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私が体育会に入った理由は体育会
に3回生が一人もいない状態だっ
たこともありますが、以前から体育
会という組織を自らの手で動かし
てみたいという思いがあり一員と
なることを決意しました。
現在は21名で活動しています。メ
ンバーのほとんどが何かしらの体
育会系団体に所属していますので
昼休み等の時間を有効利用し活動
しています。
私は常々、どうすれば体育会系団

体がより良い環境で活動することができるのかを考えていて、問題点とし
て体育会系団体同志の交流が非常に少ないと感じています。私自身、硬式
野球部に所属していますが、体育会に入るまで他の体育会系団体とのつ
ながりがほとんどありませんでした。そこで、その問題点を解決するため
に今度、様々な企画を考えていく予定です。
また今回、文化会、大学祭実行委員会、Team Y.A.O.とつながりができたこ
とは、非常に良かったと思っています。このつながりができたきっかけとし
て挙げられるのが東京ボランティアフォーラムです。このイベントに4委員
会の代表として参加し、ボランティアについて学び、議論をしました。意見
を交わすことによって相手の考えを知ることができ、「縦」と「横」とのつな
がりが生まれたと思います。
これからも体育会系団体だけでなく、4委員会が向上できるような環境作
りを進めていきたいと思っています。

「TeamY.A.O.って何だろう？」そう
思われている方も多いと思います。
そもそも何と読むのだろうと思って
いる方、「チーム ワイ・エー・オー」
と読みます。ぜひ覚えてください！
TeamY.A.O.は、行政ボランティア
を中心に活動している委員会で
す。地域を盛り上げるためのイベ
ントの立案や準備、当日の運営な
ど様々な活動を行政機関・大学と
連携しながら行っています。
大学内では、大学祭実行委員会や

体育会、文化会と協力し4委員会として、入学式や新入生歓迎会などの大
学行事のお手伝いも行っています。大学祭実行委員会の志学祭、体育会
や文化会の総会やリーダーストレーニング、そしてTeamY.A.O.は地域のイ
ベントと、それぞれの活動を4委員会で手を取り合い、協力しながら頑張っ
ています。
TeamY.A.O.は、結成されて3年目の委員会です。新しいことにチャレンジ
する機会が多くあり、日々チームが成長しているのを実感します。活動して
いく中で、うまくいかないこともありますが、チームで創り上げたイベント
が成功したときは、この上ないやり甲斐を感じます。
出来て間も無い委員会ですが、これからもTeamY.A.O.として、4委員会とし
て、活動の場を広げ「大阪大谷大学」を盛り上げていきます！

自分は同じJAZZ研究会に所属し
ていた先輩に誘われて文化会に
入りました。
それまでにはなかった、地域の方
や大学職員の方、企業の方と関わ
るというかけがえのない貴重な体
験をたくさん経験することが出来ま
した。
また、文化会の活動としては、主に
文化系団体のサポートですが、部
活動を通して学生自ら大阪大谷大
学を盛り上げていき、さらに活動
を通じて自主性を育てることで、学生自身が楽しい大学生活を作り上げ
ていく、その手助けをしたいと思っています。
一昨年ほど前から大阪大谷大学の4委員会でつながろうと働きかけてい
ましたが、ようやく形として繋がってきたように感じます。まだまだ脆弱
で拙いつながりではありますが、協力して地域に貢献し、地域に愛され
る大学にしたいと思っております。
今度、同じ委員会である体育会と協力して、12月に行われるリーダースト
レーニングを開催します。リーダーストレーニングを通じて自主性や部
活動の在り方などを考えることが出来るような場を作るための企画を検
討しています。参加される皆様にとって有意義な時間になるように努力
いたしますので、ご協力お願いします。

