　　と打ち上げしようと思ったら「ごめん
　　　ね。これからOBOG会＝EFEL 会があ
　　　るから」って言われて。
伊部　そういう意味では七海ちゃんだけ特別
　　　だよね。
好井　ESS のフェイスブックの関連ページの
　　　ところでみつけて、何だろうこれって
　　　思ってアクセスしたのが初めです。
　　　でも、今日こうして誘われて、先輩方
　　　と初めてお会いして、このことなんだ
　　　と実感しました。



寺田　私的にはできるだけ一般部員にも存在
　　　を知ってほしい。
廣田　半世紀違うから、怖いような感じがす
　　　るんだと思う。よく顔をだして下さる
　　　先輩がいます。この先輩なら親しみを
　　　もって相談したりもしやすいのですが、
　　　普段から接点のない先輩だと、そうも
　　　いきません。
鈴木　EFEL の皆さんとは、もっと接点を増や
　　　せたらいいなって思います。
　　　私に関しては今まで部活をしてきて悩
　　　んでる事とか、EFEL を通じて知り合う
　　　ことができた部長経験者に相談を持ち
　　　かけ、お話を聞くことができました。
　　　気持ちが楽になった経験があります。
　　　

50 年の歴史の重みを実感　　　

寺田　最後に、今年 ESS は 50 周年を迎えた
　　　訳ですが、本日座談会に参加して感じ
　　　ることをひとことずつお願いします。
廣田　50 周年といっても、私としては４年目
　　　なので実感はないんですけど、これだ
　　　けの多くの人に支えられて、いま私が
　　　ESS で学べていると言う事は、とても
　　　光栄なことだなと思います。これから

　　　
　　　

OBOG との接点を増やしたい 　　　もご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い
　　　します。
好井　50 周年の年に１回生として入部できて、
　　　こういう会にも参加させていただいて、
　　　ありがたいことだなと、思っています。
　　　まだまだ勉強不足なことばかりですけ
　　　れども、これからもがんばっていきた
　　　いです。
伊部　ESS50 周年ということですが、僕から
　　　したら２年目なので、正直、実感がわ
　　　かない。だけどそれだけ先輩の皆さん
　　　が繋いできて下さったというのはあり
　　　がたいですね。
鈴木　拙い言葉になりますけど ESS として所
　　　属しているのは３年間しかないけど、
　　　50 年続いてる部活というのを誇りに思
　　　います。
　　　これからも 20 年、30 年と続いて欲し
　　　い。EFEL ができているってことは皆の
　　　ESS への思いも強いってことだから、
　　　この部活に入って良かったって思って
　　　います。後輩の部員にもそう思っても
　　　らえるように、ESS はもっと頑張らな
　　　ければならない。
寺田　みなさん、今日は本当にありがとうご
　　　ざいました。OBOGの皆様には、この
　　　ような機会を与えて頂き、感謝を申し
　　　上げます。

平成 28 年度の ESS 入部式（5月 20 日）
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Happy Birthday Dear ESS

ESS 創部 50 周年記念式典ならびに祝賀会

　　関西外国語大学 ESS は、本年 50歳の誕生日を迎えました。
これもひとえに、大学関係者、OBOGをはじめとする多くの皆様方の
　永年にわたるご指導ご鞭撻のおかげと心より感謝を申し上げます。
　　この記念すべき年にあたり、誠にささやかではございますが
　　「ESS 創部 50周年記念式典ならびに祝賀会」を開催いたします。
　　　　　　多くの皆様のご来臨をお待ち申し上げます。
平成 28年 10月吉日

