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　2012年6月10日(土)、午前10時より、第8回目の総会が名古屋

外国語大学同窓会事務局において5名の役員のもとに開催されま

した。まず、中村憲広会長の挨拶から始まり、その後、役員の浅井恭

子さんから「2011年度決算報告」が行われ、全会一致で承認され

ました。同時に、「2012年度同窓会予算案」については、2012年

度が本会発足15周年記念となることから、総会費の増額について

の提案がなされ、これも全会一致で承認されました。また、2012年

度より、新たに9期生の城月雅大さんが役員として、主に同窓会広報

を担当することについても、全会一致で承認されました。

　例年、総会と同時開催としていた懇親会は、2012年7月14日

（土）に15周年事業として、電気文化会館イベントホール（名古屋市

中区栄2-2-5）を会場に、元シンクロナイズドスイミング日本代表

で、シドニー・アテネオリンピック銀メダリストの武田美保さんを講師

としてお招きし、「夢を追いかけて～シンクロナイズドスイミング銀

メダリストに学ぶ目標達成に対する行動の明確化と思考法～」と題

した講演会を開催しました。当日は、既にご退任された先生方を含め

た7名の教職員の皆さまをはじめ、約65名の同窓生にご参加をい

ただき、講演会後に開催された懇親会も大盛況のうちに幕を閉じま

した。今回の懇親会では、比較的近年に卒業をされた若々しい同窓

生の姿も多く見られました。「同窓会」と聞くと、少しあらたまった場

所のように感じられる方もおられるかもしれませんが、本当にフラン

クで気軽に交流する“集まり”です。これからも、より多くの卒業生の

皆さまや関係者の皆さまのご参加をお待ちしています。

第8回総会及び懇親会のご報告

日　　時：2012年6月10日（土） 10：00～13：00
会　　場：名古屋外国語大学同窓会事務局
総会次第：1. 開会の辞
　　　　　2. 同窓会長挨拶
　　　　　3. 議事
　　　　　　 ①2011年度決算報告
　　　　　 　②2012年度予算案
　　　　　4. 開会の辞

第8回総会次第 15周年記念講演会及び懇親会次第
日　　時：2012年7月14日（土） 10：00～13：30
会　　場：電気文化会館（名古屋市中区栄2-2-5）
講演会次第：1. 開会の辞
　　　　　2. 同窓会長挨拶
　　　　　3. 講演会
　　　　　4. 閉会の辞 
 
講演会次第：1. 開会の辞（同窓会長挨拶）
　　　　　2. 乾杯（稲福善男教授・前国際ビジネス学科学科長）
　　　　　3. （食事・歓談）
　　　　　4. 閉会の辞

～シドニー・アテネ五輪オリンピックシンクロ銀メダリスト武田美保さんを交えて～

熊田喜三男（名誉教授）
林　　茂雄（名誉教授）

竹内　昭夫（名誉教授）
久山　紀彦（名誉教授）

水野　積成（国際ビジネス学科教授）
稲福　善男（国際ビジネス学科教授）

ご出席いただいた教職員の皆様（順不同）
浅野　輝子（現代英語学科准教授）
浅野　昌章（学生部次長）

その他教職員の皆様
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　はじめまして。広告会社の㈱電通を3月末に退社して、2012年4月より現代国

