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開催日時：2022年10月29日(土）

日本時間：15:00-17:30    
米国PDT：23:00-1:30(28日)
米国EDT： 4:00-6:30(28日)

開催場所：関西外大 中宮キャンパス 7号館 7109教室
ミーティングID：846 6848 0032
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EFEL定期総会 式次第

１．開会挨拶・参加者紹介 会長 水野 明洋
２．議事・議長選出 会長 水野 明洋
３．審議議案

① 役員・実行委員 改選 会長 水野 明洋
※新任者挨拶含む

② 2021年度 事業報告 副会長 清水 潔 【広報領域】
副会長 遠藤 秀剛 【事務局領域】

③ 同 決算報告 副会長 田坪 紀美
④ 同 監査報告 監査役 越智 恵子
⑤ 2022年度 事業計画 新副会長 丸谷 一也 【広報領域】

副会長 遠藤 秀剛 【事務局領域】
⑥ 同 予算計画 新副会長 細川 幸治
⑦ EFEL基金 収支報告 委員長 水野 明洋
⑧ 会則改定 副会長 細川 幸治

４．退任副会長/監査役/実行委員挨拶
５．閉会挨拶 新副会長 丸谷 一也
６．ESSクラブ 近況報告 部長 袰川 ひな
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主要イベント ～全体～

イベント 種類 日時(日本時間) 開催方式

全

体

①総会

②懇親会

③新年会

21年10月30日(土) 16～18時

同 19～21時

22年1月29日(土) 19～21時

オンライン

オンライン

オンライン

【新年会】 前半：地区(ブロック)毎ではなく、全員(24名)が参加。
後半：年代別(3世代)個室に分け実施。 7-9名/室の少人数で話題が共通して楽しかったとの多数意見。

全体会議・各地区(ブロック) 納涼懇親会/忘年会/新年会
～ 全て、オンラインにて開催 【全20回・182名参加】 ～

下記の年代・地区別 交流会・懇親会

オンライン(Zoom)のみでのコミュニケーション促進に参加頂き有難うございました。

＊役員・実行委員兼関西地区ンバー ＊役員・実行委員交流会 ＊全国懇親会（総会後） ＊中部/関東/中国（四国）＊全国年代別

＊1978/79年5度卒業生有志メンバー ＊1970年代卒業生関東地区メンバー ＊1988-92年卒業生有志メンバー

＊アメリカ在住＋日本役員メンバー



4/15

主要イベント ～地域別(ブロック)～

イベント 地域 イベント種類 開催日 備考

地
域(

ブ
ロ
ッ
ク)

【九州】

【中国・四国】

【関西】

【中部】

【北陸】

【関東】

【アメリカ】

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

忘年会

22年9月24日(土）

21年8月21日(土)

21年8月28日(土)

21年7月17日(土)

23年予定

21年8月14日(土)

21年12月19日(日)

外大同窓会 九州支部設立総会後の
二次会で懇親会開催

外大同窓会 北陸支部設立総会に合
わせて懇親会予定。

2ヶ月に1回 オンライン懇親会実施。

全体会議・各地区(ブロック) 納涼懇親会/忘年会/新年会
～ 全て、オンラインにて開催 【全20回・182名参加】 ～
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歴代ESSパンフレット

EFEL会HP掲載 と 谷本記念講堂で常時展示 スタート

●ESSの歴史、且つ、関西外大の歴史であり、PDF化後、原本14冊
（創刊号1967年～1980年）を大学側に寄贈。

谷本理事長・総長含めて特別に許可され、常時展示 スタート。(21/10/20)
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。 ESSにとって大変名誉な事！

●歴代ESSパンフレット32冊をPDF化し、HPに掲載 (21/6/13）

EFEL会員から寄贈(学祭時発行)パンフレット
ー 会員 及び ESS現役部員の皆様が、いつでも見て頂けるように配慮。

EFEL会
HP掲載

谷本記念
講堂
2階

●原本 又は 印刷本 32冊贈呈し、保管をお願いした。(21/8/3)

ESS部室
保管 ※下記年代のパンフレットの寄贈 お願いします！※

89～96年、2002年～06年、12年 【合計14冊】
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今後のEFEL/ESS活動への理解と協力をお願いする為、
根来相談役・水野会長が 谷本理事長・総長を表敬訪問

谷本学長(左)
根木相談役(右前)、水野会長(右後)

谷本記念講堂
ESS歴代パンフ特別展示コーナー

理事長・総長を表敬訪問(21年12月8日)

