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祝！！同窓会設立１０周年 

　同窓会員及び教職員、関係者におかれましては、日頃より同窓会
活動へのご理解と厚いご支援を賜り、誠にありがとうございます。
１９９８年３月に国際経営学部の同窓会が発足してから早１０年が
経とうとしています。発足当初は卒業生も少ないことから同窓会と
しての活動はあまり行われてきませんでした。しかし、国際経営学
部も今年１０期生が卒業し、同窓会の会員数は約２,３００名を数
えるまでとなりました。社会に出て、ある程度の経験を積んだ同窓
生が増えた今、同窓会を通して在校生への支援を行い、会員同士で
交流をして更なる発展へとつなげていきたいと考えます。そのため、
同窓会は約２年前から本格的に活動を始め、在校生へは学業や課外
活動にたいする奨励金、また昨年開設したＳＮＳサイト「ＮＵＦＳ+」

で就職や進学など将来の参考にしていただきたいと卒業生との交流
を容易にしました。そして、毎年開催する総会や懇親会では、同窓
生や教職員の方々が気軽に集まり、交流を深めていただいています。 
　来年度からは我々の後輩は現代国際学部生として卒業していきま
す。まだまだ若い同窓会ですが、年を重ねることによって我々の伝
統を作り、生涯にわたって誇れるものとしていただきたいと考えま
す。同窓会本部といたしましても、会員の皆様のご意見を参考に活
動を深めていく所存です。皆様の更なるご協力をよろしくお願い申
し上げます。 
 

１０期生の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

　２００７年３月２２日（木）、良く晴れたすばらしい春の日に名
古屋外国語大学卒業式が開催され、国際経営学部１０期生が卒業さ
れました。ご卒業された皆様、おめでとうございます。皆様もご存
知のとおり現代国際学部が誕生してから早３年、この１０期生が国
際経営学部としての最後の卒業生となります。そして２００７年度
には新たに現代国際学部の第１期生が卒業し、今後も我々の伝統は
続いていきます。 

　さて、卒業式当日は前日まで
の寒さから一転し、清々しい春
の陽気となりました。卒業生は、
和服やドレス、スーツなど思い
思いの晴着に身を包み、大学生
活の最後となる日を迎えました。
また、式には保護者の方々も多

数訪れ、わが子の晴れの姿に感動していらっしゃいました。 

　晴れやかに始まった式は、卒業証書の授与、学長の言葉、在校生
の送辞、卒業生の答辞と進み、滞りなく終了しました。式後には各
学科に分かれて一人一人に卒業証書が手渡されました。 
　その後、名古屋東急ホテルへ
場所を移し、卒業パーティーが
催されました。卒業生や教職員
が多数参加して賑やかに卒業を
祝い、パーティーの終わりに近
づく頃には、別れを惜しむ姿が
あちこちで見られました。 
　４月からは社会へ出て働く人、進学する人など進路は様々ですが、
名古屋外国語大学で学んだことを土台にそれぞれの力を磨いていた
だきたいと思います。そして毎年の懇親会など同窓生が集まる機会
には、皆が顔を揃えて大学生活を懐かしみ、また情報交換をして、
それぞれの将来への鋭気を養っていただきたいと思います。 

現代国際学部４期生が入学されました。 

　２００７年４月１日（日）、２００７年度名古屋外国語大学入
学式が開催されました。桜の花咲く麗らかな春の日、これからの
大学生活への期待に胸躍らせる８４９名の新入生が名古屋外国語
大学の門をくぐりました。そのうち現代国際学部へは４期生とな
る２４０名が入学し、新たなスタートを切りました。 

　当日は多数のクラブやサーク
ルに所属する在校生がキャンパ
ス内の通りで新入生を迎え、大
変にぎやかな雰囲気となりまし
た。式には新入生とその保護者
の方々が多数出席され、厳かな
雰囲気で進行しました。また、

式後には新入生ガイダンスが行
われ、新入生達は学生生活やキャ
ンパスについて、そしてこれか
ら学ぶ科目等についての説明を
真剣に聞いていました。これか
ら新たな生活が始まることを実
感していたことでしょう。 
　新たな大学生活が始まった今、新入生の方々はこれからの学生生
活に強い期待を抱き、向上心に燃えていることでしょう。その初心
を忘れることなく貪欲に学習し、これからの４年間の大学生活を有
意義なものとできるよう頑張っていただきたいと思います。 
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熊田喜三男 先生、辻 節雄 先生が２００７年３月をもってご退職されました。 

出会いは人の一生を決めます。 

長年のご尽力に感謝申し上げ、今後の益々のご活躍・ご健勝をお祈り申し上げます。 

 

ご退職される両先生方より同窓生へメッセージを頂戴しました。 

大変心に響くお言葉を頂戴しましたので、ぜひご拝読下さい。 

皆様の未来への励ましとなることと思います。 

熊 田　喜 三 男　教授 

担当科目：グローバル・マーケティング 

　　　　　　サービス・マーケティング 

　　　　　　マーケティング・リサーチ　など 

渉しました。交渉は少々苦労しましたが、その大学はキリスト（christ）

教主義教育を基本としている同志社大学（同大）でしたので、私の

事情をよく理解して頂き、在学中の４年間スカラーシップを貰うこ

とができました。さらに、京都での４年間の住居など生活につきま

しては、敬愛する（love and respect）国嶋貴八郎博士（故人）のお

世話になりました。大学を卒業して、大阪にある柳沢製作所という

メーカーに入りましたが、向学心に燃え関西大学（関大）へ学士入

学し卒業しました。さらに大学院に進みたくなり、進学の件で同大

の専門ゼミ教授でおられた今井俊一先生（故人）に相談したいこと

がありますと連絡しましたら、今井先生は大学付近によく利用する

コーヒー店があるので、そこで会おうと言われました。遠まわしで

なくすぐ本題に入り、同大の大学院に進みたい旨を伝えましたら、

研究分野はと尋ねられたので経済（政策）分野ですと答えました。

今井先生は、経済分野は私の専門ではなく経営分野なら責任をもっ

てもよいが、しかし大学には非常に懇意にしている先生がいるので、

その件について頼んでみてもよいのだがと仰った。ところで、君は

関大へ学士入学したとのことだが、誰の専門ゼミだったかと聞かれ

たので、京都嵐山天竜寺近くにお住まいの松原藤由先生（故人）だ

と答えましたら、今井先生は大変驚かれ、すごく良い先生に出会っ

たものだと言われました。君（熊田）と私（今井）との出会いは、

君が同大の今井専門ゼミ（一般には、学生は俊ゼミ、ないしは俊さ

んゼミと呼んでいました。）に入ったという偶然的な出会いであっ

た。しかし、君と松原先生との出会いは偶然的な出会い（accidental 

encounter）ではなく、運命的な出会い（fatelal encounter）で生涯に

二度とない出会いであり、その出会いを大切にしなさい。大学院は

関大の大学院の松原先生を指導教授として選択すべきであると言わ

れました。その言葉通り、関大の大学院修士課程、さらに博士課程

へと進学し、再入学を含め大学院だけでも１０年近くの長きにわた

り、松原先生よりご指導を賜りました。しかし、院生時代には今井

先生としばしばお会いして、人生に対する考え方などの道理をお聞

きし、その都度、松原先生の話に及び、松原先生を父のように大事

に思い、一生大事にすることだと語っておられました。 

 

