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開催場所：各自宅（ZOOMオンライン会議）

2020年度
EFEL定期総会
議案書
【配布用】
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OBOGメンバー 2021年10⽉30⽇
ＮＯ 名前 卒業年度 所属セクション 経験業種 現住所 総会 懇親会 備考
1 本出良⼀ 1972 社会学 新聞社 奈良 〇 ✕ 相談役
2 中村秀⼆ 1973 ⽂学 教育/商社 熊本 〇 〇
3 柿崎紀明 1978 政経 電機 神奈川 〇 〇
4 ⽔野明洋 1978 ディスカッション ⾃動⾞/旅⾏ 東京 〇 〇
5 岸⽥茂 1978 政経 航空/サービス 愛知 ✕ ○
6 清⽔潔 1979 ディスカッション 電機 神奈川 ○ 〇
7 ⽥中博之 1981 ディスカッション 運輸/電機/建設 神奈川 △ ✕ 後半参加
8 細川幸治 1983 ディスカッション ⾦融 アメリカ ✕ △ 後半参加
9 樫⼭リエ 1983 政経 情報通信 神奈川 〇 〇
10 ⽥坪紀美 1984 歴史 教育 ⼤阪 〇 〇
11 遠藤秀剛 1990 ディスカッション 電機 ⼤阪 ○ 〇
12 ⻑嶋俊樹 1990 歴史 機械製造 東京 ○ 〇
13 中塚裕⼰ 1992 政経 銀⾏ 東京 〇 〇
14 鈴⽊真由 2017 スピーチ ⼩売業 東京 ✕ △ 後半参加
15 川鰭祐⼦ ー ディスカッション 歌⼿ 岐⾩ ✕ △ 後半参加
16
17
計 11名 13名

本日の参加どうもありがとうございました！



１．挨拶 会長 水野明洋
２．議事・議長選出 水野明洋
３．議案審議
① 2020年度事業報告 副会長 清水 潔

遠藤秀剛
② 2020年度決算報告 副会長 田坪紀美
③ 監査報告 監査役 代：水野明洋
④ 2021年度事業計画 副会長 清水 潔

遠藤
秀剛
⑤ 2021年度予算案 副会長 田坪紀美
⑥ EFEL基金収支報告（基金運営委員会） 委員長 水野明洋
⑦ 実行委員改選 会長 水野明洋

質疑応答
４．報告
① ESSクラブ近況報告 会長 水野明洋
② オンライン懇親会ご案内 会長 水野明洋

5． 閉会ご挨拶 副会長 清水 潔
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【2020年度を振り返って】

①コロナ感染を避けて会員同士の親睦を深める為に、オンラインにて懇親会・
交流会の開催28回行い、のべ289名参加して頂きました。
皆さんのご参加頂き、感謝申し上げます。
②2020年12月にアメリカ ブロックが8名の会員で正式にスタート、2021年3月には
アメリカの会員が中心となってESS現役生の将来の夢の実現をサポートをする
為に、オンライン相談会を実施しました。
③今後の課題としては、引続き新規会員登録の拡大です。

【2021年度の展開】

①会員・卒業生への活動理解を促進する為に、広報対象領域の拡大と掲載情報の質的向上
を行っていきます。EFEL活動への賛同者を増やすことで、会員拡大及び財政強化に繋げて
いく 予定です。
②イベントに関しては、当面はコロナ感染を避ける為にオンラインにて開催致します。
コロナ収束しだい対面活動を復活して参りますが、現行のオンライン会議は交通費/時間節
約等のメリットもあり、継続して行く予定です。
③皆さんから歴代ESSパンフレットを寄贈して頂き、PDF化を行いHPに掲載、原本を大学にて
展示して頂ける事になりました。

④現役生の就職及び海外勤務に関する不安や疑問に応える為、オンライン就職/海外勤務
相談会の開催を継続して参ります。

＊詳細にてついては、本日各担当副会長より報告致します。

【会長挨拶】
4/35



【2021年度の展開活動のレジメ（要約）】

※参加予定者には事前にレジメ配布済み

『OBOG向け』
①会員・卒業生への活動理解を促進する為に、広報対象領域の拡大と掲載情報の質的向上
②EFEL活動への賛同者を増やすことで、会員拡大及び財政強化

③イベントに関しては、当面はコロナ感染を避ける為にオンラインにて開催
コロナ収束しだい対面活動を復活予定、現行のオンライン会議は交通費/時間節約等の
メリットもあり、継続
④卒業生のコミュニケーション促進する為に、ホスト役となるEFEL会員にZoomのアカウントと
パスワードを管理責任者より開示
⑤北陸（福井・石川・富山・新潟）ブロック設立
⑥ HPに『投稿』メニューを新設してESS OBOG間で交流できる場の設置
⑦歴代ESSパンフレットのPDF化後のHPに掲載、原本を大学に寄贈+展示

『現役生に対して』
⑧現役生の就職及び海外勤務に関する不安や疑問に応える為、オンライン就職/海外勤務
相談会の開催継続
⑨現役生への就職サポート活動する為に、HP新コーナー『現役生へのエール』の新設
⑩現役生要望に基づき英語弁論大会スピーチ指導の継続