[1] ESS歴代パンフレットを谷本記念講堂に特別 常時展示頂いた事に対するお礼

[2] 第54回谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会結果報告

[3] 今後の英語弁論大会における大学側サポートのお願い

谷本理事長含め、吉川事務局長と稲増入試部/学生部次長に下記①～③内容で
口頭説明し、大学側で検討して頂く事になりました。

① 『大学側でのスピーチ指導の充実』

② 『主要大学へのスピーチ大会派遣』

③ 『高校生による弁論大会開催』

【訪問目的】

【上記[3]について】
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①
北陸 ブロック設立
(対象地域)
福井・石川・富山・新潟

*21年9月12日役員会 北陸 ブロック設立承認

ブロックリーダー 仙台謙三さん（1989年卒）
関西外大同窓会 北陸支部幹事長 兼任

(石川県能美市在住)

①
「投稿」メニュー新設

ホームページ（HP）内

*OBOG間で交流できる連絡・掲示板 スタート。
会員の皆さん、是非ともご利用下さい! 

(21年11月3日HPで案内済み)

② Zoomアカント・パスワード開示

*【目的】 誰でも「Zoomホスト役」が出来る様に
【対象】 会費納入済み 又は 納入予定 EFEL会員の希望者
会員の皆さん、是非ともご利用下さい! 

＜ご参考＞ 年間契約（有料会員2.2万円/年）
無料：50人/時間40分まで
有料：100人/時間無制限

(21年12月6日HPで案内済み)

8月28日付 提案を受けて

9月25日付 提案を受けて

役員・実行委員会 提案を受けて
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現役ESS活動支援① *スピーチ指導

谷本杯で渡邉さんが優勝！ 外大杯で林さんが３位入賞！

＜優勝＞ 渡邉 陽菜乃さん

＜3位入賞＞ 林 愛美さん

‘21年11月14日（日） 昨年同様 オンラインでの開催。

【8大学 9名による争奪戦】
関西外大ESS 2名
上智、早稲田、立教、法政、東京理科大、聖心女子大、武庫川女子大 7校から各1名

‘22年2月27日 オンラインで開催

関西外大ESS スピーチSECTION 1回生

◆第54谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会 ESS１回生優勝！

◆第48回 外国語大学英語弁論大会 見事3位入賞！

◆英語弁論大会スピーチ指導 ～この場をお借りて感謝申し上げます～

今回も、外国語大学及び 学長杯 優勝経験者 お二人にスピーチ指導をして頂きました。
現役英語教員の杉本洋之さん（1979年卒）と 田坪紀美さん（1984年卒）
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現役ESS活動支援② *就職相談会

現役生の不安・疑問に応える為、『第2回就職相談会』を開催 ‘21年7月10日

～ 第1/2回就職相談会に対応頂いたOB関係者の皆様に感謝致します ～

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。

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)

参
加
者

‘21年3月7日
第１回目就職/留学 相談会に続き、

オンライン開催

①ESS現役生 4名 (三回生3名、一回生1名)
②OBOG 10名 (アメリカ・ベトナムからも参加)

合計 14名

内
容

①若手OB4名
②他OBOG

①自身の経験 / 現在の仕事(業務)内容 / 業界の魅力や課題 など資料活用
②自身の就活を振り返っての具体的なアドバイス

◆現役生からの肯定的コメント多数
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現役ESS活動支援③ *就職相談会

採用面接対策中心に『第3回就職相談会』を開催 ‘22年3月13日(日)夜

参
加
者

‘21年3月 7日の第1回目
‘21年7月10日の第2回目 に続き、

オンライン開催

①ESS現役生 4名 (三回生)
②講 師 1名
③オブザーバー 2名 合計 7名

【テーマ】 『採用面接官を兼任しているOBがESS現役生に伝える面接のポイント』

内
容

①前半 講師からの話
②後半 Q＆A

①講師：IT企業 課長として活躍されている水嶋直樹さん(2003年卒)
面接時に見ているポイント等を中心としたお話し。

②個々の状況に関して、水嶋さんより適切なアドバイスを貰いました。

◆採用面接対策中心とした背景 ～現役生からの要望～
①3月1日より企業説明会/ES（エントリーシート）提出 ②6月1日より採用面接スタート となる企業が多いこと。

◆現役生からのコメント

①ESSの先輩だから相談し易く、有意義だった。
②大変満足した。

～今後も現役生の要望を取込み、EFEL会員皆さまのご協力を頂きながら、
継続開催したいと考えています。～
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現役生対して EFEL説明会開催 / ESSに奨励金を贈呈