私は「楽しそうだから」とすごく簡
単な思いで実行委員会に入りまし
た。しかし、いざ活動していくと志
学祭成功に向けてやらなければな
らないことが山ほどあることに気づ
かされました。仕事の多さに嫌に
なることもありましたが、話し合い
の末に面白い企画ができた時や、
自分の働きかけで仕事がうまく進
んだ時のやりがいは大きなもので
した。特に志学祭、2日目を終えた
時の達成感は今まで味わったこと
のないものでした。
また、私は今年度委員長を務めており、64人という大所帯をまとめること
に、くじけそうになることが何度もありました。しかしその度、同期や後輩
などの支えがあったからこそ乗り越えられました。今年の志学祭まで残り
僅かですが、素晴らしい仲間たちと最高の2日間を創り上げるよう、全力で
走り抜けようと思います。 
実行委員会の活動の中でも体育会、文化会、TeamY.A.O.とともに活動す
ることがよくあります。主に地域や行政などのボランティアに参加したり、
学生の力で社会に貢献できることはないか話し合いをします。お互いが
それぞれの活動で違う経験をしているので、「そんな考え方があったの
か」と気づかされることがよくあります。実行委員会の活動の幅を広げる
ため、自分の視野を広げるためにも4委員会のつながりを大切にしていき
たいと思います。

体育会の代表としてこれからも
4委員会の向上のため尽力していきたい!

上村 昌弘さん体育会 会長

4団体、夢のコラボーレーション実現!
体育会 Team Y.A.O. 文化会 大学祭実行委員会

4委員会が一致団結して、
大阪大谷大学をさらに盛り上げる！

TeamY.A.O.はもちろん4委員会として、
活動の場をさらに広げていきます！

比嘉 ひな子さんTeam Y.A.O. 代表

まだまだ始まったばかりだけど、
ようやく形として繋がってきました！

多田 信太郎さん文化会 会長

4委員会の繋がりは、
活動の幅を広げる大きな役割を担う！

山﨑 春奈さん大学祭実行委員会 委員長
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活動報告

富田林市の「新たな総合ビジョン」策定に向けた

市民会議“Mira-ton”に参加

産官学連携事業スタート！

8/22月

2016年

HIRO-UNI 5（ヒロユニファイブ）

Activity report
平成29年度からのまちづくりの指針となる「新たな総合ビ
ジョン」の策定に向けた「市民会議“Mira-ton”」に本学の学
生も約15名が参加しました。応募された市民の方 と々富田
林市職員が集まりました。なんと参加総数は、4回を通じて
延べ225人にのぼりました。
「市民会議“Mira-ton”」はワークショップ式で進められ、参
加者同士がグループワークで意見交換や提案を行うことで
一人ひとりの「考え」や「思い」を「未来の富田林」に活かす
ために富田林市によって開催されました。市民が思う「理想
の富田林」にするという富田林市市民を大切に思う気持ち
が見えた会議だったと思います。
各グループにテーマが定められており、「子育て・教育」と、
「健康・医療・福祉・多文化共生・人権」、「環境・防犯防災・
交通」、「産業・経済・地域活性」の４つのテーマでグループ
ワークを行いました。最後の回では、各グループによる思い
思いのアイデアを聞けて楽しかったですし、参加者による大
きな郷土愛を感じることができました。そんないろんな方々
の「富田林愛」で集まったアイデアがどう反映されていくか
楽しみです。

7月2日、グランフロント大阪にて開催されたボランティアフォーラムに行かせていただ
きました。
今回のフォーラムは、見守り隊4団体の紹介、追手門大学の荒井崇史先生、摂南大学の
中沼丈晃先生の貴重なお話をいただきました。
「見守り隊」の紹介では、様々な課題が発表され、一番はボランティアをする方は年配の
方が多く、若者の人材確保が難しいことです。これはニュースでも若者のボランティア不
足が取り上げられています。そんな中でも「ロックモンキーズ」という京都の団体は、21
の大学と連携し活動している団体で、見守り活動の他に防犯などの演劇をするなど、4団
体の中で一番規模が大きく、他にも子供たちに簡単に覚えられる護身術を教えるなど、
これこそ見守り隊の理想だと感じさせられます。荒井先生のお話では、「見守り隊を継続
していく中で活動する喜びを伝え、それを記録として残し、活動以外でも楽しみを増やさ
ないといけない。」また、中沼先生は、「活動する中でただ見守りするだけでなく、どこに
「110番の家」や交番、監視カメラなどがあるかを把握しながら見守りしていかないとい
けない。」「団体をよくするためには、イベントなどの企画や運営から失敗することにより
人は向上できる。」など貴重なお話をいただき、多くの団体に足りないものが見つかっ
たと感じました。参加して普段学べないことを学ばせていただけて、充実した1日になり
ました。