【定期総会レジメ（要約）】
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【広報領域】

EFEL会の付加価値増大と会員・卒業生への活動理解促進

（１）これまでの広報対象領域の拡大
・コロナ禍において、現役部員の活動、他校との交流活動、またEFEL会による情報収集にも制約が
あり、広報対象領域の拡大は大変困難であった。
・しかし、現役部員との交流においては新たな発展があり、現役部員の活躍状況の一部をHP等にて
報じることができた。（コンテスト後の入賞者インタビューなど）
・更には2021年度の現役活動状況をビデオ等で共有することに対して、現役部員幹部の同意が得ら
れ、活動が始まれば、多くの情報を共有するベースが出来た。

（２）掲載情報の質的向上と会員の更なる協力・支援の獲得
・SNS/LINEを活用した情報掲載は定着し、会員からのアクセスが大きく改善したとの評価を得ている。
・OBの近況報告に関しては、月例化が確立しており、その投稿者層も年代・地域で広がりつつあり、
多くの会員からの好意的な反響が広がっている。
・動画の活用による臨場感溢れた活動報告を拡大し、会員間の親密感、現役部員との距離を縮める
にも貢献していると感じられる。
・積極的なOBＯＧの助言、参画支援も多く頂くようになっており、今後の展開バリエーションにも幅が
出てくるものと思われる。

【2020年度事業報告】
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EFEL活動への理解促進と現役活動とのつなぎ！



【事務局領域】

全体・日本各ブロック毎のｵﾝﾗｲﾝ懇親会実施

・会員同士の親睦を深める為に、
全体及び関東・中部・関西・中国/四国 各ブロックのイベントを合わせて
７回開催し98名参加。
・尚、九州プロックは外大同窓会九州支部設立総会に合わせて懇親会開催予定

各地区別/年代別の７ｸﾞﾙｰﾌﾟのｵﾝﾗｲﾝ懇親会実施

・各地区別/年代別7ｸﾞﾙｰﾌﾟのｵﾝﾗｲﾝ懇親会開催19回/のべ173名参加

役員・実行委員交流会をｵﾝﾗｲﾝにて実施

・ EFEL活動の活性化に向けて、EFEL役員及び実行委員（地区/年代別）間で気軽に議論すると
同時に、メンバー間の交流を深める為に実施 開催2回/のべ18名参加

【ｵﾝﾗｲﾝ懇親会/交流会参加者の主な声】
・各世代交流となると敷居が高くなり、参加しにくいと思っていたが、オンライン懇親会/交流会は
敷居が高くなく、参加して良かった。
・後輩と接する事で新しい情報に接する事が出来、新鮮な感じがして良かった。
・今後もZOOMを使って同世代の交流を推進していきたい。

【2020年度事業報告】
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ｵﾝﾗｲﾝ懇親会・交流会 開催28回/のべ289名参加



【事務局領域】

アメリカ ブロック設立について

・2020年12月13日の役員会にてアメリカ ブロック設立について承認
・メンバー8名

名前 住まい 卒業年度 名前 住まい 卒業年度
野々山浩代さん CA:ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ (1981年卒) リーダー 細川幸治さん コネチカット州 (1983年卒) サブリーダー
Wright(旧姓:浅野)恵子さん CA (1969年卒) Fisher(旧姓:速水)敦子さん CA (1979年卒)
柴田知子さん CA (1979年卒) 国吉正幸さん イリノイ州 (1992年卒)
亀田真二さん CA  (1989年卒) 吉田昌則さん オレゴン州 (1984年卒)

現役生とオンライン第１回目就職（留学）相談会実施

・ESS現役生とEFEL会員との間で、現役生の将来の進路決定の手助けや将来の夢の実現の
サポートをする事を目的としたオンライン就職（留学）相談会を2021年3月7日に開催。
参加者は9名で、内訳はESS現役生2名、EFEL会員7名（米国在住４名・日本在住3名、1969～1992年卒）

・EFEL会員からは現役生の質問に回答すると同時に留学・就職先選択・就職面談対応等に関
しての対応策や失敗経験含めて色々な話を共有してもらった。特に,アメリカ居住者または世
界各国の国々で駐在された経験豊富な先輩達の生の経験談を共有する事でESS現役生は
良い刺激になったようです。

【2020年度事業報告】
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ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾛｯｸ設立 ・ 現役生とのオンライン相談会実施
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【現役ESS活動支援領域】

英語弁論大会支援

・第53回谷本杯英語弁論大会は、この11月22日（日）、コロナ禍
での初のオンライン開催となり、関東7大学（東京外語、早稲田、
立教、法政、青山学院、聖心、津田塾）に関西外大を加えた8校から
12名の精鋭が参加、また50名のオーディエンスが見守る中、開催。

・関西外大からは、ESSの山中賢一さんと森美月さんが出場。
そして森さんが、一昨年の外国語大学英語弁論大会に続き、
見事に3位入賞の栄冠を勝ち取り外大ﾆｭｰｽ及びEFELのHPで
も大々的にPR。合わせて、皆様から現役生支援活動の為に
寄付して頂きましたEFEL基金より谷本杯大会サポートとして
1〜3位までのトロフィーを提供しました。