　私は今井先生の教えを守り、教員になってから今日に至るも、時

には個別的にですが、しかしほとんど大方は、国際経営学部の私の

専門ゼミ（４年生）とともに、松原先生宅を年に一度は必ず訪れて

いました。最後の訪問は平成１８年１２月初旬、国際経営学部の私 

　　　古屋外国語大学国際経営学部の同

　　　窓会報に何か、同窓生にメッセー

ジ（message）になるようなことを書い

て下さいませんかと同窓会事務局から連

絡がありました。私は心情として大学を

去るときは、静かに春風の如くそっと終わりたいので勘弁してほし

いとお断りしましたら、大学を定年退職していかれる先生方のメッ

セージを同窓会報に載せるのは暗黙的な了解となっているようなの

で、是非とも書いて下さいとのことでした。それなら致し方ありま

せんというようなことで書くことを了承した次第です。 

　日頃から私が大切にしている言葉があります。それは出会い

（encounter: meeting）という言葉です。 

 

 

広島での出会い 

　実を申し上げますと、幸か不幸か分かりませんが小学校３年生（当

時、小学校のことを国民学校と呼んでいました。）の時、広島市に

原子爆弾（atomic bomb）が投下され、身内はことごとく原子爆弾

の犠牲になり死亡しました。私だけが山深い田舎の寺に児童仲間と

一緒に集団疎開（第二次世界大戦中、国民学校３年生から６年生ま

での学童疎開のことです。）していましたので、原子爆弾に直撃さ

れることなく生き残りました。今もって考えますとお前は死んだら

駄目だと神が助け生かして下さったのではないかと思います。しか

し、天涯孤独（all alone in the world）、つまり原爆孤児（原子爆弾

の被害により身寄りのなくなった子供）となったとき出会ったのが、

全く見知らぬ縁もゆかりもない他人の松本徳一氏（故人）という慈

父（affectionate father）のような人でした。もし松本氏との出会い

がなかったら原爆孤児収容所という施設に入れられていたでしょう。

松本氏のお陰で小学校、中学校、高等学校を無事卒業することがで

きました。 

 

 

京都・大阪での出会い 

　その後、浪人（materless sumurai）生活を経て大学に合格しました。

合格はしたものの修学の継続に必要な学資（school expense）に事欠

く状況は目にみえていますので、何とか大学卒業までの４年間、ス

カラーシップ（scholarship）を貰いたいと思いまして大学当局と交 
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の専門ゼミ生（４年生）と一緒したことでした。松原先生は１０数

年前に亡くなっておられます。個人的な訪問は別として、もう国際

経営学部のゼミ生とともに訪問することはないでしょう。松原先生

との大学院での出会いが私の人生を支えて、今では大いなる誇りと

なっております。今井先生とは大学院の指導ではありませんでした

が、特殊・個別的な心的な関係にあり、私の成長を間接的に遠くか

ら見守ってくださった心の師であり、心の師を持ったことは実に幸

せなことでありました。常に運命的な出会いを大切にしなさいと会

う度に説かれていました。（拙稿「今井俊一先生からのメッセージ」

今井俊一先生を偲ぶ実行委員会編『「俊子郡童」今井俊一先生を偲

んで』北斗プリント社、２００５年）しかし、このようにして大学

院で学問することができたのも柳沢製作所の柳沢幸四郎社長（故人）

および副社長との出会いがあり、会社から惜しみない多大な支援を

受けることができたからこそであります。 

  

 

名古屋での出会い 

　中西学園の愛知女子短期大学（愛女短）の経営学科新設に当たり、

昭和５７年４月、愛女短の家政学科教授として赴任し、その年に発

足した名古屋総合ビジネス専門学校（専門学校）に兼務しました。

中西学園との出会いの始まりは、専門学校の核となるコンピュータ

会計科、さらには愛女短の経営学科情報専攻でのコンピュータの教

育をということで、未熟ながらプログラミングのできた私に当時、

愛女短の学長で中西学園理事長でおられた中西憲一郎先生（現学園

長）に声をかけて頂いたことが全ての始まりでした。昭和５８年４

月、愛女短の経営学科の発足と共に情報専攻主任となり、昭和５９

年４月、専門学校の校長に抜擢されました。そのときのエピソード

（episode）を一つお話したいと存じます。ある日、突然に中西憲一

郎先生から話があるので、すぐに理事長室にくるようにとの連絡を

受けました。急ぎ駆けつけましたら、専門学校の校長を引き受ける

ようにとのことでした。私はまだ４０代の若僧ですし、経験も全く

ありませんとお断りいたしました。しばらく経って、また中西憲一

郎先生より連絡があり、すぐ理事長室にくるようにとのこと、急い

でいきました。今度は断れませんよと前置きされて校長を引き受け

るように言われました。もう断れないと心を決めてお引き受けしま

したが、中西憲一郎先生との出会いがなければ校長といった要職に

就くことはなかったろうし、今日の自分もなかったと思い感謝して

おります。 

 

　ついで昭和６１年、愛女短の経営学科長になり平成６年３月ま

で務め、同年４月、名古屋外国語大学（名外大）国際経営学部の

新設に伴い同学部に教授として移り、平成９年４月、名外大の大

学院の開設により教授として国内外の多くの院生と出会いました。

平成１６年４月、現代国際学部教授となり、平成１９年３月３１日

をもって定年となります。周知のように、平成６年４月に華々しく

発足した国際経営学部もその役割を終え、平成１６年４月から発展

的に改組され現代国際学部として新しく生まれ変わりました。その

間、いろいろな出会いがありましたが、まだ現役もしくは趣味で知

り合った人達なので、それらについては当面触れないことにします。 

 

　このように誰でも運命的な出会いがありますが、その出会いにつ

いて、どのように対処して意思決定するかが長い人生において如何

に重要であるかということです。それは直接的（direct）な出会い

ではくても、文章、絵画、音楽、会話などを通じた間接的（indirect）

な出会いであっても人間関係（human relation）は成立します。それ

こそ二度とない運命的な出会いになるかも知れません。人間は決し

て自分が思ったように一人では生きられません。人々との出会いが

あってこそ、自分が想像もしていなかった程のことが可能になるも

のだと思います。同窓会の皆さん、出会いこそが人生を決定づける

ものであるということを心に銘記して生きて下さい。 

 

２００６年１２月ゼミ旅行にて 
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国際経営学部と同窓会 辻　　節　雄　教授 

担当科目：総合商社論、経営史、比較経営史、 

　　　　　国際経営特論、基礎・専門ゼミ　など 

　　　００７年３月２２日に第１０期生

　　　の卒業式が挙行され、国際経営学

部同窓会を構成する陣容はほぼ形成され

た。もっとも、将来にわたって現代国際

学部の卒業生を年年歳歳迎え入れること

によって更なる増加が見込まれるものの、何といってもこの集団が

有する特性は、長い時間が経過することによって、多様な形で磨か

れ、家庭に職場に社会において、その輝きを増していくことが大い

に期待される。 

 

　名古屋外国語大学国際経営学部は、全国的にもユニークな存在だっ

た愛知女子短期大学経営学科を母体にして設置された第二番目の学

部で、中部地区では唯一の国際経営学部であった。 

　二度にわたるオイルショックを契機とする日本的経営と新技術・

製品開発の優秀さが貿易黒字を積み上げた結果、国際摩擦の軽減の

ために海外直接投資を本格化させた。前世紀末における社会主義圏

の崩壊による急激なグローバル化の風潮と重なり合い、日本企業の

経営のあり方が激変することとなった。この間における日本経済社

会の豊かさの増大と高学歴志向は、高等教育のあり方をも大きく変

化させた。わが国際経営学部は、まさにこのような環境変化からす

る社会的な必要と要望に応えるべく新設されたものである。 

 