際学部に着任した横山陽二と申します。実は、2005年より『現代広告論』を集中

講義にて担当していたので、こちらをお読みの卒業生の中には受講戴いた方もお

見えになるかもしれません。その節は、お世話になりました。

　会社では、国家プロジェクトや地域活性化プロジェクトという領域の業務を主と

しておりましたが、民間企業のマーケティング・コミュニケーション領域についても

最新の状況や知見も業務上必要だと感じ、自分自身の修練のため縁あって出講

のご依頼を2005年よりお引き受けした次第です。初めての講義は、7月の3日間

で１２コマ（つまり、１日４コマ！）ということで、とにかく大変だったことを覚えてお

ります。「こんな大変なのは、１年間で終わりにしよう」と初日には密かに思ったほ

どでした。最終日に自主作成した講義に関するアンケートに学生から「先生の講

義、大変面白かったです！」という生の声を多数いただき、自分の講義が学生のみ

なさんの何らかのお役に立てたのではないかと嬉しくなったことを今でもはっき

り覚えています。そしてそれが、次年度からのモチベーションとなりました。

　私の学生時代に通った大学の学生たちは、ともすると「右向け、右と言われる

と、左を向く」学生が多かったと思われます。対照的に外大生は素直で自分の拙い

講義を受け入れえてくれた学生が多く、それがとても新鮮に感じられたことも、ま

た講義をしたいと思う要因となりました。私自身、学生時代には１年、３年、５年と

イギリス、フランス、アメリカなどに留学を経験した経験もあり外大生同様、外国

に大変興味を持っていた学生でした。そうした親近感も2011年までの7年間、

会社員でありながら非常勤で講義を続けられたことに影響していたのではないか

と今振り返りそう思います。もちろん、本業である勤務先の仕事にも大きくこの経

験が活かされたことはいうまでもありません。

　それでは、電通時代を遡り、皆様にも参考になるかもしれない経験談をお話しさ

せていただきます。1992年、バルセロナオリンピックが開催され、EC（後のEU）が

誕生した年に私は入社いたしました。丁度、バブル景気がはじけて、何とも言えない

気怠さが漂っていた時代です。ちょうど俗にいう『失われた20年』の始まった時期

でもあります。入社後、本社での研修を経て出身地の名古屋支社に配属されまし

た。中日新聞の担当が最初の業務でした。当時の文部省の事業『生涯学習フェス

ティバル』の愛知開催で、５つのシンポジウムのプロデューサーを務めたのが、プロ

デューサー“道”の始まりでした。学生時代からシンポジウムや講演会の開催などを

サークルでしていたこともあり、そうした業務の企画等は、心得ていましたが、スポ

ンサーを集めたり、それを中日新聞で採録したりという本格的な業務は初めてのこ

とで、大きな仕事に充実感を味わっていたのを今でも覚えています。名古屋のホテ

ルで英国フェアを開催したりもしました。その際には学生時代の留学経験や語学力

も大いに役立ちました。２年後には営業に配属され、名古屋を代表する企業の担当

としてTVCMの制作やコミュニケーション活動全般を経験いたしました。その他に

も、海外メディアや企業のコミュニケーション戦略を策定する部署も経験させて戴

き、幅広い広告・コミュニケーション活動の基盤を形作ることができたことが、名古

屋支社における何よりの収穫でした。2002年より東京本社に異動となり、2003

年から、入社以来の念願だった国家プロジェクトや地域活性化に関わるソーシャル・

プロジェクト領域の業務に携わることができました。会社でご勤務されている方に

は、入社以来の希望業務に携わることの難しさをお解りいただけるかと思います。

私の場合は11年かかり、ようやく念願の部署に辿り着きました。中部支社時代に

は、自分のやりたい業務ができない状態が続いていた時期もあり、悩んだこともあ

りましたが、そんな時にコピーライター出身の上司が私にくれた言葉があります。

「人生に無駄はないんだよ、横山」。この名言の意味がようやく解ったのが、本当に

自分のやりたい領域に辿り着いた時です。民間企業のマーケティング支援やメディ

アの企画開発、そしてクリエーティブ業務

等、広告コミュニケーション活動のすべてを

経験させて戴いたことが、その後の2010

年に名古屋で開催されたCOP10プロジェ

クトの開発や推進をやり抜く力になっていっ

たわけです。やりたい仕事に巡り合えた時に

は寝食を忘れ、仕事に打ち込むものです。ぜ

ひ、皆様も学生時代より思い描いているや

りたい仕事に巡り合って戴きたいものです。

私の場合、特にCOP10は、故郷の名古屋で

開催されたこともあり、思い入れもひとしおでした。学生時代の経験を活かし、かね

てより願っていた日本の魅力を世界にプレゼンテーションする絶好の機会でした。

　外大に赴任して半年が経ちました。実践的な講義とプロジェクト型の体験を通し

て、学生の指導・育成に取り組んでいく予定でおります。特に実践的な活動には力

を入れております。私が顧問を務めているマスコミ業界研究グループでは、三重県

菰野町でフィールド活動を行い、学芸のデザイナーと菰野町の公式ポスター（写

真）を制作致しました。また、１０月４日には地域プロデュース特別講義と題して、愛

知県の高浜町で市民と映画を製作した堤幸彦監督と外大校内でシンポジウムを開

催し、５１１教室は、外大生と学芸生の熱気

に包まれました。このような体験型・プロジェ

クト型の講義は、より学生の知的好奇心・や

り遂げる力を養うことにつながり、就職した

後に必要となる好奇心やチャレンジ精神を

身につけるものと確信しております。

　講義や活動を通し、私の思いである日

本や名古屋の魅力を世界に伝えるとい

うことを、海外に活動を広げる外大生が

素直に受け止めて実践してくれることで

しょう。だから、好きなんです！外大生。

現代国際学部の教員から同窓生へ、
社会人の先輩としてメッセージや教訓を頂戴しています。

だから、好きなんです! 外大生。 横山 陽二准教授

現代英語学科（2013年4月から国際教養学科）

【お知らせ】
　卒業生の皆様にご案内申し上げます。外大の卒業生で、マスコミ関連
の業界（TV局、出版社、広告会社、制作会社等）出身者と、これからマスコ
ミ関連業界へのキャリアを考えている学生が交流するプラットフォームが
2012年10月に誕生しましたので、関係される卒業生はご参加くださ
い。毎年、学際時に大学内で開催致しますので、懐かしい母校で同じ業界
で情報交換を戴ければ、日頃の業務にも活かすことができることでしょ
う。また、業界を目指す後輩たちのご指導を心より期待しております。
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　皆さま、こんにちは。2012年4月から名古屋外国語大学にて教鞭を
執ることになりました、城月と申します。このタイトルからお分かりの方
もいらっしゃるかと思いますが、私は、2003年3月にこの名古屋外国語
大学、現在の現代国際学部の前身とも言える国際経営学部を卒業した
OBです。予期せず、9年ぶりに母校に帰ってくることになりました。
　国際経営学部時代をお過ごしになれた方の中には、「コッケー（当時
の学部の通称）」から外大の教員になる、ということでマニアックな人生
を歩んでるな、と思われる方もいらっしゃるかも知れません。1999年
の4月に、地元の島根県を出て外大に入学しました。実は、私自身はお
恥ずかしい限りですが、小学生の頃から、将来は考古学者になりたい！！
と本気で思っていました（そのきっかけをお話するとかなり長いので、端
折りますと、自分の家の歴史に関係する記述を小学生の時にある本で
知ったということです）。そういうことで、小学生の頃から町の教育委員
会が行なっている遺跡の発掘にくっついて行ったり、「文化財保護法」を
暗記してみたりと、一風変わった少年時代を過ごしました。
　考古学者の夢は、高校生くらいまで持ち続けていました。ところが、高
校生のある時に魔が差しました。私の母が、「何か大きな発見が出来た
ら良いけど、ひ弱な雅大が、来る日も来る日も、雨が降ろうと雪がつもろ
うと、真夏の暑い時だろうと、土を掘る（考古学者は当然それだけではな
いのですが）なんて出来るわけがない」と。今考えれば、当然ながら、田
舎育ちでありながら農作業すらほとんどしたことがない上に、体力もな
い自分のあらゆる特性を熟知した、親としての子を思う至極まっとうな
アドバイスだったわけですが、そうした理由（自分自身の言い訳でもあ
る）と同時に、グローバル化という言葉がもてはやされ始めた時代背景
の中で、名古屋外国語大学に進学することに決めました。
　国際経営学部に入学してからは、多くの素晴らしい友だちに恵まれ、
また高校時代から続けていたバドミントン部での部活など、とても充実
した学生生活を送ることができました。ただ、外大生として2年目を過ご
そうとしていた頃から、「故郷は遠きにありて思うもの」ではありません
が、帰省するごとに寂れていくように見えたふるさとを何とかしたい、と
思うようになりました。
　先ほどの母が公務員として関連する仕事をしていたということで少し
身近に感じたということもあって、大学2年生を境に、まちづくりの専門
家になるために外部の大学院へ進学することを心に決めて、自分で好
きな本を買っては読んだり、町並みを観察しに出かけたり、私の指導教
員の先生にお願いして自主ゼミを開いて頂いたりしながら（ほとんど3
年近く長期休暇中もご指導頂きました）、学生生活を過ごしました。結果
的には、この大学生活が最も、英語を勉強した時でもありました。そし
て、4年生の時、ひたすら就職を進める家族や親戚を振り切る形で大学
院入試を受験、第一希望だった立命館大学大学院政策科学研究科へ入
学することになりました。
　私が入ることになった研究室は、理系タイプの研究室で、チームで研
究やその他もろもろのプロジェクトを行うところでしたが、入学してすぐ
に経験したのは、「外大卒でしょ？」の密かなプレッシャー。まずは入学直
後の夏に開催された、とある国際会議でのチームでの発表、諸先輩方が
チームにいるのに、なぜか私が発表。しかも、その前の発表者は英語ペ
ラペラの外国人。。。その他にも、国際先端プログラムと呼ばれる世界的
に著名な教授陣を招いての集中講義のティーチングアシスタント、海外