・谷本杯も昨年と同様にEFELメンバー代表者が現役ESS部員に
スピーチの指導をオンラインにて行った。

指導者：杉本洋之（1979年卒）/田坪紀美（1984年卒）さん

○第1回目 8月15日 スピーチの作り方指導
○第2回目 8月22日 スピーチ構想指導
○第3回目 9月13日 英語スピーチの指導

【2020年度事業報告】

ESS部員見事に谷本杯で3位入賞の栄冠を勝ち取る

大会を振り返る３位の森さん（左）と

Ｅ.Ｓ.Ｓ.部長の共田さん
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【会計領域】

財政の強化

・会費に関しては、今まで懇親会等開催時に参加者の皆さんから年会費/寄付金を頂いており
ましたが、コロナの影響でイベント開催ができず年会費及び寄付金を直接頂く事ができなく
なった為、2020年9月からは年会費及び寄付金ご協力のお願いをHP/SNS/LINE等で行った

結果11名の方より合計88,000円（会費32,000円、寄付金56,000円、合計88,000円）のご協力
を頂きました。 （参考：役員関係者5名からは6万円の振込み、役員以外は6名から28,000円）

・皆様のご協力で約2年分の運営費は確保できました。 どうもありがとうございました。

【2020年度事業報告】

年会費及び寄付金のご協力に感謝致します

＜寄付金者＞
田中博之様 10,000円
清水潔様 20,000円
杉本洋之様 10,000円
田坪宏文/紀美様 10,000円
長嶋俊樹様 6,000円



11/35【EFEL2020年度 収支決算書】
自 2020年4月 至 2021年3月

収入#部 %単位(円*

科目 予算額 決算額 予算比 備考

会費収入 678777 968777 :68777

寄付金収入 7 >?8777 >?8777

雑収入 7 7 7

繰越金 :9C8D:7 :9C8D:7 7

収入#部合計 :>CD:7 66G8D:7 ?D8777

支出#部

科目 予算額 決算額 予算比 備考

事務用品費 7 G67 G67 総会案内用Q封筒TTU円8Q印刷代YUU円Z紙\]^_\`ab*

c

7 会計監査fQ資料郵送費Q6?7円

総会連絡郵送切手代金Q68D>?円

6D8777 6D8677 677 会議`pqrsttu年間使用料金Q678777円

7 切手代金Z領収書送付*QD{円

7 |ar}a~年間使用料金Q>8777円

会議費 :8:77 :8:77 会計監査会議費用Q:8:77円

振込手数料 667 >{7 967

支出小計 99667 978>?7 �c68??7

次年度f繰越金 :6?>C7 :CG86>7 G78??7

支出#部合計 :>CD:7 66G8D:7 ?D8777

通信費

交通費 >8777 7 �c>8777

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。
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【EFEL2020年度 収支報告書】

自 2020年4月 至 2021年3月

!単位$円&

摘((要 金(((額 摘(((要 金(((額
会費収入 012333 会議費 52533
寄付金収入 89333 交通費 3
繰越金 50>2?53 通信費 1?2133

振込手数料 8F3
事務用品費 K13
支出小計 032893
1315年度R繰越 5>K2183

合計 11K2?53 合計 11K2?53

((TTTTT以上(1313年度収支決算書Z[\]^_監査b結果e会計基準Z則i(
((TTTTT適正Z処理no_pqrbs認u]^vw

((((((会計監査 越智恵子
石井信之

収入b部 支出b部

1315年53月58日

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。



【2021度事業計画】
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【広報領域】

EFEL会の付加価値増大と会員・卒業生への活動理解促進

広報対象領域の拡大と掲載情報の質的向上

■ 2020年度コロナ禍において、大きく制約を受けた活動が再開されることを
期待し、昨年計画したことを再度粛々と進めることを基本として、会員のEFEL
会活動への更なる理解促進に努める。

▪ 現役部員の活動状況の共有
・ 年代別、地域別などで行われるイベント状況の共有

■ 2020年度新たに開始した海外会員との交流を拡大し、海外から得られた
情報を現役部員にも直接供給する機会を増やすことで、彼らが就職や将来
の方向性を検討する際の外大らしい一助に繋げたい。

■ コロナ禍終息が延びる想定でも、現行のオンライン活動を活発化し、会員
へより広い情報共有を目指す。



【2021度事業計画】
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【広報領域】

HP新コーナー企画 『現役生へのエール』

目的： 現役生への就職サポート活動

期待する効果： ①現役生の期待に沿った有効情報を提供し、現役生の希望就職に貢献する。
②現役生にEFEL会の存在意義を理解してもらい、将来へのEFEL会への積極
参加を促す。