　最初に作成された学生募集のパンフレットには、「日本企業の海

外進出、海外企業の日本参入。国境を越えた人的・物的資源の流通。

マネーと情報の移動。急速に進む経済のボーダーレス化。激変する

社会環境の中で、もう従来の日本的な「経営感覚」は役に立たなく

なってきている。捕鯨問題や日米貿易摩擦を見ても分かるように、

これからの企業経営は、国際的な視点抜きには成り立たない。経営

学・経済学の知識だけでなく、世界のさまざまな地域の歴史、文化、

価値観を正しく理解する広範な国際理解が必要となる。「国際経営

学部・国際経営学科（入学定員２００名）」（平成６年４月開設）

は、外国語大学の教育理念の発展として位置づけられ、これら時代

の要請に応えて国際化時代に対応した、全く新しい経営学を展開す

る日本初の学部となる。本学部の学生は国際的な新しいスタイルの

経営学を専門的に深く学ぶとともに、全員がコミュニカティブな英

語を徹底的にマスターし、また海外の社会･文化を正しく理解する

為の国際理解教育を受けることができる。学生の指導は１年から４

年までのゼミナールを中心に徹底した少人数編成で行われ、 

Double Teaching 制度や講義科目への Group Discussion の導入、Case 

Method 方式の授業など、これまで日本の大学にはなかった斬新な

教育方法を数多く採用する。」などと謳っている。 

 

　新学部に対する教授陣の意気込みには凄まじいものがあった。開

設時の記念写真を見ると、専任教員１９名中外国人教員は８名で、

実に国際色が豊かであった。以来、１３年間の時の流れの中で、開

学時に目指した新しい経営学の展開、国際理解教育や新教育方法の

導入という開設理念とその精神を、いかに教員と学生とが受容し、

どの程度まで目的を達成できたか、この時点で改めて問い直すこと

が求められている。国際経営学部に籍を置いたものは誰を問わず、

未完の部分があればこれを補う創造的な努力を積み重ねるとき、豊

かな未来を開き、すばらしい人生を送ることが出来るだろう。そう

言い得るほどに、開設理念とその精神は立派であった。 

　省みれば本学部４年生の就職活動は終始「１０年デフレ」の不況

に災いされ極めて厳しい情勢下で苦戦を強いられた。気象情報の桜

花についての解説によれば、桜の蕾は秋には眠りに入り、冬の厳し

い寒さで目覚め、春の暖かさに誘われ美しい花を咲かせるとか。暖

冬の場合は、目覚めが遅く、花の色は白っぽくなるという。然らば、

本学部卒業生は就職活動厳寒期において苦労して選択した多彩な進

路の延長線上で、活発な活動の展開と好ましい成果をきっと達成す

るだろうことを期待して良い。 

 

　本学部の特色の一つは、ゼミナール教育の徹底であった。１年次

は基礎ゼミナール、２年次は英書講読ゼミナール、３･４年次は専

門ゼミナール、４年間の研究成果として論文を作成することが課せ

られていた。それぞれの段階のゼミで学習を積み重ねることは無論

のことであるが、そのこと以上にコミュニケーション能力の向上と

終生の友情を育むことが求められていた。殊に、専門ゼミは必修か

つ３･４年次２年連続で履修することになっていて、共同研究・研

究報告活動・ディベート・卒論発表会・コンパ・ゼミ旅行などを自

主的に計画し実施してきた。 

 

　従って、本学部の卒業生の多くは、どの段階かのゼミ活動をとお

して良き友人を得たに違いない。このことはその人にとって大きな

財産であり、人生の大切な出来事や岐路において、励まし支え合え

る力を与えてくれるはずである。同期生であり同じゼミ仲間は、ま

さに同窓会の核となる存在でもある。もっとも、各種の部活動・サー

クル活動、大学祭実行委員会活動等に励んだ仲間も同窓会の核とな

るだろう。 

 

　本学部の同窓会活動はようやく本格的に動き出したばかりである。

古い歴史を有する他大学は確りした同窓会組織をもって運営されて

いる。しかし、若い大学・学部のわれわれはこれから基礎を固め、

個々の卒業生と大学にとって存在意義のある同窓会に発展させてい

かねばならないという課題をもっている。卒業生の大多数が若い世

代であるが、置かれている環境を理解して、早い時期から可能な範

囲で同窓会活動に参加することが望まれる。 

 

　国際経営学部卒業生諸君がキャリアを積み、社会的に活躍すれば

するほどに同窓会の組織も次第に成長し、欠かすことが出来ない心

の拠り所の一つになるだろう。皆さんのご活躍を祈念しています。 

 

２ 

２００５年１月ゼミ旅行・高山の民宿前 
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林　　慶　雲　先生 国際ビジネス学科 

　担当科目：会計、ベーシックアカウンティング、 

　　　　　　英文会計、基礎ゼミナール、 

　　　　　　アカウンティング演習（英文管理会計） 

　　　００７年４月より名古屋外国語大

　　　学国際経営学部に着任思案した林

慶雲（Lin Qingyun）です。今までの経歴

が少々変わったところがありますので、

簡単に紹介させていただきます。 

 

　出身は中国の平潭島（あまり知られていないが、台湾海峡に浮ん

でいる小さな島、人口約４０万人）。　厦門（アモイ）大学経済学

部会計学科を卒業した後、カナダ政府のCIDA奨学生として

Dalhousie UniversityのBusiness Schoolに留学し、MBAを取得しまし

た。MBAをとって直ちに帰国する予定だったが自分の決断で日本

に立ち寄って名古屋大学に留学することとしました。名古屋大学大

学院経済学研究科博士後期課程に私費留学生として入学しましたが、

在学途中に国費留学生に採用されました。その後、名古屋大学経済

学部の助手を２年間務め、愛知県内のある私立大学に赴任しました。 

 

　名古屋外国語大学では、国際ビジネス学科に所属し、英文会計や

財務投資論、ベーシックアカウンティングなどの科目を担当します。

それまで２年間、非常勤講師としてこれらの科目を担当しましたの

で、そういう意味で百パーセントの新人教師ともいえません。これ

から、今まで以上に研究・教育に精進したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

２ 

Dean Gascoigne　先生 現代英語学科 

　担当科目：ライティング＆プレゼンテーション 

　　　　　　オーラルコミュニケーションストラテジーズ 

　　　　　　ディスカッション＆ディベート 

　　 ean Gascoigne came to Japan in １９
　　８8,  immediately after graduating from 
the University of the West Midlands, UK. 
His major is Russian & German Language 
－ Politics & Economics. Since then, he has 
worked in education, teaching high school, 

university and mature students in industry. He also worked in the 
European division of the automotive design company Ikeda Technology as 
a translator and simultaneous interpreter. 
 
　Hello all! I believe this section is for “new faces”, so I have a 
confession to make: I have been working on the NUFS campus for around 
１２ years, most recently in IEP. For academic year ２００７ my classes 
will be Writing & Presentation, Discussion & Debate and Oral 
Communication Strategies. 
　I was born in the north of England, near the city of Newcastle upon 

Tyne, a very long time ago... From an early age I have had a fascination 
for communication and an interest in language. While studying at 
university I was fortunate enough to live in both Russia (then Soviet 
Union) and Germany (then West Germany). This experience convinced me 
that I wanted to live and work in another country, so after applying for 
positions in various places I chose to work in Japan. The rest, as they say, 
is history...  
　In my free time I enjoy reading, watching movies and spending time 
with my friends to satisfy my craving for communication and the free 
exchange of ideas and opinions! 
　Our ability to communicate with each other is one of the greatest tools 
we have in our possession, so being able to work in this field is fulfilling. 
My area of specialty is modern languages and translation, mainly for the 
film industry. I hope students at NUFS will be encouraged to be equally as 
passionate about communication. 
 

