サークルや部活や委員会に入ると︑
学部を超え

信頼できる仲間が出来る︒

自身を高めること︑
今の自分を変えることができ
ます ︒考 え方や生 き 方 ︑そしてなにより﹁ 人との

て多くの友だちや仲間ができます︒入学当初は︑ つながり ﹂﹁ 人 とのかかわり ﹂がた く さんできる
り︑人と人とをつなげる存在になれたのではない

専攻内で知り合いが増えたり授業で仲良くなっ 場でも あ りま す ︒私は実 際に多 くの人とつなが
たりします︒入学後は︑学ぶ授業によって学部関

面 白 くないと思います ︒
一歩 違 う 自 分に出 会って

かと思いま す ︒人 と同じ経 験 をしていても 何 も

就職活動をするにあたっては︑
やはりいろんな

就職活動で自分を
アピールできる︒

みましょう！

係なく友だちができます︒授業内での友だち作
所属することによって更に良い友だちができ︑
一生

りも非 常に良いと思いますが︑課 外 活 動 団 体に
の親友もできると思います︒
信頼できる友だちや
仲間がいるということは︑非常に大切なことだと
思います︒﹁一人でも大丈夫﹂﹁ここの大学に友だち
がいなくても他の大学に友だちがいるから平気﹂

を見つけることができるチャンスだと思います︒
と

人とのつながりの輪を作ってみることも違う自分

す︒思うだけでは何も始まらない︒実行していく

れる学生生活﹂を皆さんに送ってほしいと思いま

ることが無くて最後に困ってしまいます︒﹁人に語

常の学 生 生 活を送ってしまうと何もアピールす

と思う人もいるかもしれませんが︑友だちの輪・ 経験をしている学生のほうがとても有利です︒通

もに助け合い・ともに学び・ともに成長できるよ

学生だと思います︒多方面において行われるボラ

学生こそが成長するし就職活動でも活きてくる

うな本当の仲間・友だちを作ってください！

貴重な経験を積める︒

く︑企画・運営をともに行ったりボランティア先の
方々と共に活 動 した り と幅 広い経 験 ができ ま

ンティア活 動は︑単に引 き 受 けて行 うのではな

す ︒そのような経 験が就 職 活 動でアピールでき

大学では︑多くの学びや経験が積めます︒高校
ます︒座学だけではなく体験から学ぶ授業もあ

とは全 く 違い︑専 門 的 分 野での学びが多 くなり
りま す ︒
一つ一つの授業の学びや経験を積み上げて

職活動でも光ると思います︒﹁就職活動で有利だ

て︑﹁素直な心﹂をもつ学生ほど大学生活でも就
から○○団体に所属しました﹂
と口だけ言ってい

いき自分自身の成長の糧にしてください︒何事も

るだけではなく︑実行に移して様々な人と関わっ

経験ですし︑
やってみないとわからないことはたく
げよう﹂
という気持ちで大学生活を過ごしてみて

さんあります︒﹁やってみよう﹂﹁自分の成長につな

教育学部 平成 年度卒業生 天良 祥子

受け取れる学生が最後に勝ちます︒

くさんあります︒人から教えていただいて素直に

ていってください︒人から教えていただくことはた
また︑課外活動団体に所属すると年上の方々

ください︒
きっと自分が変わってきます︒
と関わったり︑
一緒に何かを取り組むことが多く
なります︒難しいと思うかもしれませんが︑自分

I-201（F）教室

場所

I-201
（F）
教室

場所

I-109
（D）
教室

場所
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大学祭実行委員会

文化会

体育会

堺市泉ヶ丘で開催されるイベントや羽曳野フェス
ティバル等に課外活動団体と共に参加していま
す。
私たちはボランティア活動だけではなく、
実行
委員として参画し、
イベントを如何に動かし、
どのよ
うに取り組んでいくかを日々模索しています。
ま
た、
学内・学外で防犯・防災を主題に劇を繰り広げ
る
「劇団ポリス」
の一員として、
地域見守り隊
「青パ
ト ドーナッツ」
の一員としても活動をしています。
常に大学学内を活性化させるため、
さまざまな分
野・視点からいろいろな活動に取り組んでいます。