投稿者： 企業/学校で活躍している中堅OBOG

対象読者： 主にESS現役生

掲載内容記事：就職活動アドバイス、会社選択理由、会社/学校での業務内容、今後の夢、
現役生への全体アドバイス

掲載写真： 会社/学校での写真

掲載頻度： 数ヶ月に一回

※第1回目は中務拓哉さん(2012年卒)、6月20日にHP掲載
第2回目は家中潤さん(1998年卒）、 9月25日にHP掲載



【事務局領域】

会員登録の拡大の為

・LINE/ｵﾝﾗｲﾝ飲み会等を通して、新規会員登録のお願いをする。
・年代別実行委員の協力をもらいながら、卒年別に部長又は執行部経験者に同学年のまとめ役
になってもらい、同学年の親睦促進/ESS現役生へのサポートの協力をお願いする。
同時にメール/LINE等の連絡先含めて名簿管理と新規会員登録を推進をお願いする。
・2020/21年度の新入部員含めて現役生にEFELの活動について説明会を行い、理解してもらう。
・就職活動で忙しい3/4回生に対してEFELと現役生との接点を作れる様なイベン ト（就職活動
相談会等）を行い 、卒業後は自動的に会員となる事を理解してもらう。
・2022年3月の卒業パーティー後に開催される4回生追いコン時に、EEEL役員が出席してEFEL
活動について説明を行い、卒業後は自動的に会員となる事を理解してもらう。

役員・実行委員会(8/28)からの意見

【年代別集まりは心の拠り所】
・ずっとEFEL(ＯＢＯＧ会)の存在を伝え続ける事が重要。
・多忙な若い世代はEFEL会に参画の余裕がない人がいるのが現実、年齢を重ねて余裕が出た

頃に心の拠り所が欲しくなるタイミングがある。だから年代別で集まりがある事を伝えて行く事
が大切。

【2021年度事業計画】
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【事務局領域】

役員・実行委員会(8/28)からの提案を受けて

【名簿整理に関して】

・まずは、2009年以降支払い実績がある会員(173名)リストの分析を行い、その次に300名の
名簿リストの分析を出来るだけ行う。その分析結果に基づき対応策を考える。
・現状の名簿より該当年代別会員リストを年代別（卒業年度別）実行委員に渡して精度アップの

お手伝いをしてもらい。
・現行の名簿はブロックリーダーにはお渡ししておりますが、ブロックリーダーにも精度アップの
お手伝いをしてもらう。

役員・実行委員交流会(9/25)からの提案を受けて

【Zoomアカントの開示】
・新設される年代別（卒業年度別）実行委員にもZoomのホスト役が出来る様にEFELが年間契約
（有料会員2万円/年）しているZoomのアカントとパスワードを開示してほしい。
＊無料は50人/時間40分まで、有料は100人/時間無制限

➡新設される年代別（卒業年度別）実行委員にもZoomのホスト役が出来る様にZoomの
アカントとパスワードを開示しました。10/2再開示案内済み

・今まで積極的にEFELの活動に参加してなくて友達同士で会っていた人たちもEFELに呼び込む
事ができるように、会費を納入している又は納入予定しているEFEL会員で希望者があれば
Zoomのアカウントとパスワードを管理責任者を設定して開示する事を提案します。
但し、HP上でのIDやPWの開示は、運営上非常に大きなリスク（第3者による悪用など）を含み、
コンプライアンスの観点からも容易な開示は許されませんので、より高い安全性に配慮した
方式を検討中です。（会員専用ページ内にての開示など）

【2021年度事業計画】
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【事務局領域】

北陸 ブロック設立について

役員・実行委員会(8/28)からの提案を受けて

・2021年9月12日開催役員会にて北陸 ブロック設立について承認
・ブロックリーダー：仙台謙三さん（1989年卒）石川県能美市在住
関西外大同窓会北陸支部幹事長もされています。
・北陸ブロック対象地域：福井・石川・富山・新潟
・2022年春頃開催予定の外大同窓会北陸支部設立総会に合わせて
EFEL北陸ブロック設立対面懇親会開催予定

役員・実行委員交流会(9/25)からの提案を受けて

HPに投稿メニュー新設

・HPに投稿メニューを開設してESS OBOG間で交流できる場を設け、連絡・掲示板として利用
してもらう。 詳細はHP/LINE等で別途案内予定。

関西外大同窓会との連携

・関西外大同窓会の全体及び各支部毎に行われるイベントと連携して参加の呼びかけを行う。

【 2021年度事業計画】
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【事務局領域】

歴代ESSパンフレットのHP掲載と谷本記念講堂で展示！

・学祭時発行の歴代ESSパンフレットを皆さんから寄贈して頂きどうも
ありがとうございました。
皆様にいつでも見て頂くようにPDF化（データ保存）してHPに掲載
(6/13）を行いました。

・この歴代ESSパンフレットはESSの歴史だが、関西外大の歴史でもある
ので、PDF化後に原本14冊（創刊号1967年～1980年）を大学に寄贈し、
谷本記念講堂２階で展示 (10/20）が、スタートされました。
常時閲覧は行っておりませんが、ホームカミングデー等のイベント開催
時は開放閲覧可能との事です。
大学にとって、貴重な資料として取り扱って頂くことになりました。
現在、32の文化会クラブがありますが、ESSの資料が展示される事は
大変名誉な事であります。

・尚、EFELでは寄贈して頂いたESS歴代パンフレットを32冊分をPDF化
してHPに掲載しておりますが、下記の年代のパンフレットの寄贈の
ご協力を引続き宜しくお願い致します。

