
開催日時：2021年11月21日 21:00～21:30
開催場所：各自宅（ZOOMオンライン会議）

ESS OBOG会
（EFEL）説明資料



第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会結果
一部EFEL HPより抜粋

第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会は、11月14日（日）
昨年同様にオンラインでの開催となりました。

結果は… 関西外大ESSの1回生の渡邉陽菜乃さんが、2位武庫川女子大の嶋田愛さん、
3位上智大学の田村璃子さんを凌いで見事に優勝しました! SDGsという壮大なテーマ
から、People、Prosperiy、Planetの3つ領域に絞り、現在の自分達との関連、将来に
向けての責任を見事に語ったスピーチでした。

3位入賞はならなかったものの、もう一人の外大生堀井楼夢さんも素晴らしいスピーチ

を披露してくれ、特に英語の切れ味としては3本の指に入っていたと確信しています。
来年にも期待したいと思います。

合わせて、谷本杯準備～本番まで見事な運営をされたESSの大会運営スタッフ及び関係

者の皆さまにお礼を申しあげます。大変お疲れ様でした！

【最初に】
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【祝】 谷本杯での素晴らしい大会運営と好成績に 【祝】



【EFELからの参画者】 3/14

会長

水野明洋 (1978年卒）
東京都
元本田技研工業
海外駐在年数：18年
イギリス・タイ・マレーシア

副会長 (広報担当）

清水潔 (1979年卒）
神奈川県
元リコー
日本貿易振興機構（ジェトロ）
海外駐在年数：22年
スペイン・アメリカ・中国

副会長 （事務局担当）

遠藤秀剛 (1990年卒）
大阪府
パナソニック
海外駐在年数：17年
イギリス・アメリカ・インド・タイ

副会長 （会計担当）

田坪紀美 (1984年卒）
大阪府
小学校英語教員

4名の役員が参加します、宜しくお願い致します



EFEL(ESS OBOG会）とは

・Everlasting Friendship through English Language

EFEL(ESS OBOG会）スタートは

・EFELは1968年（昭和43年）枚方学舎の短大第1期生が卒業した年に創立

EFEL登録会員数
・約300名

EFELの取り組みポイント

(１）EFELの最大目的である会員相互の親睦促進の拡大
(２）2016年設立された「EFEL基金」を使った現役ESS活動の継続支援

(３）母校である関西外大同窓会との連携
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Everlasting Friendship through English Language



5/14【関西外国語大学EFEL会則】

関西外国語大学EFEL会則
2018年10月27日

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〒573-1008大阪府枚方市御殿山南町6-1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：関西外国語大学・同短期大学に在籍し、ESSに所属していた者。
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し、いかなる商業団体あるいは個人の利益を
目的とする行為は、これを排除する。

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．ホームページ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。

卒業後は自動的にEFEL会員となって頂いております！



6/14
【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



【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日開催の『第54回谷本杯』の指導は、直前まで時間が取れなかったこともあり、
本番に向けてのアドバイスに留まりましたが、教員として、また長年に渡る英語スピーチ指導者
としての杉本/田坪さんが指導を行い、少なくとも学生の大きな安堵感に繋がったと思います。
2月開催される外大杯も学生の皆さんからの要望があればサポートを継続して行います。

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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皆さんからの要望があれば英語弁論大会サポート継続



【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)
野崎泰弘さん オハイオ州 (1995年卒）

現役生とオンラインで第１回就職（留学）相談会実施 2021年3月

・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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現役生とのオンライン第１回目就職（留学）相談会実施



【事務局領域】

・第2回就職相談会 2021年7月

・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。

参加した現役生からは、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

・今後の実施方式については、現役生の要望を確認した上で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)

今後の就職相談会は現役生の要望を確認した上で実施



【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： 現役生の期待に沿った有効情報を提供し、現役生の就職活動をサポートする。