今回の劇団ポリスは、錦郡小学校の終業式に参加させていただきました。
小学校での発表ということで、教職員の方のお力も借りし、夏休みの安全な過し方について子
どもたちに呼びかけました。今回は、他の団体の1回生とも力を合わせ、小道具も分かりやすい
ように心がけ、子ども目線になるようにみんなで考えました。
今までは先輩たちのお力を借りして、劇団ポリスの活動をしていました。今年度の活動では、
新しく入った一年生を含め、後輩たちだけで話を作り、私自身はそれを外から見て指導して
いくというもので、その難しさを感じました。どのようにすれば見ている人たちに伝わりやす
いか、大学に入って劇団ポリスで、先輩や警察の方々からご指導頂いたことを後輩たちに伝
えていくこと、第三者の目線で指導できるようにしたいと思いました。後輩たちがこれから活
動していく上で、ご指導いただいたことや、私自身がみて感じたことを伝え、それが引き継が
れていくようにこれからの活動にも力を入れていきたいと思います。志学祭、両日にも劇団ポ
リスの活動があるので地域の方や、本学学生に防犯や交通安全について注意を呼びかけて
いきたいと思います。

私は英語力の向上をめざしてこの研修に参加しました。1回生の春に参加したニュージーランド英語研修が
とても有意義で、英語を聞き取ることに少し慣れているうちに次の機会を得たいと考えました。研修のクラス
は、半数が日本人でしたが、ほとんどが英語関連の学科所属ということもあって、皆英語を話すことに抵抗が
なかったため、私にとって“英語を話す”機会はとても多かったです。授業でも、自分たちで街に出かけワーク
シートを完成させる課題があり、初めはぎこちなかったクラスメイトとも、最後にはとても仲良くなれました。
バンクーバーの街は、研修前に聞いていた通り、安全でフレンドリー、そしてとても多国籍な国だという印象
を受けました。実際、私のホストファミリーもスペイン系の方で、食事にもお米が多かったり、街にもアジア系
のお店やインドのお店が普通に並んでいたりしました。カヤックやウイスラーへ出かけるアクティビティにも
参加し、充実した毎日になりました。私は将来薬剤師になるつもりなので、外国人の患者さんが来たときにも
コミュニケーションに困ることなく薬剤の説明ができるようになりたいと考えています。同時に、異文化理解
を進め、視野をどんどん広げられたらと思っています。

8月22日（月）から、産官学連携事業「HIRO-UNI 5（ヒロユニファイブ）が始動しました。
この取り組みは、堺市の泉北ニュータウンおよび泉ヶ丘駅前地域の活性化の一環として始
まったプロジェクトです。嬉しいことに、このプロジェクトの通称名とロゴマークの考案を、
大阪大谷大学に一任していただきました。
プロジェクト名は南海電気鉄道株式会社との話し合いの中で、たくさんの候補の中から、
名前の親しみやすさやゴロの良さなどを比べて多数決で決めました。「HIRO-UNI 5」の
HIROは「いずみがおか広場から、広がる」、UNIは「university」、5は「5つの大学」を表してい
ます。そして、ロゴマークも一緒に考案させていただきました。ロゴマークは、いくつかの案
の中から、すぐ目に入るデザインとキャッチーな色合いなどで選びました。このロゴマーク
は、communityの「C」、いずみがおか広場の丸い芝生を表現した「o」、universityの「U」の3
文字を、南海電鉄のコーポレートカラーに泉ヶ丘のグリーン、そして5大学のロゴカラーで
鮮やかに表現し、南海電鉄と大学がこの地域とつながることをイメージしています。
Team Y.A.O.は、「HIRO-UNI 5」の広報担当となります。プロジェクトに参加している他大学
にお邪魔し、実際に取材して皆様へと情報発信を行います。
これからたくさん取材をしていきますので、ぜひ私たちの活躍を「堺市のホームページ」で
チェックしてみてくださいね。

7/2 土

2016年青パト ドーナッツ
ボランティアフォーラム in グランフロント大阪

7/20水

2016年

錦郡小学校終業式に参加！

海 外 研 修 リ ポ ート 2016年度カナダ英語研修 ランガラ・カレッジ

薬学部 薬学科 2回生 南野　茜

劇団ポリス

Team Y.A.O. 4回生 佐々木紅実さんの原案を基にロゴマークが完成！
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Information インフォメーション

アン（安心）アン（安全）フェアin泉ヶ丘
TeamY.A.O.