1984年、85年、89～96年 10冊
2002年～06年、12年 6冊

合計 16冊

【 2021年度事業計画】
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【事務局領域】

・就職相談会

・7月10日に『第2回就職相談会』を開催

第１回目就職（留学）相談会(3/7開催）に引続き、
現役生の就職に関する不安や疑問に応える為にオンラインにて第2回就職相談会を開催
ESS現役生4名(三回生3名、一回生1名)とOB10名 (アメリカ・ベトナムからも参加)の合計14名が参加

現役生からの就職に関する様々な質問に、OBでスピーカーとして参加してくれた若手OBの
4名が自身の経験や現在の仕事内容等を資料を使って各業界の魅力や課題、現在従事して
いる業務、OBOG自身の就活を振り返っての具体的なアドバイスを行いました。

参加した学生からは、多くの肯定的なコメントをもらいました。
①細かく説明して頂き、濃い内容で良かった
②資料を使ってわかりやすく説明して頂き、とても良かった
③社会人の方と話す機会がなかったので大変良かった
④またやって貰いたい

この場をお借りして、第1/2回就職相談会に対応して頂いたOB
関係者の方に感謝致します。

・今後の実施方式については、学生の要望を更に検証した上でEFEL会事務局の運営能力を
含め、提供機能としての継続性、有効性、適正規模などを更に検証した上で、決めていきた
いと思っています。

【2021年度事業計画】
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司会/まとめ役
中塚裕己(1992年卒)

スピーカー
①水嶋直樹(2003年卒)
②中務拓哉(2012年卒)
③森本和明(2012年卒)
④森山翔太(2012年卒)



主要イベント
・全体会議及び各地区(ブロック) 納涼懇親会はオンラインにて開催、

新年会についてはコロナ感染状況を見て日程/開催方式を決める

名称 日時 開催方式 ミーティングID

●全体：役員/実行委員会 2021年 8月28日(土) 14～17時 ｵﾝﾗｲﾝ 開催済み

総会 202１年10月30日(土)  16～18時 ｵﾝﾗｲﾝ 865 4102 0865

懇親会 同上 19～21時 ｵﾝﾗｲﾝ 848 7544 4765

●ESSドラマ上演 10月29日(金）/30日(土） 12時～/14時～

対面のみで中宮キャンパスの教室にて『Remember Me』上演、後日インスタグラムで配信予定

●第54回谷本杯争奪英語弁論大会 11月14日(土） 11～16時 ｵﾝﾗｲﾝ 参加者にID連絡

オンラインのみでで開催、後日ダイジェスト版を配信予定

ブロック（地区）イベント

●関西：懇親会 2021年 8月28日(土)  19 ～21時 ●中部：懇親会 2021年 7月17日(土)： 7名参加

新年会 2022年 1月 新年会 2022年 1月29日(土）

●関東：懇親会 2021年 8月14日(土)  8名参加 ●九州::懇親会: 調整中

新年会 2022年 1月 ＊外大同窓会九州支部設立総会に合わせて懇親会予定

●中国/四国 ●北陸：新年会 2022年1月

懇親会 2021年 8月21日(土)  7名参加

新年会 2022年 1月

＊年代別に分かれて懇親会に参加出来る様に『Zoomブレイクアウトルーム』準備でき次第対応する。

【2021年度事業計画】
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役員・実行委員オンライン交流会 (ZOOMにて）

・目的

EFEL活動の活性化に向けて、EFEL役員及び実行委員

（地区/年代別） 間で気軽に議論すると同時に、メンバー間の交流を深める。

・開催日程

第3回目 2021年 4月10日(土) 19--21時 参加者：7名

第4回目 2021年 9月25日(土)   19--21時 参加者:6名

第5回目 2021年12月11日(土)  19--21時 ミーティングID 899 3170 0674

・議論内容

役員・実行委員会(8/28)からの提案を受けて

前半1時間はテーマ設定して意見交換、後半1時間は懇親会とする。

第4回目の交流会よりテーマ（EFEL会員増施策）を設定して、実行委員の皆さんより提案

/意見を頂きました。 その一部は本日の総会議案書にも対応結果反映しております。

【2021年度事業計画】
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・地区/年代別オンライン(ZOOM）交流会/懇親会/飲み会

・コロナの影響の為、懇親会開催が困難なので、会員同士の コミュニケーションを

促進してもらう為にEFELが契約している 有料プランZOOMを使って年代/地区別及び

グループ別のオンライン交流会/懇親会/飲み会等に利用して頂く。

＜各地区別/年代別のオンライン懇親会/飲み会実績及び予定＞

・1978/79年度卒業生有志メンバー

5月22日:7人、8月22日 7人、12月12日開催予定

・1970年代卒業生関東地区メンバー

5月29日:9名、11月20日開催予定

・1988-92年卒業生有志メンバー

6月5日:8名

・アメリカ在住＋日本役員メンバー

4月18日:6名、6月20日6名 8月29日:7名、10月24日:9名、12月19日開催予定

※10/24のオンライン交流会には2022年1月からアメリカ留学予定の学生も参加

【2021年度事業計画】
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【現役ESS活動支援領域】

英語弁論大会スピーチ指導

・2021年11月14日開催予定の『第54回谷本杯』及び2022年2月開催予定の
『外大杯（旧5外大）』 に向けて、EFELメンバーによるスピーチ指導を行い
ます。 11月上旬予定 指導者：杉本洋之（1979年卒）/田坪紀美（1984年卒）さん

