保護者と学生と大学がつながり合
える場所をコンセプトに、保護者の
こころに
「ピタリ＝Pitari」
とくる本学
発信の情報誌です。3者が触れ合え
るコミュニケーションツールとして、
そして保護者の皆様の 情報共有の
場・親子の会話促進剤 になるような
冊子を目指しています。
年2回（7月・1月）発行です。

教育懇談会について

申込締切 7月13日
（金）必着

下 記の日程で、教 育 懇 談 会を開 催します。教 育 懇 談 会では、本 学の教 育 方 針・就 職

ピ タ リ と 寄 り 添い語 り 合 う ！ 大 商 大 の 保 護 者 向 け 情 報 誌

とは

Osaka

ピタリと
寄り添い
語り合う！

University of

Commerce

大 商 大の保 護 者向け情 報 誌

2 0 18
July
vol.
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大阪商業大学

支援・学生支援について紹介します。
また、
ご子女の修学・学生生活・就職状況などを

前回号（Vol.18号）の
保護者ご意見、
ご感想紹介

個別に説明します。教職員と保護者の方々との交流会も用意しています。詳しくは、同封
の『教育懇談会のしおり』
をご覧ください。保護者の皆様のご参加をお待ちしています。
日程

地域

9月16日
（日）
●

大変見やすく、充実した内容であると
思います。

9月23日
（日）

本学
福井

名古屋

岡山

広島

高松

松山

高知

就 活 ヘッドライン

もっといろいろな就職先の紹介をしてほしい。
（参考のため）

●

この情報誌を通じ、私が知らなかったことで
話も弾みました。

●

全体的に文字を大きくしてほしい。

●

最終ページのスケジュールが切り取れる
ところはとってもいいと思います。

●

ゼミの先生のエピソードなど少し深い考えを
聞かせてほしい。

保護者の皆様からご意見・ご感想をお待ちしています。アンケートにお答えいた
だいた方の中から、抽選で50名様に「図書カード
（500円分）」
を進呈します。
当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

②アンケート用紙をFAX

5

イベント
クローズアップ

06-6785-6156

同封のアンケート用紙（宛名ラベルシールが貼られています）
に、必要事項を
ご記入の上、上記FAX番号へご返送ください。

大学からのお知らせ

1

2

③アンケートフォームに入力

http://ouc.daishodai.ac.jp/campuslife/
magazine/pitari.html

Question!
1. 将来の夢は？

上記WEBページにアクセスいただき、
アンケートフォームに
必要事項をご入力後、送信ボタンを押してください。

【 経 済 学 部 】経済学科
【総合経営学部】経営学科・商学科・公共経営学科
【 公 共 学 部 】公共学科

1

①アンケート用紙を郵送（切手不要）
同封のアンケート用紙（宛名ラベルシールが貼られています）
に、必要事項を
ご記入の上、同封の封筒（教育懇談会の参加票郵送と兼用になっています）
に入れて、
ご投函ください。

回答方法

その他に多くのご意見をいた
だいております。皆様からの意
見を参 考にし、
より良い情 報
誌となるよう取組ませていただ
きますので、
ご理解とご協力の
ほど、
よろしくお願いいたします。

4

アンケートにお答えください 。
VOl.19

●

【個人情報の取り扱いについて】
お預かりしました皆様の個人情報は、安
全かつ適切な管理を行います。お答えい
ただいた内容を本誌で紹介することがあり
ます。その際は、個人を特定しないよう掲
載します。あらかじめご了承ください。

2. 今、夢中になっていること
3. お世話になっている先生へ

回答締切
8月31日
（金）
必着

4. 両親への思い

教えて！○○先生

5. 大学の良さを教えて！
2

pitari［ピタリ］vol.19
2018年7月発行

5

商大スクープ

〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10
TEL 06-6782-2297
（学生生活課直通）
FAX 06-6785-6156
URL http://ouc.daishodai.ac.jp

本冊子は教育後援協力費により製作しています。

http://ouc.daishodai.ac.jp
大商大

検索

2018 July

p ita r iの
バックナンバーは
HPをご覧ください。

3

4

大 学で 人 間 力
を 磨く学 生 たち
大学は「学びの場」というイメージが強いですが、実はそれだけではありません。地域とのつながりや企業との連携、
学生同士の交流などの経験から、人間力を養うための場（環境）でもあるのです。大商大には多彩な取組みがあり、
人間力を向上させる活動があります。
「人前に立つのが苦手だった」
「自主的に行動できなかった」
、
そんな学生が活動
を通じて大きく成長しています。彼らが、入学当初からどう変わったのか、どんな力が身についたのかを紹介します。