の大学との共催でのワークショッ
プの準備、海外から来られた政府
関係者のサポート、おまけに、ゼミ
は留学生が過半数を占めるという
状況で、必然的にゼミも英語で開
講され、期せずしてグローバル化
という社会情勢を身を持って体感
することになりました。
　このような生活を5年間送り、博
士課程修了と同時に結婚、その
2ヶ月後にイギリスのとある大学に研究員として一年間滞在、帰国後、
いくつかの大学での勤務の後、外大に戻ってくることになりました。振り
返れば、私は、外大生だった時にまちづくりや観光といった分野で生き
ていくことを決めたはずでしたが、結局のところ、外大を卒業してからの
方が結果的には英語と切っても切れない環境で生活してきたことにな
ります。外大を卒業してから約10年、私の履歴書にある「名古屋外国語
大学（Nagoya University of Foreign Studies）卒業」の文字、私が
予想した以上に重くのしかかりました。
　名古屋外国語大学の同窓生の皆さまの多くが、「外大卒」という看板
の意外な重さを日々体感し、時にはご苦労をお感じになられているので
はないかと思います。若輩者の私の口から何か重みのあるアドバイス
などしようもないわけですが、ただ、その看板の重さに、何とか耐えよう
とすることは、結果的に、自身の成長につながることになると思います
し、そうした人が増えていくことで、私たちの名古屋外国語大学はます
ます発展していくものと信じています。

国際経営学部を卒業してからの10年間の歩み 城月 雅大講師

現代英語学科（2013年4月から国際教養学科）

先   生  の  あ  し  あ  と

同じ研究室の後輩の修士論文を
数日間ぶっ続けで手伝った結果の姿

めでたく、後輩の卒論・修論が出来上がった時の研究室内のパーティー

イギリス滞在時にスイスで
行った学会発表の時の写真
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　名古屋外国語大学在学生、卒業生の皆様こんにちは。私は、

2003年国際経営学部国際経営学科卒業の伊藤蔵人と申しま

す。私事ではありますが、このような自己紹介の機会を与えて

いただき光栄に思います。

　出身は大阪、高校は京都、大学は名古屋、現在は豊橋、本年

度中に関東へ行くことが決まっており、どうやら東へ行く習性

がついてしまいました。

　中学時代に漠然と「ホテルマンになりたい。」と思うようにな

り、きっかけはドラマ「ホテル」の影響と幼少時代から旅行に連

れて行ってくれた両親のおかげです。中学時代の成績はとても

大学へ行けるようなレベルではありませんでした。ただ、ホテ

ルマンに必要なのは「英語？」と、ない頭で考え留学の出来る

高校を選びました。高校２年時に８ヶ月程カナダに留学し、

Teenager　Englishの日常会話レベルは身につくことがで

きました。帰国して、大学選びもとにかく外国語大学ということ

で模試も受けましたが夏までは全てＥ判定でお先真っ暗でし

た。ただ、あきらめずにとにかく英語、現文、古文を必死に勉強

し無事、大学に合格しました。

　在学中は、勉強は無難に単位がとれる程度にこなし、とにか

くアルバイトや友人と過ごすことに精をだしていました。た

だ、自分の夢であった「ホテルマン」というキーワードは常に

頭のどこかにありました。３、４年の就職活動時には、頑なにホ

テルしか受けなかった私に必死に他の業種を勧めるゼミ教授

がいらっしゃいました。というのも、４年春に東京の某御三家

ホテルの最終面接までたどり着きました。受かったも同然で

構えいた私に不合格通知が届き、それ以来就活ニートとなり

ました。見かねた教授がホテル以外も探してくださり、受けて

はみたものの力が入らず夏になりました。これでは本当に就

職できないと危機感を覚え、夏に多くあった名古屋のホテル

の中から某外資系ホテル一本に絞り、縁があり2003年から

働くことになりました。

　1年目は、宴会サービスに所属し、超体育会系の中で育ち2

年目のスカイラウンジ、3年目のフレンチ、5年目の和食、6年

目のスカイラウンジ（２回目）8年目の中華とかなりのハイス

ピードで異動を繰り返しました。ここで得た一番大きなものは

人との繋がりです。仕事上では信頼できる先輩、上司（中には

そうでも・・・）に出会えた事が大きく私の人生をかえました。根っ

から人なつっこい性格と特に人の好き嫌いがないのが功を奏

し、「誘われれば必ず行く」をモットーに色々な方のおかげで

色々な場所に連れられ知識（仕事外が大半）を深めることがで

きました。その繋がりのおかげで、現職のホテルに誘われ今に

至ります。人と繋がる事は時に失敗も招きますが、それを恐れ

たり面倒に思うと失敗からの成長もできなくなるという考え

で、「熟慮したうえで、行動を起こした結果の失敗は次に繋がる

もの」と信じ今は積極姿勢で仕事を進めています。

　大学生活の中でも人との繋がりを無意識ながら実践をして

いたのか今でも四方八方に散らばった友人とも定期的に集ま

り親交を深めています。今、振り返ると小さな後悔や失敗は山

ほどありますが、外大に入学していまの人生を歩めてよかった

と思えます。

　最後に、今はある程度無難な人生を歩んでいますが、現段階

での長期的目標であるレゲエバー＆クラブのオーナーにむけ

てチャレンジしてまいります。

　皆様もお体にお気をつけてお過ごし下さい。

ホテルマン一筋の人生 伊藤 蔵人さん（6期）

（写真の右から2人目）
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　私が大学を卒業してから、約４年が経とうとしています。卒業