EFEL基金

・ 『第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会』は、関西外大の創立者
である谷本さんの名前を冠として使わさせて頂いており、全国レベルの
英語弁論大会なのでEFEL基金より、3万円支援する事で8月7日開催の
EFEL基金運営委員会で決定。
・支援金で上位1～3位までのトロフィーとプライズクオカード代金として充当

ESS現役生との情報交換会

・ESS活動及び英語弁論大会等の支援整合を行う為、ESS部長とのTV会議・
電話・LINE等で情報交換会を月1回開催

【2021年度事業計画】
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24/35【EFEL2021年度予算案】
自 2021年4月 至 2022年3月

収入#部 %単位(円*

科目 前年度決算額 今年度予算額 増減 備考

会費収入 ;<=>>> ?;>=>>> @A=>>>

寄付金収入 EF=>>> E@=>>> ;=>>>

雑収入 > > >

繰越金 ?;@=A?> ?;@=A?> >

収入#部合計 <<LA?> ;<A=A?> ?>?=>>>

支出#部

科目 前年度決算額 今年度予算額 増減 備考

事務用品費 L<> ?=>>> <A> 印刷UVW代金Y?=>>>円

交通費 > <=>>> <=>>> 学校側_#調整会議c伴e交通費

会議fghij>>k年間使用料o<>=>>>円

pqirqstuv*年間使用料金YE=>>>円

総会連絡資料郵送料金Y;=<>>円

会議費 ?=?>> ?=?>> > 監査対応費

uv改定 > ?>=>>> ?>=>>> 投稿���q追加

振込手数料 E�> E�> >

特別��s�W� v��化�岸田�田中��#�厚意¢?FF=>>>円£>円

Y¤¥¥歴代§¨©ªv��化 > E>=>>> E>=>>> uv«U¬��®¯UV�掲載料金Y��=>>>円

Y及³uv掲載費用 諸費用t大学¶#発送費等*YF=>>>円

支出小計 ;>EF> @<=A�> F<=<A>

次年度繰越金 ?@L<E> <;E=@L> ;A=L<>

支出#部合計 <<LA?> ;<A=A?> ?>?=>>>

»<><?年度支出�歴代¼V½v��化及³uv掲載c伴e費用¢¾約E>=>>>円#特別費用À発生予定

»ÂÃÄÅÆÇ社¢pÉÊgË外�Í?枚ÏVÐ¢gÊÑVÒÓ場合白黒#場合F;円�v¾×Øq#場合?L>円�v

Yv��化外部委託ÛÜ場合¾白黒oE>Ý¨ÞßàáE>冊áF;円ã?EL=E>>円=oäåÞæÝ¨ÞßàáE>冊á?L>円ãA=E>>円

Y白黒?EL=E>>円çäåÞA=E>>円ã?FF=>>>円

èv��化�岸田�田中��#�厚意céê無償cí対応

通信費 <A=<>> <A=<>> >

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。



財政の強化 （1/3）

・昨年度はコロナ禍にあってオンライン会議が進展し、対面会議が減少した為に経費も大幅な
減となり支出は最小限の約3万円でしたが、コロナ収束後は、オンライン会議を基本とするも
のの、必要に応じて最低限のEFEL役員による参加が求められるケースもあり、経費予算の
増額が必要です。 （例：九州ブロック再立上げ会等の会長又は相談役の出席）

・年会費及び寄付金ご協力のお願いをHP/SNS/LINE等で行った結果、4月～9月までに32名の
方より合計18万4千円頂きました。皆様のご協力感謝致します。

年会費 13万円 29名

寄付金 5万9千円 4名
合 計 18万9千円 33名

・引続きHP/SNS/LINE及びイベント(オンライン含む）等を通して個別及び全体に年会費/寄付
金のご協力頂く PRを引続き行って参ります。

・会費を無料にして寄付金方式1本にする案もあり、無料にした場合のメリット・デメリットを明確
にして役員会議の中で引き続き検討結果、定期的な会費納入が期待でき、資金計画に基づ

いた活動計画策定が出来る現行の『年会費あり/寄付金あり』とする事で意思統一しました。

【年会費/寄付金】
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財政の強化 （2/3）

・新会員増、会費収入増のためにはEFEL会の付加価値を向上する必要がある。
会員に対して更なるサービス向上が求められる。その為には更なる経費も必要となる。

・卒業生は自動的にEFEL会員となり、卒業時点でメール含めて連絡先を部長又は役員
経験者のまとめ役より入手する事とする。年会費支払いをするかどうかは会員任意とする。

・過去に年会費未支払いがある場合は、遡って取り立てはせず、年会費支払い年度より
リセットしてスタートとする。 但し、会員より遡って年会費を支払いたいとの要望があれば、
遠慮なく受け入れる。