　　　　　　　　　　　　　　ESS 初代部長 EFEL 会長　根来繁雄
　　　　　　　　　　　　　　ESS 第 50 代部長　　　　鈴木真由　

会場となるホテル京阪京橋グランデ

ー開　催　要　項ー

日時：2016 年（平成 28年）10月 29日（土）

会場：ホテル京阪京橋グランデ

次第：創部 50周年記念式典（17：00開宴）

　　　　　開会の辞

　　　　　主催者ご挨拶

　　　　　ご来賓ご祝辞

　　　　　祝電メッセージ披露

　　　　　ESS2016 活動ご案内

　　　　　記念品ならびに基金贈呈

　　　　　ESS 第 50 代部長謝辞

　　　　　閉会

　　　記念祝賀会（18：00開宴）

　　　　　開会ご挨拶と乾杯

　　　　　懇親会・交流会

　　　　　川鰭祐子ジャズライブ

　　　　　記念写真

　　　　　閉宴（20：00） Piano 藤井雅紀 Drams 朝倉　聖 Bass 冨山利三

jazz vocalist 川鰭祐子

1992 年卒。関西外大 ESS 出身。
ニューヨークへ音楽留学を経て
ジャズの世界に。地元中部地方
を中心に関東関西等でも活動。
岐阜県出身。



資　料 EFEL 基金

　　　　　　関西外国語大学英語研究会 EFEL 基金の運営に関する規定

第１条（設置）
関西外国語大学英語研究会（以下「ESS」という）の正式な同窓会である EFEL に「EFEL 基金」（以下「基金」
という）を置く。

第２条（基金の目的）
ESS の活動に対して支援を行い、もって関西外国語大学及びＥＳＳの知名度の高揚、英語力の向上など ESS
への貢献を目的とする。

第３条（事業）
基金は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
（１）ESS の対外的事業やイベントへの金銭的支援
（２）必要に応じて指導者やコーチを採用する
（３）その他、第２条の目的を達成するための諸活動への支援

第４条（基金運用の禁止）
いかなる場合においても、投資等による基金の運用は、これを禁ずる。特別基金の設置はこれを認めない。

第５条（基金の構成）
基金は、EFEL 会員による寄附をもって構成する。EFEL 会員以外からの寄附の受付は、次条に定める委員会
において審議する。

第６条（基金運営委員会）
基金の運営に関する重要事項を審議するため、基金運営委員会（以下「委員会」という）を置く。

第７条（審議事項）
委員会は、次に掲げる事項を審議する
（１）基金の設置に関する事項
（２）ESS から都度提示される支援依頼案件に関する是非及び支援の規模
（３）基金の予算及び決算、寄附の受付に関する事項
（４）基金への拠出者の氏名公表（匿名希望は除く）に関する事項
（５）その他、基金の運営等に関する事項

第８条（組織）
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する
（１）委員長
（２）副委員長
（３）委員
（４）委員
（５）財務部長

第９条（委員の選任）
（１）委員長は EFEL 会長をもって充て副委員長、委員及び財務部長は、委員長が指名する。
（２）委員長は委員会を招集し、その議長となる。
（３）委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。



資　料 EFEL 基金

　　　　
第１０条（会議等）
（１）委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
（２）議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
（３）委員会は、審議結果等について EFEL に報告するものとする。
（４）委員会は、ビデオ会議等電子的な手段によって開催することを許容するが、必ず議事録を作成し、審
         議における賛否は、実名において記録されねばならない。

第１１条（事務）
（１）委員会の事務は、ESS 及び関係各所の協力を得て処理する。
（２）会計は、EFEL、ESS とは別に独立した会計事務を行う。

第１２条（監査）
監査は、委員会以外のメンバーから２名選出し、毎年１回の監査を行い、結果をＥＦＥＬ総会において報告
する。

第１３条（その他）
この規定に定めるもののほか、基金に関する必要事項は、別に附則として定める。 

付則．１ 　 本規定は、平成２６年７月３０日より施行する。

●2016 年度基金運営委員会
　委員長　　根来繁雄（1970 年卒）

　副委員長　本出良一（1972 年卒）

　委　員　　水野明洋（1978 年卒）

　委　員　　田中博之（1981 年卒）

　財務部長　越智恵子（1969 年卒）

●2016 年度支援内容
　支援金 86,000 円を贈ります
　
 ドラマ制作のスキルアップを図る ために
「演劇エンゲキワークショ ップ」を受講し
ます。 大阪演劇基礎クラスにセクション 
リーダーを送り込みます。 また、他大学と
の演劇交流会への 交通費として支援。

スピーチ
スピーチ 毎年秋に ESS が主催する学長杯
英 語弁論大会などの運営サポート基 金とし
て活用します。 ESS のレベルアップのため
の 費用に充当されます。

ドラマ

EFEL 基金の初年度となった今年につきまし
ては、年度初めに ESS から申請のありまし
た 2件について審査の結果、右の内容の通
り支援金を贈呈します。

審査



1968 阿部　敬子
 古川妥加子
1969 越智　恵子
 長島　明代
 平谷　豊子
 坂上早貴子
 樋田　栄子
 藤原一二美
 ライト恵子
1970 岡田　彰洋
 中津　秀一
 野口　幸子
 杉戸ひろ子
 三原由紀子
 松原　光男
 松原　陽子
 大垣　優子
 根来　繁雄
1971 野口　定幸
　　　  池上　安信
 沼田　芳彰
 青野　　昇
 森田　　允
 下市　洋子
1972 上林　　彰
 亀井　直文
 本出　良一
 南村　栄一
 岩田　良治
 西村　紀平
 高森　時光
 竹内満寿代
 大嶋　　哲
 余崎　洋一
1973 小林　敏夫
 安藤百合子
 中村　秀二
 湯川　　廣
 中田　伸一
             神山　義若
1974 竹内　　一
             土生川幸司