大学を構成する要素

教員

大学生活

学び、人、環境などのさまざまな要素が融合して、

国際

大学は創り上げられているのです

授業

資格

交流

地域

文化

大阪商業大学

学生
職員

スポーツ

企業

大商大には、自らを磨き、高められる場がいたる所に存在しているのです。

学生

学生スタッフ

大学生活

高校生に向け、大学の良さをアピール！
オープンキャンパスや学校
見学 会で、来場 者への案
内役を務めています。キャ
ンパスツアーのアテンド
や、大学生活についての相
談にも対応。広報的な役割
も請け 負いつつ 、高 校 生
や保護者の方の進路探し
を手伝います。
こんな人はぜひ
チャレンジしよう
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身につく力

提案力

判断力

責任感

主体性

計画力
コミュ二ケーション力

●

引っ込み思案な人

●

友達があまり多くない人

大商大ビジネス・アイディアコンテスト

学生サポーター

文化

新しい大商大の仲間を優しくサポート
新入生が安心して大学生活
のスタートを切るため、
毎年
実施されている
「新入生オリ
エンテーション」や「学外
（宿泊）研修プログラム」の
補助運営をしています。各
プログラムを通じて、
新入生
同 士 が 仲良くなれるよう
橋渡し役も担っています。
こんな人はぜひ
チャレンジしよう

●
●

学 生 運営委員

国際

コンテストの円滑な進行を陰で支えます

身につく力

対話力

判断力

責任感

主体性

計画力
コミュ二ケーション力

自分の強みを見つけたい人
誰かをサポートしたいと思っている人

毎年、御厨祭で開催される
「大商大ビジネス・アイディ
アコンテスト」の最終審査
の舞台を運営します。司会
進行や舞台マネジメント、
動画撮影のほか、ファイナ
リスト達のサポートも担当。
コンテストのスムーズな進
行に努めます。
こんな人はぜひ
チャレンジしよう

身につく力

統率力

判断力

責任感

主体性

計画力
コミュ二ケーション力

●

小さな仕事をコツコツできる人

●

意見を主張するのが苦手な人

留学生チューター

留学生の生活支援や楽しいイベントを企画
新しく入学してきた留学生
が、日本で充実した大学生
活を送れるよう支援します。
一人の留学生につき二人の
チューターが担当となり学
習面や生活面などの相談
に応じます。
また、
親睦会や
イベントを企画・実行する
のも大切な役割です。
こんな人はぜひ
チャレンジしよう

身につく力

協調性

判断力

責任感

主体性

計画力
コミュ二ケーション力

●

人見知り、恥ずかしがり屋な人

●

アジアからの留学生と交流したい人

オープンキャンパス

学外（宿泊）研 修プログラム

大商大ビジネス・アイディアコンテスト

交流イベント

年間に渡り、
高校生を対象
に大商大の魅力を発信。
キャンパスツアーやランチ
体験など、
キャンパスライ
フが味わえるイベントが
盛りだくさんです。

オリエンテーションの一
環として宿泊を伴う学外
研修を実施。多彩なレク
リエーションの中で、4年
間ともに過ごす仲間との
交流を深めます。

新しいビジネスモデルや
商品などを考える、企業
とも連携した取り組み。
社会に出てからも役立つ
企 画 力やプレゼンテー
ション力を養います。

春 の 懇 親 会やスポーツ
大会、クリスマス会など、
年に数回チューターが企
画するイベントを実 施。
国境を越えて絆を深めら
れます。

02

学生スタッフ

オープンキャンパス当日は、毎回キャンパスツ
アーや相談会で大忙し。それでも来てくれた方
に「ありがとう」と言ってもらえると、疲れも忘れ
てしまうくらい嬉しいです。今でこそ、自信を持っ
て来場者を案内していますが、１回生の頃はそこ
までコミュニケーション力が高くなく、消極的な
性格でした。そんな弱点を克服できたのも、学生
スタッフとしての 研 修をこなしてきたおかげ。
積極的に発言する姿勢や相手に伝わりやすい
話のしかたを学び、人と接することの楽しさに
気づきました。最終学年となった今、やりがいを
感じるのは後 輩の成 長を見ること。日々少し
ずつ成長していく様子に頼もしさを感じます！

大商大ビジネス・アイデアコンテスト

学生運営委員

大商大ビジネス・アイディアコンテスト
の最終プレゼンテーションは、年に
一度開催されます。出場者がより良い
パフォーマンスを行うために、そして
来場者に楽しんでもらうために、本番
当日の運営スタッフは緊張感を持って
各自の仕事に当たります。そんな中、
いつも心がけていたのは、
相手の立場
になって考える「他者意識」の姿勢。
例えば、出場者が舞台に立って話す
際、その人の身長に合わせて一番声
が通る位置にマイクをセットしたり、