後にはプロ野球の通訳になるという夢を叶えて、楽天イーグル

スの外国人選手担当の通訳を３年間させて頂きました。しかし

ながら、海外で自分がどこまで通用するのか挑戦してみたいと

いう思いが芽生え、現在はワーキングホリデーを利用してカナ

ダでの生活を送っています。

▶ 海外で勝負したいと思ったきっかけ
　子どもの頃から野球が好きで常に力を注いできました。そして

名古屋外大に入学後、英語にも力を入れてきました。その『野

球』と『英語』を最大限に活用でき、キャリアとなるものは何かと

考えた時に、プロ野球の通訳になるという夢に繋がりました。大

学４年時に運良く楽天イーグルスから通訳という役職で採用し

て頂き、それから３年間、様々な外国人選手を対応してきました。

日本のプロ野球界というのは実に体育会系で、上下関係が厳し

く、礼儀を重んじる部分があり、中にはその文化に対応できない

外国人選手も少なくありませんでした。彼らはとにかく効率よく、

効果的な方法を好む傾向があるので、外国人選手から『日本人

はその作業が必要かどうかは関係なく、とにかく使える時間は目

一杯使おうとするんだ？』などという質問があり、日本の文化につ

いて話し合う機会がよくありました。大学在学時に１年間の留学

経験があるものの、外国人選手との関わりを通して、海外で働く

ということは実際どういうことなのか知りたくなったこと、また、

どこまで自分が海外でも通用するのかと確かめたくなり、今回の

ワーキングホリデーのビザの取得に繋がりました。

▶  実際にカナダで職についてみて
　ワーキングホリデーで来る日本人のほとんどがまずは３ヶ月

ほど語学学校に通いますが、私は語学学校には通わず、すぐに

職探しを始めました。日本の就職活動やアルバイト探しとは違

い、カナダでは人脈によって雇用されるケースがほとんどです。

そのため、トロントで全く人脈のなかった私は、フルタイム雇用

でもパートタイム雇用でも就

職するのが本当に難しいこと

を目の当たりにし、２ヶ月間、

職を探し続けることとなりまし

た。そんな時に運良く、クイー

ンストリートというお洒落な通

りにある靴屋さんに雇って頂きました。そこはオーナーの奥様

が日本人という関係で、在庫管理をすべてワーキングホリデー

でトロントに来ている日本人に任しているお店でした。私も最初

は在庫管理の役職でしたが、販売の役職を希望していたため、

販売員が不足した時に販売の役職に異動して頂きました。もち

ろんお客様はカナダ人なので、どういう対応をしていけばいい

のか最初は戸惑いました。しかし、自分は自分の色を出して行こ

うと思い、日本のおもてなし精神で最高のカスタマーサービス

を提供していくことにしました。功を奏し、店長からも自分の行っ

たカスタマーサービスを褒めてもらう機会があり、それは日本

のカスタマーサービスは世界一だと思った瞬間でした。私が働

いているお店では基本的にお給料は歩合制で、実力主義な点が

とても海外らしく思います。売れないと自分のお給料に直接繋

がってしまうのでシビアな世界ですが、日本人の私がその日の

トップセールスを記録した時は、実際に海外でも通用しているの

だという実感が充実感に変わり、自信に繋がります。また、異文

化の中で働いていると感じる瞬間があるのですが、それは残業

をしていると早く帰れと同僚から言われる時です。日本では評

価される部分ですが、こちらでは不思議がられます。このような

瞬間、瞬間が新鮮で、文化の違いを改めて実感できます。

　私のワーキングホリデーの期間も残り数ヶ月ですが、自分の

色を出すとともに、こちらでの文化の違いを感じ取り、更に成長

して日本に帰国したいと思っています。

同  窓  生  の  い  ま

異文化の中で自分の色を出すということ 羽場 大祐さん（現2）

カナダ
Canada
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　この度の研修はホームステイ形式ということもあり、異文化

