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Kobe Gaidai Alumni (KGA) 
神戸市外国語大学若手同窓生異業種交流会・楠ケ丘会(神戸市外国語大学同窓会)公認支部 

 

連絡先 

住所：〒651-2187 神戸市西区学園東町 9-1 
神戸市外国語大学 国際関係学科 中嶋研究室内 
Kobe Gaidai Alumni (KGA) 
代表 中嶋 圭介 

 

Tel: 078-794-8287 
E-mail: KobeGaidaiAlumni@gmail.com 
URL: http://kg-a.org/ 
 

 

１．Kobe Gaidai Alumni (KGA) の概要 
Kobe Gaidai Alumni (KGA) とは、2015 年 7 月に神戸市外国語大学若手同窓生有志によって神戸で創

設された「若手の、若手による、若手のための」社会人・職業人ネットワークです。卒業年次、業界・職種、

キャンパスと実社会の垣根を越えた親睦交流を目的としています。2017 年度より、東京圏にも活動地域

を広げ、現在 185 名※の会員登録者がいます。2018 年度より楠ケ丘会（神戸市外国語大学同窓会）の公

認支部となり、活動助成金を受けています。（※2021 年 3 月 9 日現在 Facebook ページ登録者数） 

 
２．２０２１年度幹事 

統括幹事 中嶋 圭介（1999 年度卒／神戸市外国語大学准教授） 

幹事（神戸代表） 渡部 丈太郎（2015 年度卒／芳賀電機株式会社） 

幹事（神戸副代表） 馬野 弘健（2016 年度卒／日本電産株式会社） 

幹事（東京代表） 三好 真幸（2014 年度卒／Repro 株式会社） 

幹事 児玉 麗（2014 年度卒／Office Little Partner 代表） 

幹事 陰野 礼子（2012 年度卒／Amazon Japan） 

幹事 新井 瑛大（2012 年度卒／双日株式会社） 

 

３．活動内容・履歴 

KGA の活動の中心は、「Young Professional Roundtable (YP ラウンドテーブル)」と呼ばれる勉強会兼異

業種交流会です。毎回講師を招き、専門分野とキャリア形成に関する議論や意見交換を通して親睦交

流を図っています。コロナ以前は、参加者自己紹介（10 分）＋講師プレゼン（30 分）＋質疑応答（80 分）

＋懇親会（120 分）という流れでしたが、コロナ禍においてはオンライン(Zoom，90 分)で開催されています。

この会の特徴は、第一に、参加者間の交流に主眼を置き、質疑応答時間に大半の時間を割いていること。

終了時間まで質問やコメントが途切れたことはありません。第二に、参加資格を外大同窓生に限定せず、

神戸外大教職員、現役学生にも門戸を開いていること。「ゲスト制度」を導入し、ラウンドテーブルに空席

がある場合は、外大同窓生は非外大関係者を 1 名招待することができます。 

 
過去の YP ラウンドテーブル 
2015/07/22 第 1 回 YP ラウンドテーブル 

講師：中嶋圭介（学 49E, 神戸市外国語大学准教授） 

テーマ：①「地方消滅」から「地球高齢化」まで ②政策シンクタンク研究員のキャリア形成 

2015/11/18 第 2 回 YP ラウンドテーブル 

講師：藤井英映（Ⅱ24EA, ウェステインホテル淡路代表取締役社長） 

テーマ：観光政策・観光ビジネスを通してみる兵庫県・神戸市の未来 

2016/06/15 第 3 回 YP ラウンドテーブル 

講師：山本昭宏（神戸市外国語大学准教授） 

テーマ：忘却か和解か：日米の歴史認識問題としての原爆 

2016/10/19 第 4 回 YP ラウンドテーブル 

講師：高木悠太（学 58E, 有機農業家） 

テーマ：「百姓という生き方」 後日、高木氏の畑にて農作業を体験。 
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2017/01/25 第 5 回 YP ラウンドテーブル 