D

Nicholas Delgrego　先生 現代英語学科 

　担当科目：ライティング＆プレゼンテーション 

　　　　　　オーラルコミュニケーションストラテジーズ 

　　　　　　ディスカッション＆ディベート 

    　　  icholas Delgrego received both his 
　　 undergraduate and graduate degrees 
from The Pennsylvania State University in 
the United States. During his third year as an 
undergraduate, he studied at Kansai Foreign 
Language University. It was while studying 

in Kansai, he developed an interest in teaching English in Japan. After 
graduating, he immediately enrolled in The Pennsylvania State 
University's Graduate School of Education. He taught students from over 

４０ different countries. Upon completing his M.Ed., he came to Japan 
through the Japanese Ministry of Education to teach at public schools in 
Kyusyu. 
 
　He has spent the past year and a half teaching in Saga-ken. This is his 
first year working at NUFS and he is looking forward to working with the 
faculty, staff, and students. His hobbies include cooking, exercising, 
swimming, and travel. He is new to Aichi-ken, but enjoys the beautiful 
scenery of NUFS and the busy activity of Nagoya city.

N

２００７年４月に新たに着任された先生方 
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２００６年度優秀奨励賞 

●安藤 江美さん［国際経営学科４年（２００７.３卒業）］ 
コメント：このような賞をいただけるとは思っていなかったので、
驚きと嬉しさで胸がいっぱいです。また、自身を持って新たなスター
トを切ることができます。これから社会人として歩んでいく中でも、
出会いを大切にし、そして勉強も続けていきたいと思っています。
本校で学んだことを糧に、自分の新たな力を開拓していきたいです。 
 
●北原 佳哉さん［国際ビジネス学科３年（現４年）］ 
コメント：今回、国際ビジネス学科の優秀賞に選んでいただきまし
て、大変光栄に思っています。大学生活で学ぶことのできた一番大
きなことは、やはり英語であると思います。会話やディスカッショ
ンの授業は、高校の時にほとんどなかったのでとても勉強になり、
いろいろと吸収することも多かったです。また、ゼミでは他国にお
けるビジネス上の交渉方法の違いなどを英語で勉強し、文化の違い
によるビジネス風習の変化について知ることが出来ました。今後の
大学生活も、この賞をいただいたことを誇りにして、勉学だけに限
らず就職活動やサークル活動をよりいっそう良いものにしていきた
いです。 
 
●林　香里さん［現代英語学科３年（現４年）］ 
コメント：国際交流演習（日本語教育）では、実際に自分で授業の
教案を書き、模擬授業をしました。普段何気なく受けている授業で
すが、実際に自分が教える側に立つことで、改めて教えることの難
しさを感じました。また、旅行業務取扱管理者という資格試験に挑
戦し、合格することができました。将来は、英語を活かせる仕事を
したいと思っています。 

●小田 沙季さん［国際ビジネス学科２年（現３年）］ 
コメント：今回、このような賞を頂くことができ大変嬉しく思いま
す。私がこの大学生活で目標としていることは、何事も中途半端に
せずやり抜くことです。この目標は社会人になっても持ち続けたい
です。そのためにも、いろいろな資格を取り、常に目標を持ち、努
力できる人間になりたいです。 
 
●桂 麻莉絵さん［現代英語学科２年（現３年）］ 
コメント：この度はこのような素晴らしい賞をいただき、本当に嬉
しく思っています。私はこの２年間で、英語力を伸ばすために必修
科目を中心に積極的に授業に参加し、家でも英語資格試験のための
自己学習をしてきました。将来は、児童英会話教室に勤めて、日本
の小さな子供たちに英語を学ぶ楽しさを教えることができたらいい
なと思っています。 
 
●森 祐衣子さん［国際ビジネス学科１年（現２年）］ 
コメント：この１年間はとても充実していました。IEPや英語資格
講座、日々の学習を通して、少しずつですが自分の英語力の向上を
実感することが出来ました。就きたい職業はまだ具体的には決まっ
ていませんが、選択肢を狭めることのないよう、これからも努力を
続けていきたいと考えています。 
 
●渡部 千紘さん［現代英語学科１年（現２年）］ 
コメント：私は昨年１年間で、外国の人達と意見交換する楽しさや、
英語を勉強する上で、世界情勢を知っておくことの重要性を実感し
ました。夏からの長期留学は、たくさんの異文化に触れると同時に、
日本を客観視でき、世界への視野を広げる絶好の機会だと思います。
寛大な心と自分の意見を持って、世界の人達と接したいです。 

　２００６年度、同窓会では在校生の各学科学年１名ずつ計７名を選出して優秀奨励賞を送り、これまでの努力への報奨と今後の活躍に期待
を込め、報奨金３万円を進呈しました。 

２００６年度課外活動奨励賞 

　２００６年３月１３日(月)に行われたクラブ・サークル活動の発表会にて、活動内容及びプレゼンテーションの優秀な下記４団体に同窓会か
ら課外活動優秀賞と副賞を今後の活動資金として贈りました。また、特にプレゼンテーションのすばらしかった空手部には特別賞を贈りました。 

ラクロス部のモットーは“楽ロスであれ！”先
輩から代々受け継がれている伝統の精神は、今
も部に脈々と息づいている。他大学との交流も
盛んで、海外選手と触れ合える国際親善試合も
行っている。 

NUFSで唯一の吹奏楽団。約５０名の部員を抱え、
経験者から初心者まで、共に日々練習に励んで
いる。大学行事（入学式・卒業式）等での演奏
や合同祭での演奏、定期演奏会など幅広く活躍
している。 

２００６年度 
受賞者 

“笑顔！元気！勇気！やる気！”の４つの部訓
を掲げ、アクロバティックな技の習得に日々取
り組んでいる。合同祭や大会への出場だけでな
く、様々な部の応援や地域の運動会でステージ
を披露するなど活動の幅を広げている。 

アカペラを中心に活動している発声サークル。
アカペラは５人一組のグループで行うため練習
もグループ単位が基本だが、La voixでは全員が
顔を揃える機会をつくるため全体練習やミーティ
ングを重視。合同祭や単独のライブを行って活
動している。 

先輩から受け継がれてきた伝統を守り、規律と礼節を重んじる歴史あるクラ
ブ。一人で演武する「形」と、２人で相対して行う「組手」の２種類を中心
に練習し、合同祭では板割り、瓦割りといった派手な演武も披露。部員はほ
とんど初心者でしたが、今では段位取得者もいます。 

ラクロス部 

チアリーダー部 

ウィンドオーケストラ 

La Voix（ラボワ） 

空手部 
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同窓生の今 卒業後の同窓生の近況をお伝えします。 

　あらためて思えば、卒業し
てから９年もの時間が経過し
ています。時間のはやさが加
速しているように感じられま
す。結婚を機に、１人暮らし
から、二人での生活になりま
した。そして昨年、子供も生
まれ生活が賑やかになりまし
た。 
 
　大学時代を思い起こすと、一番はじめに頭に浮かんだのが、“カ
レーハウス”のカレー。学校周辺は大きく様変わりしておりますが、
近くを通る機会もあり、懐かしい思いで校舎を見上げております。 
 
　卒業後、中部地区の電子部品・電子製造設備の商社へ就職しまし
た。電子部品というと、携帯電話・パソコン・ゲーム等の中に入っ
ている半導体などの細かな部品がそれにあたります。入社後は物流
部門、購買部門を経て、現在の営業部門への転属となり、４年が経
過しました。営業と一口で言っても、商材・顧客開発－製品PR－
仕入－販売－納品－お金の回収等々沢山の業務があります。私の所
属するグループにおいては、自動車関連の集積地とも言える、東海
地区のお客様を中心に、電子部品の提案・販売をしています。自動

車での電子部品の搭載は、高度の電子制御化に伴い、ますます加速
しています。さらに、ユーザーの生産展開・部品製造の海外化がよ
りいっそう増加しています。私個人においても海外出張の機会が増
し、今まで以上に色々な人との関わり合いが増えています。進んで
営業職を選んだ理由もここにあります。より多くの人との交流がで
きる職場に魅力を感じ、自ら手を上げ、配属となりました。 
 