現役ESS活動支援④

左から、根来 ESS初代部長・初代EFEL会長
水野 EFEL会長
堀井 第55代部長
袰川(いやがわ) 第56代部長

現役ESS部員30名に対してEFEL会の趣旨理解促進の為、オンライン説明会開催。

ESS側参加者 （ZOOM会議)
<56代部長>袰川ひな <副部長>中村凛々花、
<財務>堀井楼夢 <総務>渡邊陽菜乃 <前部長>堀井梨紗

◆EFEL説明会 ‘21年11月21日(日)

◆ESS新役員とEFEL役員との顔合わせ会実施 ‘21年1月9日(日)

◆EFELからESSに奨励金を贈呈 ‘21年12月8日(土)

EFEL根来相談役/水野会長より
第55/56代 ESS部長 堀井梨紗さん / 袰川（いやがわ）ひなさんに

『谷本杯争奪全日本学生英語弁論大会（谷本杯英語弁論大会）』入賞に伴う奨励金を贈呈。

奨励金合計￥15,000は、入賞者個人ではなく、ESS部に贈呈。
① 2020年の第53回谷本杯英語弁論大会 3位入賞 ￥5,000
② 2021年の第54回谷本杯英語弁論大会 優勝 ￥10,000

関西外大キャンパスにて
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2021年度 決算・監査報告

自 2021年4月
至 2022年3月

(単位：円）

摘　　要 金　　　額 摘　　　要 金　　　額

繰越金 197,250 会議費 0

会費収入 146,000 交通費 59,212

寄付金収入※ 72,000 通信費 53,106

郵便局受取利子 1 事務用品費 0

HP改訂費 9,000

特別プロジェクト費 20,000

その他（お土産代金） 7,383

振込手数料 660

支出小計 149,361

2022年度へ繰越 265,890

合   計 415,251 合   計 415,251

　　     以上　2021年度収支決算書につきまして監査の結果、会計基準に則り　

　　     適正に処理されているものと認めました。

2022年9月6日

会計監査 越智恵子

石井信之

収入の部 支出の部
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今まで長い間、役員/監査役/実行委員として
対応どうもありがとうございました！

退任者ご挨拶

※退任（監査役）
越智恵子
石井信之

※退任(副会長）
広報 清水 潔
会計 田坪紀美

※退任（実行委員）
広報 田中博之
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年月 イベント種類 活動内容など

22年2月

22年4月

22年5月

22年6月

22年8月

春イベント
外大杯

新入生勧誘期間

入部式

フレッシュマン・ディ
スカッション

夏イベント

＊春合宿の代わりのイベントをオンラインで開催。
＊他大学の方にも参加していただき、オンラインで開催。
スピーチセクションの林さんが3位入賞！

＊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。

＊部活のルールや、イベントなどの説明を行い、入部式後には
学年の垣根を超えた交流会を実施。

＊京都外国語大学ESS、関西学院大学ESS、
立命館大学ESS、関西外国語大学ESS、IGCの5団体が
参加し、新入生をメインにしたイベント。
対面でディスカッションなどを実施。
新入生、上回生合わせて50名以上が参加。

＊夏合宿の代わりとなるイベントを対面で中宮キャンパスで開催。

ESSクラブ 近況報告

◆総部員数 51名 4年(17名)   3年(2名)  2年(20名)  1年(12名） 内留学中は5名
OCS(21名)  スピーチ(8人) ディスカッション(12人) ドラマ(10人)
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2022年懇親会 (ESS現役生との交流会）

【日時】 2022年10月29日（土）18:00～20:00
【会場】 がんこ寿司 枚方店 3F（京阪枚方市駅前すぐ）

電話；072-843-2225       
http://www.gankofood.co.jp/shop/detail/wa-hirakata/ 

【宴会会費】 EFEL会員、ESS OB・OG 7,000円/名
ESS現役生 3,000円/名

*ESS OB・OGメンバーであれば、参加大歓迎です。
【コロナ感染症対策】

① 入口で検温及び手指消毒の徹底
② 換気の徹底
③ 室内の清掃・消毒の徹底
④ 座席の間引き等による対人距離の確保

＊テーブルは6人用を4人で使用

⑤ テーブル毎に飛沫防止仕切りボード設置
⑥ 対面する座席の仕切りボード設置

■開催時間実績
18:30～20:50

■参加実績：26名
EFEL会員：19名
ゲスト：1名 （中村課長）
ESS現役生：6名
※現役生はコロナ感染防止対応で

代表者のみ参加

■会費実績
ESS現役生は無料に変更
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