役員・実行委員会(8/28)からの提案を受けて

【会費徴収に関して】

・昨年までは個別リマインドを行っていなかったので、2009年以降支払い実績がある会員
(173名)に対しては、毎年4月頃に個別リマインドを引続き行う。
・全会員に対しても、2021年は年内に1回、その後は毎年4月頃にHP及び一斉メール等にて
年会費/ 寄付金のご協力頂く PRを引続き行う。
・合わせて会費納入支払い済年を確認したい会員はHPの『お問い合わせ』を使ってもらうよう
PR文章に案内を入れる。

【年会費/寄付金】
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財政の強化 （3/3）

役員・実行委員会(8/28)からの提案を受けて

【会費徴収に関して】

・各地区ブロックリーダーには支払い状況のリスト開示し、地区毎の対面方式のイベントが復活
した場合は支払い促進と集金用のリストとして使ってもらうい会費徴収の協力をお願いする。
・各地区の対面方式のイベント開催時には、ブロックリーダー通じて、イベント案内書の中には

年会費及び寄付金ご協力の話がある事を伝えるように促す。
合わせて年会費/寄付金が何に使われたかの概要を役員又はブロックリーダーより参加者に
説明する。

【振込方法に関して】
・9月上旬に実験的に手数料無料となるＰay Payを送金先として使いました。

但し、Ｐay Pay送金時に会計窓口の田坪宛携帯番号を連絡する事になるので、個人情報
保護の観点で一部の会員に限定して行った。
・今回のＰay Payの実験的使用では、大きな問題なかったので、今後，個別案内時には
Ｐay Pay 送金先もゆうちょ口座と一緒にPRする。
但しHPのＰay Pay利用PRでは田坪宛の携帯番号は案内せず、会員より問合せがあれば
個別に携帯番号を案内する。

種類 振込先銀行
年会費及び寄付金 ゆうちょ銀行とPay Pay
EFEL基金 三井住友銀行

【年会費/寄付金】
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28/35【EFEL基金 2020年度 収支決算書】
自 20120年4月 至 2021年3月

収入#部 %単位(円*

科目 月日 内訳 金額 摘要

繰越金額
789:;<;9 7=>?@<7

寄付金
7878;<;CD 長嶋俊樹様JK :?888 <月LM月L7月NC?888円OC回
7878;=;9: 東南元明様JK 78?888
7878;>;: 水野明洋様JK 98?888

寄付金合計 C:?888

普通預金利息 789:年>月N7878年`月 7

合計 7:@?@<<

aaaaaaa

支出#部

科目 月日 内訳 金額 摘要

谷本杯英語弁

論大会支援金
7878;97;98 nopqr代金 @?M><

tru手数料

振込手数料
7878;:;79aaaaaa97;98 出金手数料NN振込手数料 778

合計 @?:8<

基金残高 7>:?><8 7879年C月C9日現在

NNaaaaa以上N7878年度N����基金N収支計算書������監査#結果L会計基準�則K適正�処理���N
NNaaaaa���#�認��� ¡

7879年98月9=日

会計監査 越智恵子

会計監査 石井信之

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。

詳細をご覧になりたい⽅は、ホームページの
「お問い合わせ」よりご連絡ください。

個別にご送付申し上げます。



【EFEL基金運営委員】
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＜2021年度＞

運営委員長 水野明洋
副委員長 清水 潔
委員 遠藤秀剛

委員 田中博之
財務部長 田坪紀美

_______________________________

監査 越智恵子

監査 石井信之

2021年度の基金運営委員は2020年度と同じメンバー



【役員・実行委員改選】 30/35

組織#$%&$'()* +,+-年-,月0,日2

変化点
+,+-年6月-+日現在

役職 氏<<名 卒業年度 住所 担<当

相談役 根来<繁雄 -6K,年 千葉県
本出<良一 -6K+年 奈良県

会長 水野<明洋 -6KZ年 東京都
副会長_事務局担当c 遠藤<秀剛 -66,年 大阪府
副会長_広報担当c 清水<潔 -6K6年 神奈川県
副会長_会計担当c 田坪<紀美 -6Zv年 大阪府

実行委員_広報c 田中<博之 -6Z-年 神奈川県

実行委員<_地区別c 水野<明洋 -6KZ年 東京都 関東�北海道����
与十田<将也 -66K年 兵庫県 関西����
岸田<茂 -6KZ年 愛知県 中部����
梅田<敏文 -6K�年 熊本県 九州�沖縄����
稲垣<晋介 +,,-年 岡山県 中国�四国����
仙台<謙三 -6Z6年 石川県 北陸����
野山<浩代 -6Z-年 °±²³´µ¶ ¶·±°����

実行委員<_年代別c 越智<惠子 -6�6年 兵庫県 _-6�Z2-6K¼c
杉本<洋之 -6K6年 奈良県 _-6K�〜-6Z,c
渡嘉敷<良一 -6K�年 千葉県
柿崎<紀明 -6KK年 神奈川県
江並<啓治 -6KZ年 大阪附
井端<義人 -6Z�年 神奈川県 ÍÎ-6Z-2-66,c
細川<幸治 -6Z0年 ¶·±°
藤澤<理恵 -6Z0年 神奈川県 副実行委員-6Z0年
田坪<紀美 -6Zv年 大阪府
長嶋  俊樹 -66,年 東京都
中塚<裕己 -66+年 東京都 _-66-2+,,,c
斎藤<周一 -66¼年 茨城県
国生<大作 -66�年 埼玉県
与十田<将也 -66K年 兵庫県 地区別実行委員兼任
家中<潤 -66Z年 福岡県
布川<俊明 +,,Z年 滋賀県 _+,,-2+,-,c
稲垣<晋介 +,,-年 岡山県 地区別実行委員兼任
賀儀山<泰志 +,--年 岡山県 _+,--2+,-¼c
鈴木<真由 +,-K年 東京都 _+,-�2+,-Zc
寺田<瑞希 +,-�年 東京都

監査役 越智<惠子 -6�6年 兵庫県
石井<信之 -6KK年 兵庫県

準会員ö÷÷ 堀井<梨紗 0Í回生 京都府
üýý部長

_üþüÿ担当兼務c

+,+-年üþüÿÎÍüýýÍ!"!#会c役員�実行委員

<<<<役員
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＜部員数＞

67名（4年：20名、3年：22名、2年：4名、1年：21名）

OCS:26名、スピーチ:15人、ディスカッション:15人、ドラマ：11人

＜活動＞

・1月

2020年度引退式

～3年生（現4年生）の引退式をオンラインで行った。

・4月

新入生勧誘期間

～中宮キャンパスと御殿山キャンパスの２週間に渡って、

勧誘ブースを設置し、勧誘活動を行った。

（御殿山キャンパスの勧誘活動は緊急事態宣言により中止）

【ESSクラブ近況報告】
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• 4月～5月

オンラインクラブ体験

～4日間にわたってZoomでの体験活動を実施した。

（新入生勧誘期間に実施するはずだった、対面での体験活動の代わり）

• 5月

入部式

～Zoomで実施。部活のルールや、イベントなどの説明を行った。 入部式後には交流会も設けた。

クラブ訪問

～Zoomで実施。関西外大の他クラブや他団体にESSの活動を

体験してもらった。

・6月

フレッシュマン・ディスカッション

～京都外国語大学ESS、関西学院大学ESS、関西外大ESS、立命館大学ESS、関西外国語大学

ESS、関西外国語大学IGCの6団体が参加する、新入生をメインにしたイベント。Zoomで実施し、

ディスカッションなどを行った。

【ESSクラブ近況報告】



【ESSクラブ近況報告】
・８月23日

夏イベント 夏合宿の代わりとなるイベントとしてキャンパス内で対面で実施

・10月29日及び30日
外大祭対面で開催

※新型コロナによって延期、中止になった、スケジュール

春合宿、夏合宿、文化博覧会、リーダーズキャンプ等

• 今後のイベント
～スピーチ大会 第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会（11/14）

オンラインのみで開催、 時間 11時頃～16時 ＊詳細は次頁にて説明

～スピーチ大会 外大杯＜旧5外大＞ 2022年2月頃 オンラインで実施予定

開催日程調整中

～引退式、卒業記念会 コロナの状況を見て開催するかどうか別途判断

・枚方高校のスピーチコンテストへの協力予定

～大学経由にて枚方高校よりスピーチコンテストに関しての運営ノウハウ、練習

方法等の支援要請があり、9月末に谷本杯の動画を高校側に提供しております。

今後も、高校からの要請に応じて対応していく予定です。



【ESSクラブ近況報告】
第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会（オンライン）

日程：11月14日（日）

【タイムテーブル】

１０：５０ オーディエンス集合

１１：００ オープニングセレモニー

１１：１５ スピーチＰＡＲＴ１

１２：０５ 昼食・休憩

１３：００ スピーチＰＡＲＴ２

１３：５０ レセプション準備・休憩

１４：００ スピーチ審査・レセプション

１５：００ クロージングセレモニー・写真撮影

１６：００ 解散

※オーディエンス参加ご希望の方は

11/5(金)までに水野宛に連絡下さい。

【スピーカーオーダー】
Part1
1. 瀧堅介 東京理科大学
2. 藤本百花 青山学院大学
3. 渡邉陽菜乃 関西外国語大学
4. 前田光葉 法政大学
5. 松村うらら 立教大学

Part2
６． 田村璃子 上智大学
７． 藤原香織 聖心女子大学
８． 嶋田愛 武庫川女子大学
９． 堀井桜夢 関西外国語大学
10．山岡美早妃 早稲田大学



本日の総会と同様にコロナ感染防止の為、オンラインにて下記の内容にて懇親会を
開催致します。

今回は、PART1：全体懇親会（参加者挨拶）、PART2：年代別懇親会として出来るだ

け同世代及び同年代グループ毎に分けて懇親会を開催します。
＊Zoomブレイクアウトルーム機能を使います。

オンライン懇親会

・日時：2021年10月30日（土） 19:00～21:00
・会場：各自宅よりZOOMにて参加
・対象：EFEL会員
・ホスト：遠藤

*ミーテイングID 848 7544 4765

【2021年度オンライン懇親会】
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お気軽にご参加して下さい



END