動画撮影の仕事を引き継ぐ時に細か
く操作方法を教えたり…。
また、
統括
の仕事も任されていたので、
自分の仕
事だけでなく他のメンバーが今何を
しているかはしっかり頭 に入れて
動いていました。
高校時代は人のこと
を考えて動く経験があまりなかった
だけに、この 活 動を経て実 践 的な
リーダーシップを身につけられたのは
大きなメリットです。
人を束ねる力や、
相手を思いやる姿勢は、社会に出て
からも大切にしたいと思います。

アイディアが企業に
採用されれば、商品化も
夢じゃないんだよ

人の意見を聞くことが
スキルアップのカギ。
何でも言い合える
親友もできました

昨年のオープンキャンパスの様子

北田 るあさん

経済学部 経済学科 4年
大阪府立美原高等学校 出身

イベントを円滑に進行するコツは
思いやりを持って動くこと。
" 他者意識 "の大切さを学びました

学生スタッフになったきっかけは、
オー
プンキャンパスでの出会い。明るく楽
しい雰 囲 気に魅せられ、自分もこの
活動に打ち込みたいと思ったという。

学生サポーター

2年間、学生サポーターとしての経験
を積んで成長したなと思うのは、人と
人をつなぐ「対話力」です。初対面の
新入生同士の仲をいかに取り持つか
を常に考えて行動できるようになり
ました。例えば、新入生同士だとなか
なか 会 話が 続かないことがあるの
で、学生サポーターが間に入って話を
することもよくあります。そんな時は
自分が話の中心になるのではなく、
話を広げる役に徹するよう意識して
います。そうすると、僕がいなくても

2人で仲良く話せるようになっている
ことが多いんです 。最 初は口 下手
だった新入生たちが、オリエンテー
ションの 最 後には「 同じ授 業 取ろ
う！」と言い合うまでに親しくなって
いるのを見ると、
やりがいや安堵感で
いっぱいになります。将来は、学生
サポーターで身についた力を活かして
教職を目指したいです。子ども同士
が良い関係を築ける環境を作り、
一人
ひとりの良いところを見つけてあげら
れる先生になるのが目標なんです。

ビジネスアイディア甲子園の交流会にて

廣瀬 由幸さん

総合経営学部 経営学科 4年
大阪商業大学高等学校 出身
自身もビジネス・アイディアコンテストの参加者だった
ことをきっかけに運 営 委員に参 加。高 校 生 対 象の
ビジネスアイディア甲子園では司会進行も担当。

留学生チューター

もともとK-POPが好きで、韓国語や中国語を学
んでみたいと思っていたので、アジア系の留学生
と交流できるチューター活動はとても興味深い
ものでした。ただ、あまり積 極 的な性格ではな
かったので心配もあったのですが、違う国から来
た留学生の心細さに比べたらと思うと、
「 私から
話してあげないと」と考えるようになったんです。
年に数回あるイベントはチューターが企画するの
ですが、留学生が楽しそうに参加していたり、イ
ベントを通じてチューターでない一般の学生と
も交流していたりするのを見るとすごく嬉しいで
すね。留学生だけでなく、私たちも友達の輪が広
がり、毎日が充実しています。

一年生全員で、
福井県のあわら温泉に
行ったよ！

少しずつ親しくなっていく
新入生を見守ることが、
やりがいと楽しさです

学外研修で座禅体験

衣本 裕介さん

総合経営学部 経営学科 4年
兵庫県立龍野北高等学校 出身
2、3年生の時に学生サポーターに参加。2年目
は、
クラス担 当だけでなく運 営にも携わること
で、全体を見ながら動く力も身についたそうだ。
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チューター企画のクリスマス会を開催