活動報告
10月8日（土）泉ヶ丘駅前噴水広場において開催された、アン（安心）アン（安全）フェアin泉ヶ丘
に、地域との繋がり、地域への貢献を旗印に本学学生が参加・協力をいたしました。このフェア
は、泉ヶ丘駅前地域やニュータウン周辺の人々が「防災・防犯」について考え、個々の備えを行う
ことにより、安全で安心して生活できる「まちづくり」の実現を目的に開催しているフェアで、日
頃から学生たちの防犯・防災に関する取組を地域の方と繋げ、よりよい「まちづくり」に参画でき
ればとの思いから、主催元の泉ヶ丘ライブタウン会議と何度も打合せを重ねてきました。当日
はTeamY.A.O.・大学祭実行委員会の学生たちが参加し、会場準備や出店ブースにおける防災
に関する展示と手作りコーナーや魚釣りゲームを担当したり、ステージでは劇団ポリスが防犯
に関する寸劇を披露しました。

大阪大谷大学創立50周年記念

人間社会学部
リレー講演会

よろこびを力に…

日時/2016年11月16日（水）14：40～16：10（受付14：10～）
場所/大阪大谷大学18号館講堂   定員/100名（定員を超えた場合は抽選）
　　　　　　　

自分が自分で決めたことや、夢を叶えたいという強い思いが心にあれば、そのために人はいくらでも頑張れます。チャンスは皆平
等に与えられていて、必死に努力して手を伸ばしていれば、きっと夢を掴むことが出来るのです。「いつか叶う」「いいことないか
な」としか思ってなければ、せっかくのチャンスも気付かずに通り過ぎてしまう。
しっかりとアンテナを張り、前に進み続け、そして、喜びを力にして夢を掴む方法を伝授します。

主催：大阪大谷大学志学会

講師紹介

講演テーマ

1992年バルセロナオリンピックで銀メダル、1996年アトランタオリンピックで銅メダルを獲得。現在は、国内外のマラソン大会やスポーツイベントに参
加する一方、「スポーツを通じて希望と勇気をわかち合う」ことを目的とした認定NPO法人「ハート・オブ・ゴールド」の代表理事として、またスペ
シャルオリンピックス日本理事長として、国際的な社会活動に取り組んでいます。「自分には人より秀でたものは何もない」という思いを原点に、必
死に頑張れる何かをつかもうと生きてきた有森裕子の信条は、「世の中にたった一人しかいない自分の生き方にこだわること」、「二度とやってこ
ない一瞬一瞬を精一杯に生きること」。いまを輝くために、有森裕子の挑戦は続きます。

※本学学生については、人間社会学部掲示板他にてお知らせいたします。

【宛先】〒584‐8540 富田林市錦織北3-11-1　大阪大谷大学 総務課志学台広報係 行

有森 裕子氏（元マラソン選手）

［申込期間］２０１６年９月２１日（水）～１０月２６日（水）必着 ［申込方法］大学ホームページ申込フォーム・往復はがき

【問合せ先】総務課志学台広報係　Tel：0721-24-0452 （月～金 9：00～17：30）
　　　　　　詳しくはホームページ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp）をご参照ください。

受講料
無料

有森 裕子氏
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2016年

硬式野球部は春季に続き、秋季リーグも2部
リーグ優勝を果たした。
春季入れ替え戦では、惜しくも1部昇格を逃し
たが、今回も強い決意を持って入れ替え戦に
臨む硬式野球部を応援しよう。

優勝おめでとう！！

硬式野球部
近畿学生野球連盟秋季2部リーグ

泉ヶ丘駅前噴水広場
平成28年10月29日（土）［日程］

［場所］

「ハロウィンパレード泉ヶ丘2016」が本年度も10月29日
（土）泉ヶ丘駅前噴水広場にて開催されます！ハロウィンパ
レードには毎年、本学のTeamY.A.O.・大学祭実行委員会・
その他有志がボランティアとして参加しています。今年度は
ステージ発表団体として、本学の手話クラブSign・アカペラ
部・バトントワリング部・フォークソング部が参加。去年に引
き続き鼓笛隊として吹奏楽部、今年度からの新たな企画
フォトコンテストには写真部が参加予定です。
TeamY.A.O.は毎年、縁日のブースを3つ担当しています。