1974 竹内　　一
             土生川幸司
 北尾　妙子
 西田    依子
 東南　元明
             笹井　徹治
 川村　恵子
 冨田　孝正
 土家　恭子
             上野　和子
1975 戸上恵理子
 清水　美雪
 森田　浩二
 川野　仁士
 川村　　康
 重成　美雪
 上野　和子
1976 早川　牧男
 能登屋昭江
 河村　富江
 伊藤　尚己
 梅田　敏文
 岡崎　則政　
 荻野謙一郎
 渡嘉敷良一
1977 石井　信之
1978 水野　明洋
 柿崎　紀明
 伊藤紀代美
 江並　啓治
 岸田　　茂
 姜　　泳樺
1979 柴田　知子
 清水　　潔
 三浦　建三
 杉本　洋之
1980 中野ゆかり
1981 田中　博之
 川島　けい
 曽野祐一郎
             藤沢　央明

1982 岩本　雅代
 玉置　啓二
 山下　純一
 名和 　駿一
1983 細川　幸治
 小林　由香
 井藤佳代子
1984 石崎　克佳
 中村　泰浩
 田坪　宏文
             田坪　紀美
             西田　依子
             安藤　寿仁
 長尾　和彦
             長尾　伸子
             久野　展子
1986 井端　義人
 高垣　　靖
 佐藤　照顕
 清水　雅彦
             星野由香里
1987 久保田俊也
 森嶌　正巳
 島田 　彰人
1988 井端　保子
 山本　充恵
 小川　惠子
1989 窪　　博子
 田中　里香
 仙台　謙三
  Essex 秀美
1990 遠藤　秀剛
 浜野　　実
 長嶋　俊樹
 佐藤理佐子
 正村　　章
1991 松原　史典
　　　  奥原　享子
             大串　有子
1992 大橋　幸喜
 清水　利宏
 杉山　智美
 中塚　裕己
 桑野　康二
 松木　陽子

1992    国吉　正幸
 川鰭　祐子
 三木　和代
 奥藤　哲哉
 岡部　祐子
             山本   利枝
1993 森　　明子
 南　　乃予
1994 平井　雅彦
 福塚　　諭
 川野　久美
 岡元　昌明
1995 野崎　泰弘
 国生亜紀子
 斉藤　周一
1996 国生　大作
1997 与十田将也
 東家　靖之
 家中　　潤
1998 桶田　貴臣
 塩津　悦子
 今西　正綱
 三毛門真由
 長澤ひとみ
1999 福島　利昭
 谷口　智弘
 今村　友紀
　　　  名和　秀紀
2001 稲垣　晋介
2002 高妻　亮輔
2003 西村　　崇
 妙加谷治由
2004 小野寺康一
2005 吉村　厚史
 木野　結希
2006 藤岡　由衣
 佐々木絵理子
2007 森　　さち
2008 金谷真希子
 辻野　佳久
 布川　俊明
 吉留　智宏
 水滝英里子

資　料

卒業年　　氏　名

EFEL  会員名簿

2016 年 10 月 29 日現在

( 順不同・敬称略）



2010 桜井雄太郎
 山本　正幸
 山下　修平
 賀儀山泰志
　　      田中　貴章
2011 高橋　裕紀
 坂根由佳子
             上村明日香
2012 高木　香那
 横田　沙知
 森下　友加
 高垣　和沙
 森山　翔太
 藤本　茉里
 阪口　善亮
 巻下　絢香
 米永　絵美
 和泉　貴大
 川端　祐治
 福田　卓也
 森本　和明
 村田　良平
 幸島　勇也
 川　　和矢
 中村龍一郎
 中務　拓哉
 碓井　美穂
2013 今西　晶子
 田岡　彩子
 松村未咲紀
 木村　星博
 松本　未晴 
 高林　紅見 
　　　  牧田　祥代
 原田夕華子
 内田真奈美
 前田　真衣
 清水　なな
 島田　寛久
 堀田　沙織 
 伊達亜寿美
 