交流をする機会がとても多く有意義な１ヶ月間を送ることが出

来ました。またプログラムでは毎週水曜日及び隔週の土曜日に

バスツアーの予定が組み込まれていたこともあり、主にイギリ

ス南部の様々な観光地を訪れることが出来ました。特にイギリ

スは都市部でも歴史的建造物等が多く保存されていて、入場

可能なので当時の社会や政治を肌に感じる事ができました。そ

の中でもとりわけバッキンガム宮殿やロンドン塔、ヘンリー八

世のハンプトンコート宮殿、世界遺産にも指定されている

キュー・ガーデン、古今の海軍基地があるポーツマスは大変面

白い場所でした。ポーツマスにはトラファルガーの海戦でナポ

レオン率いるフランス軍を壊滅させたネルソン提督の戦艦

HMS-Victoryの内部見学が出来たことはとてもよい経験に

なりました。またホストファザーや大学の先生との会話で現在

のイギリスの経済状況や彼らが感じていること、私が気になっ

ていたことについても聞き、日英の文化等の違いなどについ

ても話し合いました。日本で増加している子供に特殊な名前を

つける傾向はイギリスでも増加中であるという興味深い共通

点も発見できました。また大学ではクロアチア出身の女性二人

と同じクラスで学び知り合う事もできました。彼女らはクロア

チアの大学の宗教の教授でとても博識かつ快活で、会話をと

ても楽しめました。カトリックの彼女らに、キリスト教他派への

考えや宗教観、またクロアチア国内の経済状況についても聞く

ことが出来きました。

　１ヶ月という短い間でしたが、多くの人々と交流し、イギリス

の文化や歴史に直に触れることが出来てとても充実した時を

過ごすことが出来ました。また本研修の目的であった、イギリス

文化、歴史そして経済についても以前より大幅に知識を増やす

ことが出来ました。

　また語学面に於いても文章能力は定かではありませんが、

会話能力は成長を感じることが出来ました。人見知りですが、

限られた時間と知的好奇心によって現地の人々と積極的に会

話をすることが出来ました。そしてそれは決して必要に迫られ

たというわけではなく、とにかく楽しいと感じたからでした。今

回の奨学金支給により、日本では経験できない様々なことを体

験し、実際に言語や思考が異なる様々な人々との交流は本当

に貴重な体験できました。これからも関心のあることに積極的

に挑戦していきたいと思います。本当にご支援

ありがとうございました。

　NACIONスカラーシップとは、在校生への支援を目的とした奨学金制度です。自律的な学びを志す学生で金銭的な支援を必要

としている学生を募集し、その内容によって奨学金を一人あたり上限20万円まで支給するものです。

　2012年度の募集では、役員会での書類審査と面接を行った結果、福地みな美さん（現代英語学科2年生）、馬驫さん（国際ビジ

ネス学科）、江間琢也さん（国際ビジネス学科）が採用されました。

　同窓会は今後も、何かを学びたくても金銭的な理由でそれを断念せざるを得ないような学生を支援してきたいと考えています。皆様

から頂戴した寄付金の一部もこの奨学金として活用させて頂きますので、皆様方のますますのご理解とご協力をお願い申し上げます。

　以下では、2012年度採用者の中から、イギリス留学を行った馬さんの報告をお届けします。

NACIONスカラーシップ NACION  
Scholarship

イギリス
United Kingdom

海外研修報告 馬 驫くん国際ビジネス学科2年
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　国際ビジネス学科新入生、教職員、ネイティブ教員、及びイ
ギリスからの学部委託生、合わせて約100名で、滋賀県エクシ
ブ琵琶湖にてフレッシュマン･キャンプを行いました。
　井戸学科長による新入生へのメッセージ、ネイティブ教員によ
るウェルカムスピーチから始まり、国際ビジネス学科専任教員の
スライドショーを利用した自己紹介がありました。その後、教員ご
とにブースを設け教員対学生が1対１の個人面談を行ないまし
た。個人面談では、学生は学科専任教員に対してこれから始まる
新しい大学生活について相談・質問することができ、また教員ら
も新入生たちが今後国際ビジネス学科の学生としてどのような
ことを期待し・目標としているのか把握するよい機会となりまし
た。面談の待ち時間は、学生同士が自己紹介カードを使って交流
し合い親交を深めました。中にはネイティブ教員や留学生に対し
て積極的に英語で自己紹介する姿も見られました。夕食は、全員
揃ってテーブルマナーの講習を受けながらフランス料理のフル
コースを楽しみました。「他者紹介ゲーム｣で交友を深めました。
　２日目には、国際ビジネス学科の専門科目、キャリア形成、情
報スキル、本学の留学制度について説明があり、英語能力向
上のための｢現代クロニクル｣を活用した学習プロジェクトにつ
いての指導、英語学習方法の一例紹介もありました。午後は長
浜・黒壁スクエア観光へ向かい、明治時代から400年続く歴史
ある街並みやガラスエ芸を楽しみ、帰路に就きました。

　教育プログラム第2ステップとして行われたのが、ビジネスセミナーで
す。モノづくり産業で有名な名古屋市の中でも、世界に名を馳せている
「トヨタ｣と｢ノリタケ｣。その2つに関連する名古屋の中心部に位置した、ト
ヨタテクノミュージアム産業技術記念館とギャラリーやクラフトセンター
等併設した、ノリタケの森を訪れました。午前中に訪れた、トヨタテクノ
ミュージアム産業技術記念館では、主に繊維機械と自動車についての技
術の進歩を学びました。繊維機械館では、実際に機械が糸を紡ぐ､織る工
程作業を見ることで、１つ１つの細かな作業に驚く学生も多くいました。ま
た、自動車館では、自動車製造工程のスケールの大きさを肌で感じること
ができました。午後に訪れた、ノリタケの森では､輸出産業として成熟した
ノリタケ食器のギャラリーを見学すると共に､クラフトセンターでは絵付
け体験をすることで、学生らからは｢実際にモノづくりの難しさを学ぶこと
ができた｡｣との声がありました。また、この日の講演や見学した内容につ
いては、学生一人ひとりのビジネスセンス育成のために後日レポートの提
出を求め、見学が単なる学外行事に終わらないようにしています。

フレッシュマン･キャンプ
（エクシブ琵琶湖）

2012年４月４日･５日

ビジネスセミナー
(トヨタテクノミュージアム産業技術記念館､及びノリタケの森）

2012年９月１３日

トヨタテクノミュージアム
産業技術記念館集合写真

学科集合写真

教員自己紹介

ノリタケの森
クラフトセンターにて絵付け
体験をする学生たち

井戸学科長による
新入生へのメッセージ

教員の話を
真剣に聞く学生の姿
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　本学科では､現代の先端的分野「ジャーナリズム･メディア」「観

光・ホスピタリテイ」「国際交流・ボランティア」「通訳・翻訳」「英語

教育」において英語力を発揮しながら活躍できる人材育成を目指

しています。このフレッシュマン･キャンプでは大学生活はもちろ

んのこと、その後の授業に早期に融合できることを目的としてい

ます。午前中のプログラムでは振付師の近藤良平さんをお招き

し、「振付師という僕の生き方」というタイトルで講演をして頂き

ました。その後、上級生らによる各教員の紹介が行われ、各教員の

担当科目や専門分野についての説明を興味深く聞き入っていま

した。午後のプログラムでは、初めに自己紹介を英語で行いまし

た。最初は緊張していた学生も時間が経つにつれ徐々に笑顔が

みられるようになり、お互いのことを知り打ち解けた様子でした。

また学生生活紹介では、教養文化セミナーや留学、部活･サーク

ル等の紹介が行われました。その後、学生生活について実際に上

級生や教員に質問できる場を設け、学生たちは事前に考えてきた

疑問・質問を積極的にぶつけていました。今後の学生生活を共に

する同級生や先輩､教員らとの交流を通し､学生生活のヒントを

得たようでした。

　1年次と2年次で年1回、教養文化セミ

ナーと題して行われる学科イベント。芸

術や伝統文化に直接ふれ、人間性を高め

る目的で､例年1年次ではオペラ鑑賞、２

年次では歌舞伎鑑賞が行われています。

今年は、ウィーン郊外のバーデン市劇場

による｢トスカ｣を鑑賞しました。当日は、

１年生の学生達も皆おしゃれをして、普段

とは違う空間で、ヨーロッパの香りを充分

味わうことが出来ました。会場となったコンサートホールは、オペラハウスとは違って、観客と同じフロアでオーケストラが演奏さ

れ、幕間の舞台装置の入れ替えも照明が消されたのみで、大道具小道具さんが忙しく立ち回る姿が見えました。少し力ジュアルな

雰囲気ではありましたが、学生達もオーケストラの演奏や迫真の歌と演技を間近で鑑賞できました。「トスカ｣の内容は分かり易く､

ある女子学生は､恋愛の機微が感動的であったと言っていました。数年前､引率で行ったニュージーランドで､野外オペラを鑑賞し

た時､地元の大学生たちが芝生に集っていて､オペラを鑑賞した後も、出演者と交流していた姿を思い出しました。日本でもその様

な場面が実現したら、教育目的のセミナーがより充実するのではないかと感じました。これがきっかけで多くの学生が本物に触れ

る素晴らしさを知り､今後の人生の糧としてくれることを期待します（現代国際学部事務室 談）。

フレッシュマン･キャンプ
（名古屋マリオットアソシアにて）

2012年４月４日

教養文化セミナーⅠ
（オペラ鑑賞）

2012年９月29日

近藤良平さんの
講演の様子

上級生による
学生生活紹介の様子

どのテーブルも
お互いに打ち解け、たくさんの

笑顔がみられました

オペラを鑑賞する前､教員と共に。
（豊田市コンサートホール･能楽堂にて）

全員がオペラ鑑賞に
ふさわしいようドレスアップ

してきました。
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　2004年に、旧国際経営学部が現代国際学部へと改組され、グローバル