　私はどんな経験でさえも、自分の糧になるのではと思っています。
実際の仕事や体験を通して、各国・各地域でそれぞれ違った文化・
考え方を持っていることを、より身にしみて感じるようになりまし
た。今でも相手をなかなか理解できず、また自分も理解してもらえ
ず何度も悔しい思いをしています。また、それぞれの国での経済・
政治的状況も局面ごとに目の当たりにし、少しずつ“国際”という
見方の必要性を肌で感じるようになりました。言葉・宗教・政治・
食生活・生活環境・優先の順列・働く目的～等々沢山の違いがあり
ますが違いを認識することが重要なことで、逆に互いに共有できる
部分も見えてくるのではと思います。 
 
　私の当面の目標は、「自分で企画した仕事を持って海外へ転勤す
る」こと。更に沢山の経験を積みたいと思っています。 
　最後に、大学卒業生の皆様が、益々ご活躍されることを心から願っ
ております。　　　　　　　　　　　（２００７年４月　山口圭司） 

　こんにちは。９４年国際経営学部１期生の平井(旧姓：藤原)佳子
といいます。当時は学部が新設されたばかりで校舎も設備も真新し
くて、又初めて広島から出ての一人暮らしということもあり四年間
は刺激的で楽しい毎日でした。授業の空きコマがもったいなく履修
以外の授業も先生に頼んで参加させてもらったり、やったことのな
い空手部に入部して黒帯を取得しキャプテンを務め、授業が終わっ
た後は子供たちに空手を教えに行ったりしました。また夏休みには
オーストラリアに短期留学しスキューバダイビングの資格を取って
その後も１０カ国以上を旅し、大学時代に出会った友人、先生方、
経験はかけがえのない一生の宝物となっています。 
 
　さて卒業してから、広島に戻り学部時代コンピュータ（当時Mac）
を使った水野先生のゼミに影響を受け、富士通のグループ会社で富
士通オフィス機器（株）に就職しました。主にパソコン教育を行っ
ていて、そこで２年間パソコンのインストラクターをしました。当
時Windows９５全盛期で新入社員教育やPC資格取得等で朝から晩ま
で立ちっぱなしでエクセル、ワード、インターネットなどを教えて
いました。どんな質問がくるか不安でこれで満足という事はなく通
勤時間のバスの中でも本を片手ににらめっこ。自分も資格をとらな
いといけないので仕事が終わった後も休みの日も勉強の毎日で、講
習会の前日は緊張で眠れない辛い日々もありました。しかし週の半
分は出張でしたので、旅行好きの私は行く先々の名物を食べたり、
名古屋に出張のときは母校を訪れ先生方に逢ったり、外大の時の友
人と食事をしながら語り合うのが出張の何よりの楽しみでした。 
 
　その後、富士通の親会社に出向して２年間ネットワークの営業と
して勤務しました。営業職は初めてで、営業部の中で女性は私だけ。
思った以上に忙しくて提案書や見積り作成で朝４時に帰宅したり、
ネットワーク障害やパソコンの納期遅れでお客様に怒られたり、事
務所の非常口の階段で泣くこともしばしば。何度もやめたいと思い
ましたが、女性だからと理由をつけたくなく母親もずっと仕事をし
てきたので自分もできると信じ、なんとか乗り越えることができま
した。この辛く大変な思いをしたおかげで精神的に強くなった気が

します。 
 
　それから結婚し現在は２人目が産まれ、育児休暇をもらいながら
富士通オフィス機器に所属しています。女性が多い職場なので子供
がいても働ける環境で、両親にも助けてもらいながらなんとか両立
できています。今でも出張が多く深夜に帰宅することもありますが、
その分やりがいのある仕事なので子供の成長を見守りながらこれか
らも続けていこうと思っています。住宅ローンも返さないといけな
いですし（笑） 
 

　子供ができて思うことは、
世の中には救われない幼い命
があり、今こうしておいしい
食事をして公園で子供と遊ん
でいる間でも消えていく命が
ある。また自然に生かされて
いる人間がエゴと便利さゆえ
に自然を破壊し環境を汚染し
たものをまた人間が食べる。
今の子供たちに。そのまた子

供たちに未来を残す親の役目を果たせているかと考えるようになり
ました。本当にささいなことですが、４R（Recycle, Reuse, Reduce, 
Refuse）を日々心がけて毎年、世界自然保護基金（WWF）に寄付
し子供にも地球の大切さを教えています。その影響か子供は海が大
好きで、水を流しっぱなしにしていると「地球にしか水がないのだ
から」と４歳の子に怒られたりしました。 
 
　少々硬くなりましたが、昨年の夏に国際経営学部の同窓会に行っ
たときは、皆さんが海外や社会で活躍されていて本当にかっこいい
なと思いました。そんな人たちと一緒の外大に行けてそして出会え
たことにとても誇りに思っています。これからも家事に育児に仕事
に忙しい中にも何気ない日常に日々感謝し、精進してがんばってい
く所存です。　　　　　　　　　　　（２００７年４月　平井佳子） 
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現代国際学部 

　卒業生の皆様お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。国際

ビジネス学科は国際経営学部を母体として発展的に改組いたしまし

た学科です。基本理念としての「世界の共通コミュニケーション言

語としての英語の教育を活かし、ビジネス界はもとより国際社会で

活躍できる人的資源の開発、人間形成を目指す」ということは変わっ

ていないのですが、現在の取り組みについて少しご紹介・説明させ

て戴きます。 

 

　まず「国際ビジネス学科」は当然のことですが「現代の企業の組

織において活躍する人を育成することを目的といたしております」。

それは現代に生きるセンス（sense）を身につけた国際人であり、

また地域社会の中で幅広く活躍できる人材の育成、仕事の中での無

限の可能性を秘めた人間能力の開発（創造・発見）ということにな

るでしょう。私たちはこのコンセプトをより鮮明にしてすすんでお

ります。大切なことは誰の眼にも、したがって学生自身が自分のお

かれている状況を確認しながら方向付けをしていくということでは

ないでしょうか。常に私たちの学科ではこれまでの実績をもとにし

て、より「学ぶべき方向と内容」を明確にしていきたいと思ってお

ります。 

 

　概要といたしまして、 

①それはまず高等学校教育からの橋渡しの段階を大切にしたいと思

います。新たな環境、新たな自分を動かすには大変なエネルギーを

必要とすることでしょう。スムーズな切り替え、最初のボタンを正

しく掛けることが大切だと考えます。 

②このことに成功すれば、大学生活そのものの中身の問題だと思い

ます。学生に「学習・研究のメニュー」、情報を正しく理解して出

来るだけ有効に消化してもらえるように開示しなければなりません。

この目的のため私たちは小冊子「国際ビジネス学科で学ぶ」を作成

しています。自己領域の発見と同時に社会に向けた意識付けを課題

として、本学科で学べる専門科目の紹介を試みています。 

　なにより私どもは「外国語大学だからこそ出来るビジネスの教育」

の実現を目指しているのです。英語教育は高校時代からの学習の継

続でスムーズな導入の役割を果たすと同時に本人の興味から出発す

る未来志向だと思います（学部の取り組みは平成１６年度の文部科

学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」に採択

されています）。 

③現代の社会対応能力を備えた人材。私どもは「ビジネスセンス」

として集約いたしましたが、その国際的なセンスを身につけた人材

の養成を理念として標榜しています。しかしこれは私たちの学生が

巣立ち行く社会との関係を等閑に付しての実現は不可能でしょう。

この間隙を埋めるべく学科では独自な立場から「企業調査」を実施

しております。２０0５年度調査では名古屋周辺の約８００社への

アンケートを依頼し３００社近い回答を得、「報告書」としてまと

めています。 

 