松本　侑子
荒牧　佑未
津川　大樹 
北川　裕子 
桑野　　玲 
森本　剛史
宮前　美沙
星野　　祥
山根　知穂 
植村　菜々
岸　　拓也
都　　紀雄
古本 　舞唯
鈴木　裕子
宮川紗惠加
岩渕　千春
中川　晴佳
橋本　芽衣
小林真里奈
中島小百合
村上恵理子
臼木　伶奈
杉本　麻衣
法性　瑞希
高橋ひかる
村上　歌那
日野　雄太
田村　彩夏
仲矢　有紗
瀨藤　直紘
東山　恭子
高木真奈美
久保田瑞生
藤井　　澪
谷本　　章
多田　龍司
松浦　友絵
銘苅　桃子
北村　彩香
森下　元哉

2015　榎本　芳幸
　　　  川崎　　遥
　　　  楳原　飛鳥
　　　  乾　　朱里
　　　  野津　綾乃
　　　  深尾　蘭佳
             石上　　憲
             垣尾　　直
             熊本　愛子
　　　  西　　菜摘
　　　  

　　　  

資　料 EFEL & ESS 会員名簿

卒業年　　氏　名

2013

2014

2015

西原　拓海
堤野　紘明
田嶋　姫乃
松本　祐佳
山本　晴可
廣田　美月
太田　阿基
三浦　   咲
清池賀奈子
越生　赳胤
西端　理紗
濱田　絵理
小倉名都子
廣底　桃佳
鈴木　真由
清水　明莉
濱本　梨渚
大仲　政子
新畑　光香
渡辺　主喜
城山　幸恵
吉田　篤志
伊部　友基
辺見　聖奈
森川　美保

上野　陽平
西田　千尋
山石　朱莉
細野　温子
大西　　涼
中谷アフィー
山本　綾菜
好井　七海
森田　梨緒
大友　葉月
林谷　英明
朴ジョン訓
辻田　友規
山原　太樹
樋口　智己
山根　航季
岡田　優香
石村　華子
水澤　咲良
成豊　夏生
福井ほのか
山口　拓海
内田　裕介
八城　沙恵
小坂　梨香

学年　　氏　名

4 回生

3回生

2回生

1回生

2016 年 10 月 29 日現在

( 順不同・敬称略）

2 回生

ESS 部員名簿

阿形みづき
志佐　直子
田中　元実
下川　真純
寺田　瑞希
久保　　強
松山　結花
阪井　果奈

2016



資　料 EFEL 会則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西外国語大学 EFEL 会則 

第１条 　( 名称 )
　本会は、EFEL(Everlasting Friendship through English Language) と称する。

第２条 　( 事務局 )
　本会は、事務局を〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町 16‐1に所在する関西外国語大学 ESS(English 
　Studying Society)( 以下「ESS」という ) 内におく。

第３条 　( 会員 )
　本会は、次の会員で組織する。
　１．正会員 :ESS に在籍し、関西外国語大学・同短期大学を卒業したOBOG。
　２．準会員 : 現役 ESS メンバーを代表する若干名 (EFEL 事務局担当者を含む )。

第４条 　( 目的 )
　本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第５条 　( 活動 )
　本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の活動を行う。
　１．全ての会員相互の親睦、交流を促進する活動を企画、運営する。
　２．同期会や同世代会、あるいはエリア会等の活動の組織化を促進する。
　３．会員名簿を作成する。
　４．を開設し会報等の会員情報誌 ( メールマガジン ) を発行する。
　５．ESS との交流や後援活動を行う。
　　但し、後援活動に関しては、ＥＳＳから要請があり、且つ役員会が必用と認めた場合にのみこれを行う。
　６．その他、前条目的達成のために役員会が必要と認めた活動。

第６条 　( 役員 )
　本会は、次の役員をおき、役員会を構成する。役員は全て総会で選出し、その任期は２年とし、再任は妨
　げない。但し、実行委員で準会員より選任された者の任期は１年とするが、再任は妨げない。欠員補充に
　よって就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
　１．会長 １名
　２．副会長 ２名
　３．会計 ２名
　４．事務局長 １名
　５．事務局次長 若干名
　６．実行委員 若干名
　７．監査役 ２名

第７条 　（役員の職務）
　１．会長は、本会を代表し、会務を統括する。総会および役員会の議長を務める。
　２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
　３．会計は、本会の会計業務を行う。
　４．事務局長は、実行委員会を組織し、本会の業務執行を行う。

　