に活躍できる高い水準の語学力と、国際的教養を身につけた人材を育成す

ることを目的とした「国際ビジネス学科」、「現代英語学科」が誕生して早9

年が経とうとしています。そしてこの春、新たに「国際教養学科」が新設さ

れ、一学部三学科体制による新たな現代国際学部がスタートすることになり

ました。

　この国際教養学科では、「境界を越える（Beyond the Border）」をビ

ジョンに掲げ、英語を中心としながら世界各国の言語を学ぶ「エリア・ラン

ゲージズ」、各国の地域研究を行う「エリア・スタディーズ」を組み合わせた

総合的かつ実践的な学びと、「ガバナンス系」・「リテラシー系」・「リクリエー

ション系」からなる3つの専門領域の学びを通して、あらゆる「境界」を越え、

世界で活躍できる人材を育成することを目的としています。

　以下では、国際教養学科の目指す人材育成の目標について、国際教養学

科の学科長に就任される奥田隆男先生の熱い想いをご紹介します。

　本学科は4年後には、ジャーナリズム・広告、IT業界、国際公務員・国際

NGO組織職員、教員、エアラインやツーリズム、ホテルといったホスピタリ

ティ業界に限らず、金融やメーカー商社、国際運輸といった分野においても

活躍できる人材を社会に送り出したいと考えています。

　学生、卒業生一人ひとりが自らの未来を切り開けるよう、本学科教職員一

同、全力でサポートしていきたいと思います。皆様方の温かいご理解とご支

援をよろしくお願いいたします。

国際的教養を身につけた
人材を育成

　私たちは様々な境界に取り囲まれています。日本と海外を隔てる国境、社会人に

なるための就職活動、あるいは「あれならできるけど、これは無理」といった自分の

中に作った垣根、そんな境界を越えていくことで、未来に向かっていくことができる

のです。自らの意志で積極的に境界を越え、世界に乗り出し、新しい自己を手に入

れようとする人を国際教養学科は育成します。そのために私たちは次のような教育

方針を立てました。

奥田 隆男教授

国際教養学科 学科長

①英語を中心として、語学力を徹底的に鍛える
②世界の地域について学ぶ
③将来に向けた専門教育を行う
④1年次から4年次まで一貫したキャリア教育を実施する

NEW
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　行ってきました！木曽駒ケ岳。
　今回はＮＡＣＩＯＮスピンオフ山登り企画も＜第２弾！＞ということ
で、前回第一弾の静岡県焼津市に位置する満観峰（まんかんほう）
よりも少し歩行時間が長く標高がある山を選んでみました。
　目指す山、木曽駒ケ岳（長野県）は中央アルプスの盟主と言わ
れ、3,000メートル級の高山ですが、ロープウェーを利用して千畳
敷から登れば、名古屋出発でも日帰りで山頂を踏むことが可能な
山なんです。『日常とかけ離れた雄大な眺望を欲しいままに、高山
植物が咲き誇る稜線の高山漫歩をぜひ楽しんで頂きた～い！』とい
うことで、第一弾満観峰登山から２年ぶりの登山企画でした。
　木曽駒ケ岳のコースは宝剣岳の千畳敷が特に有名で、四季を通
じて観光客や登山客で賑わいます。
　夏は高山植物が咲き乱れ、秋は紅葉に彩られる千畳敷、乗越浄
土（のっこしじょうど）までのガレ場の歩行、宝剣岳への岩稜歩き、
そして木曽駒ケ岳からの３６０度の展望とアルプスの魅力が堪能
できるんです。お花好きのアナタには千畳敷のお花畑を巡る遊歩
道一周もおすすめですぞ。
　当日は、早朝に名古屋駅に集合しました。
８名の参会者とレンタカーで乗り合い、駒ヶ根インターバス停まで
楽しいドライブ。残念な事に雨に見舞われましたが、それでも登山
を楽しむ事が出来ました！
　バス停からロープウェーまでは、レンタカーからバスで乗り継ぎ、
ロープウェー乗り場まで行きます。
　ロープウェーは盛夏や紅葉の時期には乗車まで２時間以上も待た
されることもありますが、今回はスムーズに千畳敷駅まで行く事がで
きました。（前回、私が登ったときは３時間近くも待たされました（涙））
そんなにしてまで、登る価値のある山なんですよ（笑）。
　ロープウェーから見る世界もまた、標高差約1,000メートルあ
まりを登る非日常を体感できる楽しい時間です。
　「うわぁ～」とか、「ひょえぇ～～」とかっていう言葉が乗客から聞
こえてきます（笑） あ、ちなみにバスガイドならぬロープウェーガイ
ドさん（かわいい）が添乗し、色々と説明をしてくれますよ。
　千畳敷駅から千畳敷ホテル内を通り外に出ると、宝剣岳と伊那
前岳に囲まれた、明るい千畳敷カールの開放的な光景が眼前に広
がってきます。

　観光客でにぎわうホテ
ル前を抜け、駒ケ岳神社
から右へ、柵で囲まれた遊
歩道に入ると、一帯は、夏
ならコバイケイソウ、シナ
ノキンバイなどの花々が咲
き誇り、綺麗な光景に見惚
れ、ついピッチが落ちてしま
う人も中にはいます。
　雪渓が初夏まで残る道を
登っていくと、東に伊那谷を
隔てて南アルプスの連なり
が見え、白峰三山の脇に富
士山が頭を出しているのが見える日もあるんですよ。
　剣ガ池から左に岩がごろごろした登山道を行くと、ガレ場の急登
が始まります。これが、千畳敷カールと呼ばれるところです。
　ほとんどのメンバーが、息も切れ切れになり、休憩をとりながら
千畳敷を登りました。（体力が衰えてきてるんじゃないの？）
　千畳敷を登ると、乗越浄土（のっこしじょうど）と呼ばれる千畳敷
を一望できるところに到着です。
　それからしばらく稜線を歩き山小屋で、トン汁やおしるこ（美味いん
だな、これが♪）などを食べながら、小一時間程、休憩を挟みました。
　残念ながら、天候と装備の関係もありましたので、今回はこの山
小屋から下山にかかりました。
　下山後は、近くの温泉を楽しみ、汗を流したあとは、地元の郷土
料理に舌鼓を打ちました。夕方には、名古屋駅へ到着。
　第２弾のスピンオフ企画も全行程無事に終了し、参加された
方々からは大変満足のお声を頂くことができました。
　次回の山登りも皆さんに楽しんで頂ける企画を、日がな一日ね
りねり練っていますよ。
　登山・アウトドア好きな方も、そうでない方も、「あ、楽しそう！」と
思われた方は是非、気軽に参加してくださいね。
　それでは、みなさんまた会う日まで、「やっほーーー！」