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HP掲載
『興味のある業界研究を徹底的に！』

第2回目は家中潤さん(1998年卒）、 9月25日HP掲載
『遠回りでもよかろうもん』

現役生への就職サポートする為、HPで新コーナー設置

中務 拓哉 （英米語学科2012年卒）
ケイラインロジスティックス株式会社 勤務

興味のある業界をしっかり研究すること！

また失敗しないために、会社選びには気を配ってくだ
さい。会社によって福利厚生が違いますし、会社の規
模によって会社の運営方法や社内の雰囲気、仕事の
仕方が変わるためです。自分に合った会社に入るた
めに、その会社の公式ホームページや募集要項、社
員の声、そしてその会社に対する外部評判まで調べ
ることが理想です。



主要イベント
・全体会議及び各地区(ブロック) 納涼懇親会/忘年会/新年会は

オンラインにて開催。（一昨年前までは対面で実施）

名称 日時 開催方式

●全体： 総会 202１年10月30日(土)  16～18時 ｵﾝﾗｲﾝ

懇親会 同上 19～21時 ｵﾝﾗｲﾝ

ブロック（地区）イベント

●関西：懇親会 2021年 8月28日(土） ●中部：懇親会 2021年 7月17日(土)

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)  ●九州::懇親会: 2022年3月予定

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： ::懇親会: 2022年3月予定

懇親会 2021年 8月21日(土) ＊外大同窓会北陸支部設立総会に

新年会 2022年 1月 合わせて懇親会予定

●アメリカ

忘年会 2021年 12月19日(日) ＊2ｹ月に1回ｵﾝﾗｲﾝ懇親会実施

【2021年度事業計画】 11/14

各地区納涼懇親会/新年会はオンラインにて開催



・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 8人、

・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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各地区/年代別/交流会/懇親会/飲み会オンラインで開催



【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EFEL会員から寄贈して頂き、会員
及びESS現役部員の皆様にいつでも見て頂けるように32冊分PDF化
（データ保存）してEFELの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。
谷本理事長・総長含めて大学側から特別に許可され、谷本記念講堂

２階の一番良い場所で展示 (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。
歴代ESSパンフレットを大学側も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、この資料が展示
される事はESSにとって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
ご協力を引続きお願いしております。
1984年、85年、89～96年、2002年～06年、12年 合計 16冊

【 2021年度事業計画】
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特別許可され、歴代ESSパンフレット谷本記念講堂で展示！



【2021年役員・実行委員】 14/14

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

相談役： 2名
役員： 4名
実行委員（広報）: 1名

実行委員（地区別）： 7名
実行委員（年代別）: 20名
監査役： 2名

合計 36名

地区別（関東/中部/北陸/関西/
中国・四国/九州/アメリカ）

年代別に実行委員を配置



【質疑応答】

ご清聴を感謝します。 遠慮なく質問どうぞ！



16【関西外国語大学ＥＦＥＬ会則】

関西外国語大学ＥＦＥＬ会則
2018年10月27日

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〒573-1008大阪府枚方市御殿山南町6-1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：関西外国語大学・同短期大学に在籍し、ESSに所属していた者。
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し、いかなる商業団体あるいは個人の利益を
目的とする行為は、これを排除する。

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．ホームページ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。
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関西外国語大学ＥＦＥＬ会則
2018年10月27日

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。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。
役員はスムーズな業務展開を行う為、別途実行委員を任命する。実行委員の任期は2年とする、

１．会長１名
２．副会長３名（事務局担当、広報担当、会計担当）
３．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．副会長（事務局担当）は、実行委員会を組織し、本会の事務局業務を行う。
４．副会長（広報担当）は、実行委員会を組織し、本会の広報業務を行う。
５．副会長（会計担当）は、本会の会計業務を行う。
６．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。

（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。



18【関西外国語大学ＥＦＥＬ会則】
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って
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．会計は田坪紀美さんに委嘱し、預金に関する代表者を副会長（会計担当）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、
遅滞なく副会長(事務局担当)宛てに届け出る。

第１１条（個人情報の利用目的）
会員から入手した個人情報は、当会からの連絡や行事の案内、質問に対する回答として、電子メー
ルや資料の送付に利用する。

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３０年１０月２７日に一部改正する



END