　学生の成長モデルとしましては、 

①新入学時より社会への帰属意識の啓発、自己のキャリアへの自覚

を促す。オリエンテーションキャンプと「工場見学」・「講演会」。

地域産業への理解を導入。 

②「自己診断カルテ」の作成：４年間を通しての意識変化を確認。

意識の掘り起こし。電子ファイル化を通して情報の自己管理。 

③ビジネス研究への導入のため、学ぶべきプロセスと全専門教科の

全容を開示する「ビジネス学科ダイジェスト」の作成。 

④２年次までに研究の

基礎作り。三つのグ

ループ研究・発表会：

キャンプ方式での発表

会開催：「ビジネスス

ク ー ル （ 一 年 次

夏）」、「ビジネス研

究フォーラム（二年次

夏・冬）」。 

⑤企業との連携による実態調査：企業で「求められる能力」・「英

語（語学）がどのように活用されているのか」をアンケート・訪問

調査により把握。社会のニーズを反映したキャリア教育対応型のカ

リキュラム構築のために「学生の教育と進路指導のための調査報告

書」を作成。 

⑥高校と連携し学生の動機付けを促す：「学生のキャリアアップ」

を出身高校と連携して確認し学生にフィードバック。 

等々を確実に積み重ねております。 

 

　大学を教育・研究、

そして人間形成の「総

合の場」といたしまし

て受け止めますと、取

りまく（精神文化）環

境を含め個々人として

の学生の知識や人格の

向上、社会生活への対

応等すべてが統一的に

整序・集約され、そのすべてのあり方の方向付けが示されなければ

ならなくなって参ります。 

 

　大学生活で培いたいものは「柔軟な思考を持った、時代の風を受

け止めて、自ら生きる力を持った、魅力あふれる人間像」の育成で

す。学生の人生において、その将来のいかなる時点においても批判

に耐えられる教育を標榜していきたいものと念願しております。あ

らゆる事業をリンクさ

せ、また問題の所在を

精選し今後も継続して

まいります。（この一

連の教育の試みが0６

年度より「文部科学省

の推薦事業」に採択さ

れています）。 

  

 

国際ビジネス学科長　　稲 福　善 男　教授　（２００７年４月記） 
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２００６年度の取り組み 

短期研修（写真は０６年度ワイカト大学での研修風景） 

　２００６年度の春期短期研修（２００７年２月及び３月実施）は、
ユタ・バレイ州立大学（合衆国）、オーストラリア・カソリック大
学（オーストラリア）、ワイカト大学（ニュージーランド）の三カ
国で実施され、参加人数は約９０名でした。約４週間ホームステイ
をしながら、大学での語学プログラムを消化していきます。それぞ
れの語学プログラムが、本学部の要望を反映した独自プログラムと
して用意され、集中的な英語プログラムだけでなく、企業見学や文
化体験、現地大学生との交流などさまざまなイベントも用意されて
います。多くの学生にとって、この研修は言語修得のための大きな
きっかけとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 

〔ワイカト大学研修にて：ニュージーランド〕 

 
中期留学－サザンクロス大学（オーストラリア） 

　２００６年度の中期留学は１３名（うち国際ビジネス学科学生２
名）が参加し、オーストラリアのサザンクロス大学にて三ヶ月間実
施されました。このプログラムには、英語プログラムに加え、ボラ
ンティア・ワークも含まれ、学生たちは各々小学校や福祉施設、観
光案内所などに派遣され、それぞれの場所で実際の仕事を経験しま
した。また、今年からは帰国後に語学力がどの程度向上したかをみ
るため、帰国前後にTOEFL及びTOEICのテストを実施しました。点
数の伸びに個人差はあるものの、ほとんどの学生について得点の伸
びが見られました。 
 
教育懇談会 

　現代国際学部では入学後半年間経過した段階で、学生たちがどの
ような環境で学生生活を過ごしているのか、また、英語力の達成状
況や課題、海外研修・留学そして就職などに関連した将来計画に関
わる事柄を、保護者の方々にご紹介する意味から、教育懇談会の機
会を設けています。 
　昨今学生一人ひとりに対し、個性に合わせた教育を施す必要性が
でてきており、その意味で大学と家庭との連携が必要とされてきて
います。そのため、この懇談会は保護者の方々と大学の信頼作りと
ネットワーク作りの機会として位置づけることができます。２００
６年度は１１月１１日に開催し、現代英語学科は４０組、５４名の
保護者の方々にご参加いただきました。 
 
２００７年度の取り組み 

フレッシュマン・キャンプ 

　本年４月３・４日（一泊二日）に三重県の合歓の里にてフレッシュ
マン・キャンプを行ないました。今年は、上級生が運営サポーター
として多数参加し、彼らを中心として新入生同士、新入生と教員・
上級生との交流を図るようなプログラムを実施していきました。こ
れまでは教員が新入生に対して「大学とは」「大学生活とは」といっ
た内容を自らの経験をまじえて一方的に伝えていただけでしたが、
今年は上級生が新入生と教員の交流の橋渡しになるようなプログラ
ムを準備し、さらに自分達の大学生活での経験談を伝えるような企
画を実施いたしました。キャンプでは、いくつか成果がありました。
教職員にとっては、上級生主体のプログラム運営を通して、普段授
業では見られないような彼らの活動ぶり、成長ぶりを見ることがで
きました。また、新入生と上級生がプログラムを通して交流ができ

たことで、キャンプ後新入生がさまざまな形で運営サポーターの上
級生を頼るケースが出てきました。今回のキャンプでは、新入生が
スムーズに大学生活へ入っていくための導入として一定の成果があっ
たように思われます。 
 

 

 

 

〔今年の４月３・４日に実施さ

れたフレッシュマン・キャンプ

にて：料理体験にて〕 

 
通訳コンテスト：学部の正式行事へ 

　通訳コンテストは、これまで本学の同時通訳法サークル（顧問：
原田邦彦先生）活動の一環として行われ、昨年からは他大学の協力
のもとで実施されていました。昨年は本学科の浅野輝子先生のご尽
力により、東京外国語大学大学院教授で、ＣＮＮやＡＢＣなどのニュー
スの同時通訳などでご活躍中の鶴田知佳子先生をお招きし、コンテ
ストにあわせて講演会を開催するなど、他大学と本学との関係がよ
り緊密化するようになりました。また、学生の関心も非常に高いこ
と、さらには本学科の教育分野に通訳が設定されていることもあり、
同コンテストを学科の正式な行事とすることで、本学科の学生に実
践の場を提供するとともに他大学の学生との交流を図り、また教員
間の協力関係を促進していくこともねらいとしています。今年は、
１２月の開催を予定しています。 
 
大学院授業の学部生への開放 

　これまでも大学院の授業を部分的に学部生に開放してきました。
しかし、大学院授業への参加要件が四年生に限定されるなど、学部
生への開放はきわめて限られていました。しかし、将来的に高度な
専門性を有した人材の輩出を目指していく上で、なるべく早い機会
にかつ多くの学生に大学院の授業を体験してもらい、大学院への進
学を希望してもらうことが望まれます。そのため、今年からは対象
を三年生にまで拡大し、より多くの機会提供を行うものとしました。 
 
教養文化セミナー 

　教養文化セミナーは今年度からの行事で、年に一回さまざまな文
化理解を目的として実施されます。今年は異文化理解の一環として
オペラの「セビリアの理髪師」を鑑賞いたします。主に新入生を対
象としたもので６月に実施予定になっています。また、秋には歌舞
伎鑑賞も予定しています。 
 