11月におこなわれる大学祭を盛り上げ、成功さ
せるため日々活動しています。業者さんや行政
の方と関わることもあるので、普通の学生生活
では経験できない社会のことを学びながら活動
をしています。
また他の委員会や団体さんと協
力して、地域のボランティア活動に参加してい
ます。大学祭が少しでも良くなるように、新しい
企画の立案などたくさんのことにチャレンジし
ています。

文化会は、主に文化系団体の活性化・サポート
を目的に活 動して います 。主に「 補 助 金 の 配
付」、
「 文化会諸行事の立案・提案・運営」。
また、
部活動訪問をしたり、部活動新聞を作成したり
することで、各文化系団体の活動を多くの方に
広報しています。
さらに、大学周辺地域のボラン
ティアに参加したり、
リーダーストレーニングを
開催したり、他の委員会と連携して大学行事を
運営しています。

体育会は大阪大谷大学体育会に所属する26
団体の活動支援に尽力しています。
「 戦績・活
動内容の管理共有」、
「スポーツや団体運営に
関する意見交換・共有」などを行っています。
リーダーストレーニング、駅伝大会、体育会総
会など、体育系団体を対象とした多様な事業
を展開しています。
また、各団体同士・大学・学
外とのパイプ役を担っており、各団体がより有
意義な活動になるようサポートしています。

説明会

説明会

説明会

説明会

4月17日（月）12：20〜

日時

日時

大学生活を充実させる可能性の扉

平成 年度大阪大谷大学入学式

28

4月13日（木）12：20〜

I-201
（F）
教室

場所

学長式辞

皆さんの多くは、将来の自分の職業を思い描き、ある
いは高校時代に興味を持った事柄をもっと深めてみた
いと思い、本学に入学してこられたことでしょう。
大学
は、専門的な知識やそれに関わる能力を獲得する場で
あり、また、そうした専門的な学習の過程を通して、情
報や知識を複眼的、論理的に分析できる力や、自分の考
えを相手に伝わるよう適切に表現する能力といった
色々な方面に広く用いることのできる能力を身につけ
る場であります。
また、大学では、学生同士、教職員、地域社会の人々な
ど多くの人と揉まれ合う体験を積み重ねる機会があり
ます。
他の学生や教職員と積極的に対話し、クラブ・
サークル活動やボランティア活動などの社会的な活動
に参加してください。
私たち教職員は、皆さんのそのような学ぶ意欲に応え、
親身に相談に乗り、時に導き、時に見守り、全力で皆さん
をサポートしてまいります。
皆さん一人ひとりのこれからの本学での大学生活が豊か
で、
充実したものとなることを念じ、
式辞といたします。
平成 年4月3日
大阪大谷大学長 尾山 眞之助
29

4月20日（木）12：20〜

日時

課外活動のススメ

Rin

号外 新入生歓迎特別号

凛

29

新入生の皆さんをお迎えす
るにふさわしい、美しく華や
かな季節となりました。
新入生の皆さん、ご入学おめ
でとうございます。
大阪大谷
大学の教職員を代表して、皆
さんのご入学を心から歓迎い
たします。
これまで、お子様を支えてこられた、ご父母
をはじめとするご家族の皆様にも心からお祝いを申し
上げます。
大阪大谷大学は、
昨年、
創立五十周年を迎えました。
本学の特色は、建学の精神
﹁報恩感謝﹂
に基づく宗教的情
操の育成を中心とした人間教育と、専門的知識を実践力
に高めて
﹁自立﹂﹁創造﹂﹁共生﹂
という理念を実現する教育
にあります。
このような教育によって、これまでに二万
五千人近い、豊かな情操と未来を生きるたくましい力を
もった卒業生の皆さんを送り出してきました。

Team Y.A.O.

4月18日（火）12：20〜

日時

Osaka Ohtani University

大阪大谷大学では課外活動を行う4委員会が活躍中!