（レポーター：同窓会役員 ９５期生 中村憲広）

同窓会本部より 中村 憲広同窓会長

　同窓生の皆様、明けましておめでとうございます。
　さて、このNACIONの原稿を書きながら昨年を振り返ってみます
と、世界・日本とともに金融支援や政策支援によるカンフル剤で、な
んとか“しのげた”状態だった一年でありました。「世界経済の最大の
リスク」と指摘されたユーロ圏の債務危機は、EFSFによる資金支援
や、諸外国が行った経済施策によって、かろうじて持ちこたえている
状態ではないでしょうか。そして日本国内に目を向けますと、「東日
本大震災」からの復興需要、各種補助金などによる消費促進により、
上向きの景況感を一時は見せたものの、その景気はあくまで気持
ちだけに留まり、あまり実態の伴わない景況感だったと思います。
　さて、この2013年におきましては、国際センスを身に付けた私達
名古屋外国語大学卒業生の真価があらためて問われる年になろうか
と思います。混迷する国際社会の中で、日本人としての立ち位置とア

イデンティティを発揮し、今こそ母校で培った国
際センスによって、我々がこの混迷する世界の
中で日本をリードしていくときではないでしょう
か。人間一人では、なかなか難しいことでも、十
人、百人、千人となれば、少しの力で大きなことが可能です。同窓会活
動も同じで、一人では何も出来ませんが、皆で力を合わせれば色々な
事が可能になるでしょう。
　昨今のような変化の激しい時代だからこそ、同窓会員の心の拠り
所、友人同士や恩師との架け橋、はたまたビジネス面でのフォロー
アップ等、皆様のお役に立てますよう、役員一同取り組んで参りたい
と思います。
　2013年も同窓会をどうぞよろしくお願い致します。

ＮＡＣＩＯＮスピンオフ企画
同窓会長中村憲広がご案内する木曽駒ケ岳登山
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岩がごろごろした登山道を行くと、ガレ場の急登
が ば
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会　計　報　告

（単位：円）■ 2012年度予算

収
　

入

10,504,078

2,300,000

3,000

項　目

支
　

出

金　額 摘　　　要

記念品

総会運営 ( 資料作成など )、イベント費 ( 山登り等）

同窓会報制作費［9号］・送付代

在校生向け奨学金「NACIONスカラーシップ」

NACIONホームページドメイン・サーバーレンタル料、会員データ管理費

名刺交換会、キャリアサポーター、予備費

通信費、交通費、会議費、人件費、雑費

150,000

1,500,000

550,000

200,000

150,000

50,000

300,000

100,000

3,000,000

項　目 金　額 摘　　　要

次年度繰越予定金額　9,807,078円（12,807,078円 － 3,000,000円）

次年度繰越金　10,504,078円（収入金 12,701,891円 － 支出金 2,197,813円）

前年度繰越金

会 費 収 入

受 取 利 息

12,807,078合 　 計

卒業行事援助費

総 　 会 　 費

広 　 報 　 費

奨 　 学 　 金

会員データ・ホームページ等管理費

キャリアアップ支援費

事 　 務 　 費

予 　 備 　 費

支 出 合 計

三菱東京ＵＦＪ銀行

2013年度卒業生 230名分（見込み）

三菱東京ＵＦＪ銀行（見込み）

（単位：円）■ 2011年度決算
項　目

支
　

出

摘　　　要

卒業記念品

同窓会会報 NACION vol.8

在校生向け奨学金 (NACIONスカラーシップ )

ホームページ維持管理、会員ﾃﾞｰﾀ管理等費用

銅像建立賛助金

予算額

250,000

500,000

550,000

300,000

200,000

150,000

1,000,000

2,950,000

決算額

92,085

253,220

460,110

203,668

170,000

18,730

1,000,000

2,197,813

増　減

△ 157,915

△ 246,780

△ 89,890

△ 96,332

△ 30,000

△ 131,270

0

0

0

△ 752,187

卒業行事等援助費

総 会 費

広 報 費

事 務 費

奨 学 金

会員データ・ホームページ等管理費

キャリアアップ支援費

予 備 費

寄 付 金

合 　 計

2011/11/27ワインセミナー食事代
2011/11/27ワインセミナー講師代
2011/02/12マネー・食育セミナー開催費

役員会会議費
役員謝金
銀行手数料

920,850

46,110

170,000

18,730

1,000,000

100,000
10,000
143,220

81,883
120,000
1,785

項　目 摘　要

三菱東京UFJ銀行

三菱東京UFJ銀行

予算額

10,474,835

2,300,000

0

0

3,000

決算額

10,474,835

2,220,000

0

5,500

1,556

増　減

0

△ 80,000

0

5,500

△ 1,444

前年度繰越金

会 費 収 入

寄 付 金

セミナー参加費

預 金 利 息収
　

入

12,777,835 12,701,891 △ 75,944合 　 計

2011 年度卒業生
（@10,000×222名）

同窓会はおかげさまで１５周年プ レ ゼ ン ト り祭 ！
創立15周年記念

１５

〒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・現代国際学部 同窓会
事務局 プレゼント係までご応募ください。
問い合わせ先 : info@nacion.jp

プレゼント応募方法

応 募 先

応募締切：2013年4月30日（木）必着

０１００１
・有効期限は発行日より1年間です。
・パーク混雑時にはご入園いただけ
ない場合があります。
・1日両方のパークにご入園いただ
くことはできません。

パナソニック ライスブレッドクッカー GOPAN（ゴパン）
・おうちのお米がそのままパンになる
・使いやすさに配慮した新設計
・冷やごはんを使った「ごはんパンコース」新搭載

東京ディスニーリゾート  ペアチケット

０3０3 ０4００4

・スティックでもハンディで
も使えるサイクロンタイ
プのコードレス掃除機。
・北欧デザインの美しい
ルックスはリビングに
置いたままでもインテ
リアに映えます。

iPadにできることのすべてを。 iPadの魅力を、そのままiPad 
miniに。美しいスクリーン。速くてなめらかなパフォーマンス。
FaceTimeカメラとiSightカメ
ラ。数えきれないほどそろった
驚くようなアプリケーション。
10時間駆動するバッテリー。
iPad miniは、iPadをまるごと、
しかも片手に収まるサイズの中
につめこみました。