国際交流プログラムについて 

　このプログラムは、次年度からの事業化を目指したもので、その
内容は海外でのボランティア活動やインターンシップなど、幅広い
活動を対象としています。今年度は、夏休みを利用して短期のスタ
ディ・ツアー（環境保護や貧困をテーマとする）を東南アジアにて
実施する予定です。これまで本学部では国際的な感覚を身に付ける
ため、短期研修、中期留学や長期留学といったプログラムを「経験」
の場として提供してきました。しかし、その中身は実質的に語学研
修であり、訪問国も一部に限定されていました。また、他の多くの
大学でもグローバル化を視野に入れ、国際的に活躍できる人材の育
成を教育理念として掲げ、本学と同様の語学研修プログラムを用意
しています。このプログラムは、他大学との差別化を図ろうとする
と同時に、「国際的に活躍できる人材の育成」だけでなく「社会体
験を通した豊かな人間性・リーダーシップの育成」を図ることもね
らいとしています。 
 
 現代英語学科　　宮 川  公 平　先生　（２００７年４月記） 
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名古屋外国語大学 

　２００７年４月、名古屋外国語大学大学院に英語教授法（ＴＥＳ

ＯＬ）コースが開設されました。これはネイティブ・ノンネイティ

ブの英語教師を対象として開講される修士課程コースで、定められ

た基準を満たして修了した人は修士の学位（Master of Arts in TESOL）

と共に専修教員免許状を取得できます。 

 

その他の大学院コース 

 

◆前期（修士）課程 

・英語コミュニケーションコース（英語・英語教育） 

・日本語コミュニケーションコース（日本語・日本語教育） 

・仏語コミュニケーションコース（仏語・仏語教育） 

・中国語コミュニケーションコース（中国語・中国語教育） 

・国際関係コース（国際関係） 

・国際ビジネスコース（国際ビジネス） 

・インターネット言語教育コース（インターネット言語教育） 

 

◆後期（博士）課程 

・英語学、英語教育学分野 

・日本語学、日本語教育分野 

・国際文化分野 

 

コースに関するお問合せは、下記「大学院事務室」まで。 

今年度は同窓会設立１０周年目です。それを記念して「秋の日帰りバスツアー」を計画。年代を超えて交流を深めましょう。 
開催日：１０月の土曜か日曜　　　　旅行地：綺麗な景色と美味しい食べ物のあるところ　　　参加費：約８,５００円 

ご興味のある方は下記までお気軽にお問合せ下さい。詳細が決定次第（８月頃）、事前にお問合せ頂いた方々へご案内いたします。 
 
問合せ先　Tel: 0561-74-1111  Fax: 0561-75-1723  Email: info@nacion.jp 

※家族参加可。申込みが20名以下の場合は中止しますのでご了承下さい。 
 

〒470-01９6　愛知県日進市岩崎町竹ノ山57 

Tel: 0561-75-1740    Fax: 0561-75-173９ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

同窓会本部 

同窓会設立１０周年記念 秋の日帰り交流旅行！！ 

同窓会ホームページ 

既にご案内のとおり、同窓会ホームページ「NACION」とSNSサイト「NUFS Plus」を２００６年に開設しました。 
NACIONでは、同窓会活動の詳細についてご案内していきます。また、NUFS 
Plusは皆様の交流にご活用いただきたいと作成したサイトですので、どんどん
お使いいただきたいと思います。ご利用いただくにあたって不明な点やご希
望がございましたらお気軽に同窓会事務局へご連絡下さい。 
 
NACION  http://www.nacion.jp 

NUFS Plus  http://www.nufsplus.net

　２００５年の中部国際空港の開港により航空業界からの人材ニー

ズが高まっている今、名古屋外国語大学ではこうした社会及び学生

の要望に応えるため、エアライン業界への就職を実現する為の下記

のようなプログラムを用意しています。 

 

・現代国際学部現代英語学科の教育プログラム 

　　国際観光論、観光社会学、観光英語などを学ぶことが出来ます。

航空業界や旅行・ホテル業界の第一線で活躍しているスペシャリ

ストを講師に招いて各職場の実態を学びます。 

 

・JALグループとの提携授業プログラム 

　　JALグループ講師による授業 

 

・JALグループ　インターンシップ 

　　JALグループの実施する国内外の空港・ホテルにおけるインター

ンシップ 

 

・エアライン就職支援講座 

　　エアライン就職を実現する為の講座です。入門・基本・選抜コー

スがあり、入門コースと基本コースはキャビンアテンダント以外

のサービス業（グランドスタッフ、ホテル、秘書など）を就職の

視野に入れた学生も対称にしています。 

 

・学生団体「エアライン業界研究グループ」 

　　将来の職業としてエアライン

業界を目指す学生同士が定期的

に集まり情報交換をしています。

主な活動内容は、情報交換会、

勉強会、内定者からのアドバイ

ス、卒業生との交流会、空港見

学ツアーなどです。 
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同窓会本部 

　２００７年度総会及び懇親会を下記の通り開催します。この機会に同窓会活動へのご意見をぜひお聞かせ下さい。 
　また、昨年同様、懇親会では豪華景品をご用意して抽選会を行います。皆様お誘い合わせて、ぜひご参加下さい！ 

日 時／２００７年７月７日（土） 

　　　 １０：１５～ 　　　　   受　付 

　　　 １１：００～１１：４０  総　会 

　　　 １１：４０～１４：００  懇親会 

場 所／名古屋外国語大学 

　　　コミュニケーションプラザ１階 

会 費／３,０００円（懇親会費として） 

議 題／・平成１８年度決算 

　　　 ・平成１９年度予算　　　　他 

報 告／・平成１８年度活動報告 

　　　 ・平成１９年度活動案内　　他 

　往復ハガキにて案内いたしますので、ご出欠の返信をお願いい
たします。諸事情でご欠席される方は必ずハガキに記載の委任状
へ署名捺印をしてご返送ください。 
　ご出席の連絡はハガキ以外にEmail、ファックスでも受け付け
ます。その場合は氏名、学籍番号（わからない場合は回生）、住所、
電話番号を明記して下記までご連絡ください。 
Email: info@nacion.jp  　  Fax: 0561-75-1723

　住所等の会員登録情報の変更は同窓会SNSサイトNUFS+の「卒

業後の住所変更」よりご連絡ください。また、郵送・FAX・

Emailでも随時受け付けます。 

 

NUFS+　  http://www.nufsplus.net 

住　所　〒470-0197  愛知県日進市岩崎町竹ノ山57 

　　　　名古屋外国語大学国際経営学部同窓会事務局 

Tel/Fax：0561-74-1111 / 0561-75-1723 

Email：info@nacion.jp

　今後の同窓会活動を活性化する為、同窓会への寄付のご協力

をお願い申し上げます。会員の皆様が交流する機会を提供する為、

また在校生への支援の為、皆様のご協力をお願いします。ご協

力いただきました方々は今後の会報誌にお名前と回生を随時掲

載させていただきます。 

 

 
寄付金振込方法 

　振込用紙が必要な方は、同窓会本部へご連絡いただければす

ぐに郵送いたします。ATM及びネット送金の場合は下記口座ま

でお振込み下さい。（一口１，０００円として何口でも。） 

ATM及びネット送金の場合、振込者の確認が難しいため、大変

お手数ですが振込された内容と氏名、住所、電話番号、回生を

同窓会本部へ電話、メール、手紙などにてご連絡いただきます

ようお願い申し上げます。円滑な同窓会運営の為、皆様のご協

力をお願いいたします。 

 

 
寄付金振込先 

　三菱東京UFJ銀行　栄町支店　普通１３６０４０５ 

　口座名義：名古屋外国語大学国際経営学部同窓会 

中村憲広（２期）メモリー株式会社　　　　　２０口 

畑　　恵（２期）　　　　　　　　　　　　　１０口 

ご支援、ありがとうございます。 

　皆様からのメッセージを同窓会報又はブログサイトへ掲載し

ます。ご自身の事業及び活動案内や同窓生へのメッセージ、イ

ベント情報など、同窓会員へ伝えたい事があればなんでも結構

です。随時受け付けておりますので、お気軽に下記までご連絡

下さい。　 

 