資　料 EFEL 会則

　５．事務局次長は、事務局長を補佐する。
　６．実行委員は、本会の業務執行を行う。
　７．監査役は、会計監査を行い総会で報告する。他、役員会に出席し、会務が適法に運営されているか監
　　　視する。また、総会および役員会の議事録を作成、管理する。その観点から、監査役は独立性を保障
　　　され、他の役員の影響を受けない。
（名誉会員）
　１．本会には名誉会員として相談役、顧問を置くことができる。
　２．名誉会員は、本会の運営に貢献した者を会長が推薦、役員会で承認し総会で報告する。
　３．相談役、顧問は必要に応じ、会長が会議への出席を求めることができる。

第８条 　（総会および臨時総会）
　１．総会は、原則年一回開催され、次の事項を審議し、出席者の過半数をもつて議決する。可否同数の時
　　　は、議長がこれを決する。予め指定の書式をもつて決議への意思表示をした者は、これを出席者とみ
　　　なす。
　　　（１）役員の選出に関する事項
　　　（２）事業報告および収支決算ならびに事業計画および予算案に関する事項
　　　（３）会則の改定に関する事項
　　　（４）その他、役員会が必要と認めた事項
　２．臨時総会は、役員会が必要と認めた場合にこれを開く。
　３．総会および臨時総会は、会長が招集し、議長は会長が務める。
　４．総会は、会員夫々が遠隔地に点在することにより、インッターネット上での総会をもつてこれに代え
　　　ることが出来る。
第９条 　（会計および会計年度）
　１．本会の会計は、会費および寄付金その他をもつて充てる。
　２．会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもつて終了する。
　３．会計を越智恵子さんに委嘱し、預金に関する代表者を会計にする。

第１０条 （会員）
　１．正会員は、年額１，０００円の会費を納める。複数年分一括納付を妨げない。
　　　準会員は、会費を免除される。
　２．会員は、住所、氏名、E‐mail アドレス、勤務先等登録内容に変更を生じた場合は、遅滞なく会長
　　　( 事務局 ) 宛てに届け出る。

付　 則 　本会則は、平成２１年１１月２１日より施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本会則は、平成２２年１１月６日に一部改正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本会則は、平成２４年１１月３日に一部改正する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本会則は、平成２８年１０月２９日に一部改正する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西外国語大学 E.S.S. 部則 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一章　部則 
第一条　本部則は、関西外国語大学・短期大学 E.S.S. においてのみ適用されるものとする。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二章　名称 
第一条　本クラブは、関西外国語大学 ENGLISH  STUDYING  SOCIETY ( 英語研究会 ) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三章　目的 
第一条　本クラブの目的は、次の通りである。 
　　（１）全活動を通じて種々の学問の研究及び英語力養成を行うものである。 
　　（２）クラブの活動を通じて部員相互の親睦をはかる。 
　　（３）その地域における英語教育の振興を助ける 
　　（４）国際親善に努める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四章　方針 
第一条　本クラブは第三章第一条に示す目的を本旨とする民主的団体として次の方針に基づく活動をする。 
　　（１）本クラブは非営利的・非宗教的・非政府的・その他クラブ本来の目的以外の活動をする団体及びそ
　　　　の事業にいかなる関係も持たない。 
　　（２）クラブは部外に対していかなる支配・統制・干渉も持たない。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章　部員 
第一条　本クラブの部員になることが出来る者は次の通りである。 
　　（１）本学に在籍する大学生及び短期大学生（中宮学舍）と原則とする。 
第二条　部員は原則として、セクションを一つ選択するものとする。 
第三条　学部の部員は三年時の１２月１日から特別部員とし、活動の参加の自由を認める。 
　　　　短大の部員は二年時の６月１日から特別部員とし、活動の参加の自由を認める。 但し、特別な活動
　　　　を除く。 
第四条　部員は会議での事項を守る義務を要する。 
第五条　本クラブの部員は全て平等の義務と権利を有する。 
第六条　本クラブの部員は本学における諸クラブとの兼部はできない。 
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第六章　経費 
第一条　本クラブの経費は学友会より支給される年間予算・臨時予算 ( 未定 )・入部金・部及び 自発的寄付
　　　　金を以って支弁する。部費額、及び資金獲得の方法を決定する場合、会員または部外の者に寄付を
　　　　求める場合等、重要事項においては、執行委員において承認を受けなければならない。 
第二条　本クラブの資金は、全て第三章第一条で挙げた目的以外のために支出または使用されてはならない。 
第三条　本クラブは会計監査委員会の監査を受け、これを部員に報告しなければならない。また、学友会よ
　　　　り求められたなら、予算の使用状況、及び決算状況を報告しなければならない。 
第四条　本クラブの会計年度は、毎年１２月１日に始まり、翌年の１１月３０日に終わる。 
第五条 　理においては別に会計規定に定めることができる。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第七章　選挙 
第一条　本クラブの役員は次の通りである。 
　　（１）執行委員会
 　　　　部長　　　　　　　　　１名 
　　　　副部長        　　　　　　４名（企画・渉外・総務・財務） 
　　　　クラスリーダー    　　　３名（１・２・３回生） 
　　　　会話長    　　　　　　    １名 
　　　　書記        　　　　　　　 １名 
　　　　セクションリーダー長 　１名 
　　　　セクションリーダー  　　６名 
　　（２）議長         　　　　　　　１名 
　　（３）会計監査委員会    　　　１名以上 
　　（４）選挙管理委員会    　　　５名 
第二条　役員の選挙及び就任は、次の通り行われる。 
　　（１）上記役員のうち部長においては、総会において、部員の選挙により選出するものとする。なお、
　　　　　上記委員会の就任は１２月１日からとする。 
　　（２）選挙法 
　　　　　選挙に関するものは選挙管理法を参照。 
　　（３）セクションリーダー以外の執行委員は、新旧執行委員の会議においてマスタープランを承認する。
　　　　　その会議において、マスタープランも含め総合的に審議され出席人数の３分の２以上の承認後、
　　　　　正式に決定となる。また、上記役員就任は新部長により部員に発表される。 
　　（４）一回生クラスリーダーの選出方法については、まず、一回生内で選挙により一人選出し、その後
　　　　　執行委員の会議において決定される。また、その就任は新部長により部員に発表される。その他
　　　　　のクラスリーダーの選出方法については、まず回生内で一人選出し、その後、新部長、旧執行委
　　　　　員の会議において決定される。なお、その就任は、新部長により部員に発表される。 
　　（５）書記の選出方法については、原則として、まず短大一回生で一人選出し、その後、執行委員の会
　　　　　議において決定される。なお、その就任は新部長により部員に発表される。 
　　（６）セクションリーダー長の選出方法については、まず次期各セクションリーダー内から選出された
　　　　　後、本条第３項に基づいて決定される。 
　　（７）セクションリーダーの決定方法については、新部長と旧セクションリーダーによる承認後、セク
　　　　　ション内の選挙により出席人数の３分の２以上の承認を得られた時点で、正式に決定される。 