スティッククリーナー
(エルゴラピード・プラス)

iPad mini Wi-Fi 16GB
（ブラック&スレート）

０2００2 パナソニック(Panasonic) 
1斤タイプ ライスブレッドクッカー(GOPAN ゴパン)

リビングに置きたくなる
洗練されたルックス

（プレゼント商品の色は事務局におまかせください。）

多数のご応募を
お待ちしております！
多数のご応募を
お待ちしております！
多数のご応募を
お待ちしております！

ハガキに希望商品の番号（０１～０４まで）
学籍番号、現在の住所・氏名・メールアド
レス、同窓会活動へのご意見、ご要望、
参加活動への可否等もお知らせください。

●１枚のハガキで１賞品に限ります。 当選者の発表は賞品発送をもって代えさせていただきます。 ※当選結果のお問い合わせはご遠慮ください。
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同窓会へ寄付をお願いします。
　同窓会事務局では、在校生への奨学金の増額や同窓生のキャリア支援事業を活性化すべく様々な案を検討しておりますが、経
費の問題で実現できずにいる企画が多々あります。今後は同窓生及び在校生への支援を拡大していきたいと考えますので、ご賛
同いただける会員および関係の皆さまからご寄付を賜りたくお願い申し上げます。尚、ご協力いただきました方々は会報誌にお
名前と回生を掲載させていただきますのでご了承下さい。

 振込方法 千円を一口として下記の銀行口座までお振込み下さい。
尚、ご本人確認のため、振込者名に学籍番号と氏名をご入力いただくか、
お振込みいただいた旨を同窓会事務局までご連絡ください。

 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

メッセージやイベント情報など、同窓会員
へ伝えたい事を無料で掲載しますので、お気
軽にご連絡下さい。

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は掲載
をお断りする場合がありますので、ご了承く
ださい。

会報やホームページへの広告を募集しま
す。会員ご自身のご商売、お勤めの会社の
PRにご利用いただけます。
有料広告となっており、広告費は在校生へ
の奨学金、同窓生のキャリアアップ支援費と
して活用いたします。
広告方法、利用スペースによって金額が異
なりますので、一度同窓会事務局へお問い合
わせ下さい。

確実に案内等が届くよう、住所などの変更
は速やかにご連絡下さい。
変更はNUFS+ の「卒業後の住所変更」よ
りご連絡下さい。郵送・FAX・Email でも受
付けます

【 NUFS+ 】
http：//www.nufsplus.net

〒 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・現代国際学部同窓会事務局
TEL： 0561-74-1111   FAX：0561-75-1723
Email： info@nacion.jp

同窓会へのご連絡はこちら

会報及びHPへの掲載募集 広告協賛企業募集 会員情報変更届

役　　員
中村憲広（会長・２期） 新宮好洋（会計・９期）
岩出朋子（事務局長 / 会計監査・２期）

畑　　恵（副会長・２期）
浅井恭子（会計・１期）

城月雅大（会計監査・６期）
石井恵美子（書記・１期）

登立洋平（副会長 / 会計監査・１０期）

幹　　事
武原啓子（1）
伊藤真彦（2）
伊藤　望（3）
吉田和代（5）
田中潤一（7）
岡本　愛（10）

飯吉美絵（1）
中川大輔（1）
大井健一（2）
鳥居佳夫（3）
伊藤太一（6）
徳山正康（7）
坪井祐一（10）
久保諒介（現4）

太田友和（1）
中野桃子（1）
岡崎由美（2）
平井由香（3）
内門はるか（6）
楊　　佳（7）
豊田　匡（現 1）
新田卓爾（現4）

加藤優一（1）
服部貴子（1）
原万里子（2）
犬飼尚樹（4）
大石彰則（6）
伊藤浩明（8）
松井麻美（現 1）

神谷理恵（1）
松原一仁（1）
平林順子（2）
田中文彦（4）
城月雅大（6）
藤田浩史（8）
半田涼子（現 2）

代田喜之（1）
山口千恵（1）
森川浩希（2）
藤田達也（4）
井上高志（7）
水野裕也（8）
山崎　晃（現2）

小里優太（現5） 後藤良太（現5） 丸内一馬（現5）

鈴木千賀（1）
山崎　豊（1）
八木正人（2）
後藤直樹（5）
祖父江匡記（7）
新宮好洋（9）
菅田雅人（現 3）

鈴木裕介（1）
浅野享洋（2）
荒川誠治（3）
潮田裕稔（5）
竹内千晶（7）
石井和弥（10）
久保英利香（現 3）

2010 年 10 月　交流イベント「山登り」実施
2010 年　7月　第 6回総会及び懇親会開催
2010 年　1月　同窓会報「NACION paper」第 6号発行
2009 年　7月　内規の施行
2009 年　7月　第 5回総会及び懇親会開催
2008 年 12 月　同窓会報「NACION paper」第 5号発行
2008 年　6月　慶弔等に関する規程の施行

2008 年　5月　第 4回総会及び懇親会開催
2008 年　4月　同窓会名称を「名古屋外国語大学国際経営学部・現
　　　　　　　代国際学部同窓会」（通称：NACION）へ改称
2008 年　1月　同窓会報「NACION paper」第 4号発行
2007 年　7月　第 3回総会及び懇親会開催
2007 年　5月　同窓会報「NACION paper」第 3号発行
2007 年　3月　個人情報保護に関する規程の施行
2006 年 12 月　同窓会 SNS サイト「NUFS+」開設
2006 年 11 月　同窓会ホームページ「NACION」開設
2006 年 10 月　同窓会報「NACION paper」第 2号発行
2006 年　7月　第 2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（第1号）
2005 年 12 月　第 1回総会及び懇親会開催
2004 年 10 月　国際経営学部同窓会名簿発刊
2004 年　4月　現代国際学部（現代英語学科・国際ビジネス学科）開設
1998 年　3月　第 1期生卒業、国際経営学部同窓会発足
1994 年　4月　国際経営学部（国際経営学科）開設
1988 年　4月　名古屋外国語大学創設

沿　　革
2013年 3月 異業種交流会開催
2013年 1月 新年会開催
2012年 9月 交流イベント「山登り」実施
2012年 7月 15周年記念講演会・懇親会開催
2012年 6月 第８回総会開催
2012年 3月 同窓会報「NACION paper」第８号発行
2012年 3月 異業種交流会
2012年 2月 第３回同窓会主催「食育セミナー」開催
2012年 2月 第２回同窓会主催「マネーセミナー」開催
2011年 12月 第１回同窓会主催「ワインセミナー」開催
2011年 7月 第７回総会開催
2011年 3月 同窓会報「NACION paper」第７号発行
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