住　所　〒470-0197  愛知県日進市岩崎町竹ノ山57 

　　　　名古屋外国語大学国際経営学部同窓会事務局 

Tel/Fax：0561-74-1111 / 0561-75-1723 

Email：info@nacion.jp 

 

 
注意／個人･団体への誹謗中傷や宗教その他の勧誘目的など、法律に違反

する内容や同窓会報に相応しくないと判断する内容に関しては掲

載をお断りする場合がありますので、ご注意下さい。 

 

今年の抽選会景品は・・ 
 
ニンテンドー Wii 
ipod 
最高級松坂肉　など 
 
その他、多数豪華景品をご用意！ 
 

総会 及び 懇親会 
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１９８８年　４月　名古屋外国語大学創設 
１９９４年　４月　国際経営学部国際経営学科を設置 
１９９８年　３月　第１期生卒業、国際経営学部同窓会発足 
２００４年１０月　国際経営学部同窓会名簿発刊 
２００５年１２月　第１回総会及び懇親会開催 
２００６年　３月　国際経営学部同窓会報創刊 

２００６年　７月　第２回総会及び懇親会開催 
２００６年１０月　同窓会報「NACION paper」第２号発行 
２００６年１１月　同窓会ホームページ「NACION」開設 
２００６年１２月　同窓会SNSサイト「NUFS+」開設 
２００７年　５月　同窓会報「NACION paper」第３号発行 

武原啓子（会長・１期）　中村憲広（副会長・２期）　畑　　恵（副会長・２期）　浅井恭子（事務局長・１期）　横井万里子（書記・５期） 
吉田正幸（書記・６期）　瀧　浩史（会計・１期）　　内門はるか（会計・６期）　岩出朋子（会計監査・２期）　近藤健太（会計監査・８期） 

鈴木千賀（１期）　　飯吉美絵（１期）　中川大輔（１期）　　崎山純子（１期）　長峰ユカ（１期）　山下理恵（１期）　鈴木裕介（１期） 
伊藤真彦（１期）　　服部貴子（１期）　加藤優一（１期）　　山崎　豊（１期）　中野桃子（１期）　太田友和（１期）　松原一仁（１期） 
竹内千恵（１期）　　代田喜之（１期）　八木正人（２期）　　原万里子（２期）　森川浩希（２期）　浅野享洋（２期）　岡崎由美（２期） 
大井健一（２期）　　北山裕美（２期）　平林順子（２期）　　荒川誠治（３期）　伊藤　望（３期）　桜川崇弘（３期）　鳥居佳夫（３期） 
平井由香（３期）　　川平泰雅（４期）　栗田三由紀（４期）　藤田達也（４期）　田中文彦（４期）　犬飼尚樹（４期）　清　正博（５期） 
潮田裕稔（５期）　　三好里佳（５期）　吉田和代（５期）　　後藤直樹（５期）　大石彰則（６期）　伊藤太一（６期）　城月雅大（６期） 
祖父江匡記（７期）　徳山正康（７期）　古町真貴（７期）　　竹内千晶（７期）　井上高志（７期）　田中潤一（７期）　伊藤浩明（８期） 
藤田浩史（８期）　　水野裕也（８期）　 新宮好洋（９期）　　杉浦永美（９期）　石井和弥（10期） 　岡本　愛（10期）　坪井祐一（10期） 
登立洋平（10期） 

第１章　総   則 
（名  称） 
第１条　本会は、名古屋外国語大学国際経営学部同窓会と称する。 
（事務局） 
第２条　本会は、名古屋外国語大学内に事務局を置く。 
（目  的） 
第３条　本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄

与することを目的とする。 
（事  業） 
第４条　本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行

う。 
（１）会員の親睦に関する事業 
（２）会員名簿の発行 
（３）その他前条の目的を達成するための必要な事業 
第２章　会   員 
第５条　本会は、本学部の卒業生をもって構成する。 
第３章　役   員 
第６条　本会には、次の役員を置く。 
（１）会長１名　　　　（２）副会長２名 
（３）事務局長１名　　（４）会計２名 
（５）書記２名　　　　（５）会計監査２名 
第７条　本会に卒業年次毎に若干名の幹事をおく。 
第８条　本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長には、学長

を推戴する。 
第９条　本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会にて推薦す

る。 
（役員及び幹事の選出） 
第10条　会長・副会長は、総会において選出し、その他の役員は、

会長が幹事及び会員の中から委嘱する。 
２．幹事となる候補者は、ゼミで立候補若しくは推薦により選出し、
会長に届け出るものとする。 

（役員及び幹事の任期） 
第11条　役員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 
２．欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

３．役員は、任期が満了の後でも、後任者が選出されるまで、なお、
その職務を行う。 

４．幹事の任期は、永続とし交代したい場合は、後任者を選出し、
その旨を役員会に届け出ることとする。 

（役員及び幹事の職務） 
第12条　役員及び幹事の職務は次のとおりとする。 
（１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
（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）事務局長は、本会の総括事務にあたる。 
（４）会計は、会計事務を担当する。 
（５）会計監査は、会計を監査し、監査報告書に意見を付し会長に

提出する。 
（６）書記は、本会の庶務事項を処理し、書類を保管する。 
（７）幹事は、諸業務を分掌する。 

第４章　会   議 
（役員会） 
第13条　役員会は、会長がこれを招集する。 
２．役員会の議長は、会長が行う。 
３．役員会は、役員の過半数をもって成立し、議事は出席役員の過
半数をもって決する。 

（総  会） 
第14条　総会は、定期総会と臨時総会とする。 
２．定期総会は、年１回開催する。臨時総会は、必要と認めたとき
開催する。 

３．定期総会・臨時総会は、会長が招集する。 
４．総会には、議長を置く。議長は総会で選出する。 
（総会の審議事項） 
第15条　次の事項は総会の議決を経なければならない。 
（１）会長・副会長の選任または、解任 
（２）本会の事業計画及び収支報告 
（３）本会の事業計画及び収支決算 
（４）会則の変更に関する事項 
（５）その他の本会の業務に関する重要事項 
第16条　総会は会員の過半数の出席で成立する。議事は、出席者の

過半数で決定し、賛否同数のときは、議長が裁定する。欠
席の場合は、委任状をもってこれに代えるものとする。 

第５章　会   計 
第17条　本会の経費は、会費・寄付金をもってこれに充てる。 
会費は、卒業時に終身会費１万円を納付する。 
第18条　会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 
第19条　受け入れた金品は確実な銀行若しくは郵便局に預け入れ保

管する。 
第20条　すでに納入した会費は、返還しない。 
第６章　事務局及び職員 
第21条　本会の事務を処理する為、事務局に職員を置くことができ

る。 
　　　　ただし、本会の運営のための事務は、当分の間これを名古

屋外国語大学に委嘱する。 
２． 職員は、役員会の同意を経て、会長がこれを任免する。 
第７章　支  部 
第22条　本会は必要と認めた地域に支部を設置することができる。 
２．支部に関する細則は、別に定める。 
第８章　会則の改正 
第23条　本会会則の変更は、役員会の議を経て総会の承認を要する。 
第９章　補  則 
第24条　本会則の施行について必要事項の細則は、役員会の議を経

て会長が定める。 
第25条　会員で住所等の変更又は氏名を改めた場合は、本会に連絡

するものとする。 
 
附　則　この会則は、平成１０年３月２２日から施行する。 
附　則　この改正は、平成１７年１２月１０日から施行する。（第

６条及び第１２条関係） 
 

同窓会沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

同窓会役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

同窓会幹事（順不同・敬称略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

会　　　則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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