　　　　　　　　　　　　　　　　第八章　役員の資格とその任務 
第一条　役員の任務は次の通りとする。 
　　（１）部長 
　　　１．総会、執行委員会を招集する。 
　　　２．外部に対し、クラブを代表する。 
　　　３．各部会（会計監査委員会を除く）に職務上、出席する事ができる。 
　　（２）副部長 
　　　１．部長を補佐し、部長不在の時は代表する。 
　　　２．企画、渉外、総務、財務の各部を代表する。 
　　（３）企画部 
　　企画部は E.S.S. における各イベントの企画、製作、運営にあたる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　    第八章　役員の資格とその任務 
第一条　役員の任務は次の通りとする。 
　　（１）部長 
　　　１．総会、執行委員会を招集する。 
　　　２．外部に対し、クラブを代表する。 
　　　３．各部会（会計監査委員会を除く）に職務上、出席する事ができる。 
　　（２）副部長 
　　　１．部長を補佐し、部長不在の時は代表する。 
　　　２．企画、渉外、総務、財務の各部を代表する。 
　　（３）企画部 
　　企画部は E.S.S. における各イベントの企画、製作、運営にあたる。
　　　１．合宿 
　　　　　合宿の場所、目的、計画、旅行等の宿泊施設等、合宿全般に関する計画を立て、 合宿が円滑に行
　　　　　われるように企画、運営にあたるものとする。 
　　　２．外大祭 
　　　　　大学における大学祭の計画を立て、実行する。
　　　３．リクリエーション 
　　　　　部員相互の親睦をはかるため、各催し物において会の計画、運営、進行にあたるものとする。 
　　（４）渉外部 
　　渉外部は対外において成り立つ。 
　　本クラブは学内及び学外との交流を深めるための企画をし、実行するものとする。 　
　　（５）総務部 
　　総務部は風紀、編集、管理の各分野から成る。 
　　　１．風紀
   　　　　部内の秩序を維持する。 
　　　２．編集 
　　　　　年一回の E.S.S. パンフレット編集全般に関する一切の業務の責任を負う。 
　　　３．管理 
　　　　　クラブの所有物全般の管理を行う。 
　　（６）財務部 
　　　１．本クラブの決定した予算に基づいて、一切の会計業務を処理する。 
　　　２．会計帳簿を管理、保管し、監査委員の承認を通じて、部員の閲覧に応じる。 
　　　３．会計監査を受けて部員に報告する。（決算期） 
　　　４．全ての収支につき、正確な会計帳簿を作成する。 
　　　５．決算期には、財務諸表を作成しなければならない。財務部員は財務部長を補佐し、部員からの集
　　　　　金業務などを円滑に行う。 
　　　６．部員は在籍中は部費を払うことを義務とする。（特別部員も含む。） 
　　　７．財務部会は必要に応じて開く。 
　　　８．どの微収金においても、微収日に支払いが不可能な者は、財務部長にその理由と支払い時期を文
　　　　　面にて提出すること。そして、財務部の承認を受けた者のみ、滞納を許可する。滞納金を文面ど
　　　　　おり収めない者に関しては、 財務部員により、自宅に文章にて請求することができる。 
　　（７）クラスリーダー
 　　各クラスリーダーは、その学年の統一を図り、意見等を執行委員会に反映させ、 執行委員会の方針を浸
　　透させる立場にあり、各学年の総会を招集し、議長を務める権限を持ち、各クラスにおける最高責任者
　　である。また、学年間の親睦を図る。
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第三条　常置委員会は原則週二回開く。臨時委員会は常置委員会の総意に基づき開かれる。 常置委員会は３
　　　　分の２以上の出席を以って開かれる。 
第四条　旧執行委員会は、新執行委員会において過半数を以って出席が必要とされた時、これに応じなくて
　　　　はならない。 
第五条　執行委員会は部員により選出され承認された代表者によって構成されており、常置委員会、臨時委
　　　　員会は議決権を有す。しかし、要求が起こった場合、もしくは重要事項に関しては、最高決議機関
　　　　となる総会において議決される。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十一章　退部・休部 
第一条 
　　（１）退部・休部は、所定の手続きにより休退部できる。 
　　（２）休部届は原則として休部する二週間前に提出する。 
　　（３）所定の退部、休部届を直接部長に提出し、執行委員会において正当な理由であると認められた者を
　　　　除籍または休部させる。 
　　（４）個人的な理由での休部は原則として認められない。ただし、留学に関する休部は下記に定める。 
　　　１．留学制度における留学期間は休部を認める。 
　　　２．本学の留学制度における授業の受講期間は休部を認める。 
第二条　早退・欠席について 
　　（１）部則に明記してある第三章第一条の目的に当てはまる項目で決められている日までに各届けを提出
　　　　すれば、執行委員会の承認を得て早退・欠席は認められる。 
　　（２）第三条第一条の目的に当てはまらない項目であっても執行委員会の承認を経て例外的に早退・欠席 