今年度は「射的」・「ボール投げ」・「コイン落とし」の3つに決め、現在準備を進めています。夏休みも朝から集まり、縁日
の備品作りやゲームのルール決めに取り組みました。4月に入った1回生も大活躍しています！
そして今年は「ハロウィンパレード泉ヶ丘2016」の主催者である泉北ニュータウン再生府市等連携協議会様が開催し
ている「ライブタウン会議」にも参加し、TeamY.A.O.が担当する縁日内容についてプレゼンをさせていただきました。
慣れない環境に緊張しましたが、良い経験になりました！
更に今年度は10/8（土）に開催された「アン（安心）アン（安全）フェアin泉ヶ丘」にも、本学からTeamY.A.O.と劇団ポリ
スが参加しました。このイベントは「防
災・防犯」について考え、安全で安心し
て生活できる「まちづくり」の実現を目
標としています。私たちも「防災・防犯」
について意識を高めることができまし
た。今はハロウィンパレードの準備を
頑張っています！みなさん是非遊びに
来てください！

平成28年12月17、18日にリーダーストレーニングが実施されます。
昨年までは学内で行っていましたが、今年は約20年ぶりに宿泊ス
タイルとして滋賀県で開催します。
普段、関わることが少ない体育会系部活動、文化会系部活動の
横のつながりを2日間かけて少しでも深めてもらうために体育
会、文化会が協力し合い主催します。8月には体育会、文化会で
下見を行い、当日、円滑に行事が進められるように行程を密に
練りました。
今の体育会、文化会は、大学行事でしか交流する機会がなく、代表
者ですら関わりが少ないので、今回のリーダーストレーニングで
リーダーとして資質向上のために意見交換や情報共有をすると共
に、交流会やレクリエーション等を通じて交流を深めてもらい、これ
からの活動をよりよく発展できるように努めていきたいです。

昨年度ハロウィンパレードの様子

ハロウィンパレード
泉ヶ丘2016
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リーダーストレーニング開催
奥琵琶湖マキノパークホテル
平成28年12月17日（土）・18日（日）［日程］

［場所］
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11/12（土）10：00～18：00
　  13（日）10：00～18：30
　　　　　　　

※模擬店は両日16：00まで

雨天
決行

片平里菜～弾き語りLIVE～

防災企画～避難所で何が必要か考えよう～

“吉田たち”司会！!カラオケ企画!

■日程/11月12（土）■開演/15：00（開場14：30）
■場所/講堂18号館※全席指定
［Pコード］633-701　［チケット価格］1,200円

■日程/11月13（日）
■時間/10：00～
　　　  15：00～
■場所/噴水前ステージ

■日程/11月13（日）■時間/11：00～12：00
■場所/玄関前ステージ
※雨天時は第一体育館となります

■日程/両日開催■時間/10：00～16：00
■場所/ウエルネスセンター「アリーナ」

「錦織地区総代会/錦織自主防災連絡協議会」協力 
「自衛隊大阪地方協力本部」協力 
「富田林市 市長公室 危機管理室」協力

※チケット詳細はブログにて確認いただきますようお願いいたします。

かたひら よしだ しかい きかくりな

“歌うま”な方たち
が大集結！！
“吉田たち”の司会
でカラオケ企画を
さらに盛り上げてく
れます！！

「富田林市」と「大学」で避
難所としての協定が結ばれ
る予定です。防災資機材、日
本各地で発生した大災害の
パネルの展示等を行いま
す。また避難所体験もできま
すので防災について見つめ
直してみませんか？

キャラクターショー終
了後、お手持ちのカメ
ラで写真撮影もして
頂けます。

©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

観覧無料

※雨天時は
　第一体育館となります

かめん

ぼうさい きかく ひなんじょ なに ひつよう かんが

仮面ライダーエグゼイド ショー

2016

～翔けだそう！新たな一歩～
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