4委員会をもっと詳しく知りたい方は、
裏面をご覧ください！

Osaka Ohtani University Information Magazine

Team Y.A.O.
歴史文化学科

杤尾 晃広

スタッフか らのメッセ ー ジ
文学部

文化会
スタッフか らのメッセ ー ジ
射場 佑里賀

入り﹁文化系団体をまとめる﹂という役割を通して︑他の

文化会の魅力は︑他の文化系団体と
﹁繋がる﹂
ことが出

文学部 日本語日本文学科

文化系団体の方々と
﹁繋がる﹂
ことが出来ました︒
この
﹁繋

来る所です︒私は吹奏楽部に所属していますが︑文化会に

はぜひ挑戦してみたいと思い
﹁ Team Y.A.O.
﹂
に
入 りました︒様々な活 動 を 通 す 中で︑同じ学 部

がり﹂
は自身の吹奏楽部の活動においても︑他団体とのコ

私は︑
ボランティアをしたことがなく ︑大 学で

や︑他学部の友人がとても増えました︒

呉山 友教

くの人と会話ができることも魅力の一つです！

ラボレーションとして生きています︒学校生活で一人でも多

薬学科

と思い︑文化会に入りました︒﹁リーダーストレーニング﹂
や

せっかく大学に入ったのだから新しいことに挑戦しよう

薬学部

﹁文化会総会﹂︑
ボランティアの打ち合わせなど︑様々なイ

佐納 茉奈

私は︑学 生 ︑教 職 員 ︑地 域 住 民

教育学科

の方 等 ︑様々な人と関われる点に

通して︑大学や部活動を盛り上げて行

ベントに追われ戸惑いましたが︑各イベントを

な り ま した ︒これから も 部 活

くことをやりがいに感じるように

あると思います︒

人間社会学部

たと感じています︒

教育学科
上山 友菜

そして︑以前より責任感が強くなり成長でき

手くコントロールできる様に︑努力しています︒

さ﹂を日々感じております︒
しかし︑組織を上

現在では︑会長として
﹁人を先導する難し

り︑体育会に入る事を決めました︒

を自らの手で動かしてみたいという思いがあ

私は︑
以前から体育会という委員会組織

人間社会学科
上村 昌弘

討議や人前で話す機会もあり︑自分の苦手も克服できる場で

りが持つことが出来︑友人もたくさんできました︒
グループ

体 育 会に入ることで︑学 部以外の学 生と関わ

のある委員会です︒

く ︑何 事にも 真 剣に取 り 組むメリハリ

体 育 会は︑学 年 関 係なく 仲が良

教育学部

スタッフからの
メッセージ

きたいと思います︒

学 全 体 を 盛 り 上 げてい

事の企画・運営を行い︑大

動の支援や文化会全体の行

多 種 多 様 なイベント ︑ボランティ

考 え ︑何カ月にも 渡って準 備 する分 ︑

イベントでは︑
みんなで一から企画を

ます ︒

り組む姿勢が身に付いたと感じてい

アを 通 して ︑自 分 から 積 極 的に取

りました︒

魅力を感じ︑﹁

﹂
に入
Team Y.A.O.

教育学部

る委員会にしていきたいと思っています︒

今は︑﹁ Team Y.A.O.
﹂
の委員長という立場と
して︑部員一人一人がやりがいを感じることができ

の友 人 以 外に︑他の委 員 会 ︑部 活 ︑サークルの人

4委員会が

互いに連携
助け合いながら
活動しています

体育会

中国少数民族の衣裳

人間国宝 秋山信子収集コレクション受贈記念

入館
無料

平成29年度 春季特別展

達成感がより一層味わえます！

スタッフか らのメッセ ー ジ
教育学部 教育学科 三好 和希
私は中学︑
高校時代は野球漬けの毎日で︑
委員
会とは無縁の生活でした︒
大学では将来の夢であ
る小学校の先生になるために︑
大学祭実行委員会
は︑
自分にとって一
つのプラスになると思い︑
入会を決
意しました︒
今では︑
副委員長として︑
日々組織を
まとめることにやりがいを感じています︒
そして︑
自分の中で一番大きかったことは地域の
方々との交流の機会や︑他学部︑他委員会の知り
合いが増えて交友の輪が広がったことです︒

教育学部 教育学科 末包 真奈美
大学祭実行委員会に入ったことで︑
他の学部の
また︑
活動の一
つとして︑
業者さんとの打ち合わせ

人との
﹁つながり﹂
ができ︑
友人が増えました︒
もあり︑
自然にビジネススキルが身に付くのも魅力
です︒
昨年度では︑
右も左もわからない状態で︑
受
け身でしか行動できませんでしたが︑
今年度は自
分から積極的に行動していきたいと思っています︒

大学祭
実行委員会

気になったら説明会へ！4委員会をご紹介します！
！

「陽光」秋山信子 作