　　　　が認められる。例えば、一ヶ月前にコンテスト等の日程を知らせなかった場合。 
　　（３）執行委員会の承認を得ることが出来なかった場合、その回数をカウントし、その回数が通算三回に
　　　　至った場合、部則に従ってその部員に警告文を出す。 
第三条　就職活動・アルバイトについて 
　　（１）就職活動でイベント等に欠席などをする際は、原則として会議に出席しなくても良い。しかし、 届
　　　　には場所、内容（説明会や面接等）、日時と記入日を出来る限り詳しく明記して捺印する。そして、
　　　　いずれかの執行委員に渡す。また日時が不確定の際には、いつ頃わかるのかを執行委員に伝えて、
　　　　分かり次第またそれを執行委員に伝える。 
　　（２）土日に関してはいかなる私情によってもイベント等の欠席などは認められない。そして祝日に関し
　　　　ても原則として同様に認められない。ただし、１カ月前にイベント等の日程が知らされていなかっ
　　　　た場合は例外とする。 
　　　　平日のイベント等に欠席などをする場合は、まず届に日時、勤務地、名前、学年、学部／短大、セ
　　　　クション、そして最後にシフトを変える努力をしても変えられなかった理由と記入日をできる限り
　　　　詳しく明記して、捺印する。いずれかの執行委員に提出して、会議に出席する。受理れて以降同じ
　　　　理由で休む際は、会議への出席義務はない。ただし、届は上記の必須事項を記入して必ず、執行委
　　　　員に提出する。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十二章　罰則規定 
第一条　執行委員会が退部すべきと判断した者には、警告文を渡し、さらに、本クラブに対する姿勢が改善
　　　　されない場合には、強制退部の処置をとることができる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十三章　会計監査委員会 
第一条 　
　　（１）会計監査委員会は一名以上により成り、クラブにおいて会計の監査を目的とする。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E.S.S. 選挙管理法 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第一章　総則 
第一条 
　１．本クラブの役員選挙、及び就任は部則第七章の通り行われる。 
　２．選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会は必要がある場合、総会を招集す
　　　ることができる。選挙に関する総会、または、選挙時の定足数は、全部員の３分の２以上とする。
　　　選挙管理委員長が不在の時は、選挙管理委員がこれを代行する事が出来る。 
　３．緊急の場合は、選挙管理委員会の判断に基づいて選挙を行う。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　    第二章 選挙及び被選挙権 
第一条　本部員は、選挙権及び被選挙権を有する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第三章　投票 
第一条　選挙は投票によって行う。 
第二条　有権者は、自ら投票所において投票用紙に氏名が印刷された候補者のうち、その投票しようとする
　　　　者一人に対して、投票用紙の所定の欄に、信任の場合は○印、不信任の場合は×印を記入する。
　　　　なお、○ ×印以外は全て無効投票とする。棄権は原則として認めない。 
第三条　有権者で、選挙当日投票する事が出来ない者は、不在者投票が認められる。 
第四条　有権者の投票は立候補者の演説を聞く事を前提とする。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四章　当選人 
第一条 各選挙において、次の場合を当選とする。 
　１．単数立候補者の場合 
　　　最低支持投票として、有効投票数の３分の２以上の信任を得た者。 
　２．複数立候補者の場合 
　　　最低支持投票数として、有効投票数の３分の１以上の最高投票者。 
　　　但し、前記に該当しない場合、選挙管理委員会の審議の下に全部員を創意に基づく決定により対処する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第五章　罰則 
第一章　選挙妨害、買収、投票偽造を行った場合、選挙管理委員会に審議の下に、当選無効、 選挙権及び被
　　　　選挙権の停止を命ずる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第六章　選挙に関する諸期日 
第一条　立候補者の届け出の受付日、立候補の公示等の選挙に関する諸期日は選挙管理委員会の審議の下、
　　　　決定する。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第七章　選挙活動 
第一条　立候補者の選挙運動は選挙時における立候補演説のみとし、これ以外の選挙運動を原則としてこれ
　　　　を認めない。 