講師：愛宕宏文 （2014 年度二部英米卒／税務署勤務） 

テーマ： 「国際税務」～国際的な税の現状を通じて、税金の在り方を考えてみよう。 

2017/07/28 第 6 回 YP ラウンドテーブル 

講師：岩田慶子（学 50E, 神戸市立多聞東中学校英語科教諭） 

テーマ： 「先生」の仕事は、ブラックなのか、ライフワークなのか？ 

2017/10/20 第 7 回 YP ラウンドテーブル 

講師：高橋孝輔（（株）リクルートコミュニケーションズ クリエイティブディレクター） 

テーマ：少子高齢社会における雇用・働き方のパラダイムシフト 

講師：菅野英介（同社クリエイティブ・メディアプランニングディレクター） 

テーマ：18 歳人口減少時代における大学の広報・ブランド戦略 

コメンテーター：佳山奈央（2015 年度二部英米学科卒，同社制作ディレクター） 

2017/11/24 第 8 回 YP ラウンドテーブル 

講師：井上大輔（1999 年度卒, NHK 神戸放送局・姫路支局 カメラマン） 

テーマ：地域を知り、人を知ることで幅が広がる～ニュース取材現場のしごと、キャリア形成～ 

2018/06/16 第 9 回 YP ラウンドテーブル 

講師：大西亮平（2010 年卒／株式会社ユー・エス・ジェイ 総務部 主任通訳） 

テーマ：「通訳者と AI」 

2018/08/07 第 10 回 YP ラウンドテーブル 

講師：堀尾美央（2008 年度卒／滋賀県立米原高校英語科教諭） 

テーマ：「ICT を活用した英語教育と海外との交流実践」 

2019/03/13 第 11 回 YP ラウンドテーブル 

講師：卜部育代（2014 年度卒／兵庫県出納局工事検査室・主幹） 

テーマ：「公務員はジェネラリスト？スペシャリスト？」 

2019/09/08 第 12 回 YP ラウンドテーブル 

講師：神﨑晃平(公益財団法人神戸市民文振興財団 事業部文化振興課 課長) 

テーマ：「ジャズの街神戸」推進協議会の取組みについて 

講師：吉留優海（2014 年度卒／ジャズシンガー） 

テーマ：「自分に見切りをつけない」～何も無いまま卒業した不真面目大学生がジャズシンガーとして人

に必要とされるまで～ 

2019/11/26 第 13 回 YP ラウンドテーブル 

講師：田中亨弥（2013 年度卒，ニプロ株式会社 バスキュラー事業部商品開発営業本部海外商品開発

企画室） 

テーマ：「未来に繋げる医療機器の海外展開〜日本の医療機器企業の国際的役割、海外マーケティン

グの働き方〜」 

2020/5/23 第 14 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 

講師：大橋航（2015 年度卒，森トラスト(株) グローバル・イノベーション戦略グループ） 

テーマ：「点と点をつなげる街づくり～総合不動産デベロッパーのストック型ビジネス～」 

2020/7/11 第 15 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 

講師：佐川綾香（2014 年度卒，(株)ブリヂストン オリンピック・パラリンピック・AHL 推進部） 

テーマ：「企業ブランディングのお仕事について～タイヤからオリンピック～」 

2020/8/22 第 16 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 

講師：石田裕平（2013 年卒，トヨタ自動車(株) 事業業務部（豊田通商より出向）） 

新井瑛大（2013 年卒，双日(株) エネルギー・社会インフラ本部環境インフラ事業部） 

テーマ：「総合商社業界の現在と将来について」 

2020/10/31 第 17 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 
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講師：中村麻子（2015 年卒，ANA クラウンプラザホテル大阪 セールス＆マーケティング部 セールスマ

ネージャー） 

テーマ：「ホテルの営業って何してるの？～外資系ホテルで営業職 5 年目の話～」 

2020/12/5 第 18 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 

講師：小林庸平（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング（株） 経済政策部主任研究員） 

テーマ：「民から政策を形成する～民間シンクタンクの仕事～」 

2021/2/6 第 19 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催） 

講師：陰野礼子（2013 年卒，Amazon Japan 合同会社 Alexa Shopping Operations Process Lead） 

テーマ：「走りながら考えるキャリア形成」 

2021/3/19 第 20 回 YP ラウンドテーブル（Zoom 開催予定） 

講師：野村和宏（外大英米卒・修士，神戸外大英米学科教授） 

テーマ：「もう一つの最終講義～ポストコロナの大学・英語教育の未来～」 