100 年に向かって飛翔 !

創学 70 周年記念事業の一環として発表された「御殿山キャンパス・グローバルタウン」。
2018 年 4月開学をめざす。（写真提供／関西外大）
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編集後記

　1966 年 4月に産声を上げた関西外大 ESS が、今年創部 50周年を迎えま
した。それはまさに関西外大枚方学舎で、青空入学式とともにスタートした
大学の歴史と重なります。
　先人達が「外大に ESS を創ろう」と、天高らかに掲げた English Studying 
Society の旗と理念は、営々と後輩達に引き継がれてまいりました。多くの
卒業生達は実社会の第一線で活躍し、日本経済や文化の担い手となって足跡
を残してきました。
　本記念誌は、この半世紀の ESS の歩みを後生に伝えたいという思いから編
集作業が始まりましたが、まとまった資料やデータが散逸して、情報を収集
するのは困難を極めました。半年間の作業で何とか形を作ることができまし
たが、記念誌としてはまだまだ不十分な内容とのご指摘は甘受いたします。
　しかし、想像もしなかった本当に多くの皆様から情報提供のご協力を頂
きました。また、編集作業を通じて今まで連絡先すらわからない方から、お
便りも頂戴しました。そして、ESS に限って言えば、発展・躍進の時代ばか
りではありません。後輩達が幾度となく存続すら危ぶまれる中で、危機的な
状況を何度も乗り越えながら、今日の ESS を守っていてくれた事実も知るこ
とができました。
　「伝統」は、基本となる理念を「伝承」しながら、その時代の価値観に見合
った技術を駆使して進化させ、伝え続けるものです。先達は自らの経験や
スキルを通じて、次代を担う若者達をサポートすることが求められます。
長い間 EFEL はこの責任を放置してきました。今こそ立ち上がる時です。
　本記念誌は、ESS 創部 50周年にあたり、ここで一度歩んできた道程を振り
返り、そしてこれから目指すべき未来への思いを、多くの皆様と分かち合う
ための一里塚となれば幸せです。

【個人情報の取り扱いについて】本誌に掲載されました個人情報に関して不適切な
点等があれば編集責任者まで連絡をいただきますようお願いします。