私たちが考えたイベントで
だんだん笑顔が増えていく
留学生を見るのが嬉しい！

岡村 優希さん

総合経営学部 経営学科 3年
香川県立飯山高等学校 出身

活動を通じて協調性やコミュニケー
ション力がUP。意見交換の場として
SNSを活 用するなど、
チューター間
のまとめ役としても活躍している。

04

2 0 1 8 年 度就職行事カレンダー
全学年

聞いて みま し た ！

job hunting headline

卒業生の就職活動体験談

キャリアサポート室では、就職活動において
「自分

を持って何かに挑戦する経験をしていただきたい

を深め、職業観を育むことができます。
「自分を深く

にとっての優良企業を探す」
ように呼びかけてい

と思います。低年次からクラブ活動・留学など自分

知り、適性にあった仕事を見つけること」
と
「業界・

ます。仕事内容や自分の適性を理解したうえで

の興味・関心があるものに積極的に取り組むこと

仕事内容に対する理解をしっかり行うこと」
が

就職活動を行い、長期にわたって活躍できる就職

は、
自分の新しい一面を知るきっかけとなります。

納得のいく就職活動に繋がります。
まずは、
もうすぐ

先を見つけることが
「楽しい生き方」
に繋がると考

また、
インターンシップや大人と話そう会など仕事

始まる夏期休暇にて、何か一つでもチャレンジ

えています。
そのためにも、大学生活の中で目的

や社会を知るイベントに参加することは、
仕事理解

するように促してあげていただきたいと思います。

話を伝えるには、内容だけでなく表情も大切。
先生の細やかなアドバイスに感謝しています。
大学で開講している特訓講座は、就職活動のプロから直接指導が受けられ
るので、内容の濃い自己PRの書き方や、面接時の実践的な受け答えを習得
できました。特に、先生に指摘された「常に笑顔でいることが、場合によって
は話を伝わりにくくしてしまう」
ということは、
自分では気づかなかったので驚き
ましたね。以来、面接に挑む時は表情

1

年生

2

年生

3

年生

活動に関する情報を集めることもお奨めします。

大人と話そう会

1年生対象

・11日（水）／昼休み
夏休みの過ごし方ガイダンス… 7月10日（火）

全学年対象

大人と話そう会… 随時開催

平成28年5月

進路登録確認…

平成28年6月

年生

2年生
5月15日（火）〜6月15日（金） 集中個別面談（2年生全員対象）
1月8日（火）〜11日（金） ガイダンス「就活準備」

特訓講座に参加

●

●

7社エントリー
（株）三井住友銀行にエントリー。
WEBテストを受ける
集団面接（一次）、
個人面接（複数回）
内定

インターンシップ報告会

後輩のみなさんへアドバイス

9月25日（火）〜28日（金）

社会人に必要なコミュニケーション力は、積極
的に幅広い年齢層の方と話すことで鍛えられ

就職活動目前の時期にキャリアカウンセラーとの個別面談を実施いたします。
就職活動に関する相談を行うことで、不安や悩みの解消を目的としております。

書類選考から面接まで、一通りの就職活動の流れを経験し、
新たな悩み・課題が見えた方も多いのではないかと思います。
キャリアサポート室では履歴書添削や相談を随時受け付けて
おりますので、就職活動で悩んだ時はいつでも相談に来てくだ
さい。
また、学内合同企業セミナーには毎回採用意欲の高い
優良企業の方にお越しいただいています。積極的に参加するこ
とで、
自分の軸と合った企業を見つけましょう。

就活合宿

ます。私は大学時代に体育会本部の委員長を

面接対策講座

務めていたおかげで、学生や職員の方の意見
を聞いてまとめたり、相手に伝えるといった力

学内合同企業セミナー…

が身につきました。仕事でもさまざまなお客様

7月25日(水)、10月3日
（水）、10月31日(水)、11月28日(水)、

と接する機会が多いので、物怖じせず話せるス

12月12日(水)、1月23日
（水）、

キルは今も役立っています。

2月25日
（月）

学内単独企業
セミナー… 随時開催

ガイダンス「夏休みの過ごし方」

●

3年生
4月 ビジネス・インターンシップ説明会
5月8日（火）〜11日（金） ガイダンス「就職活動スタート」
5月29日（火）〜6月1日（金） ガイダンス「就活の進め方」
6月4日（月）〜7月6日（金） 自己分析講座、履歴書作成講座
7月10日（火）〜13日（金） ビジネスマナー講座
9月25日（火）〜28日（金） 進路登録確認
10月22日（月）〜11月28日（水） 集中個別面談
11月17日（土）
・18日（日） 就活合宿（自己分析・業界研究）
12月4日（火）〜12月7日（金） ガイダンス「業界・企業研究」
12月18日（火）〜21日（金） 面接対策講座
1月8日（火）〜11日（金） グループディスカッション対策講座
1月16日（水）〜18日（金） 筆記試験対策講座クラス分けテスト
2月7日（木）〜8日（金） ビジネスマナー講座
2月13日（水）
・14日（木） 筆記試験対策講座
2月18日（月）〜20日（水） SPI模試
2月19日（火）
・20日（水） リクルートメイク講座
3月5日（火）〜7日（木） 学内合同企業セミナー
3月19日（火）〜22日（金） 学内合同企業セミナー
●

●

●

●

集中個別面談… 10月22日（月）〜11月28日（水）

4

7月10日（火）
・11日（水）

3年生の夏に是非チャレンジしてほしいことは
「インターンシップ」
です。興味のある企業で就業体験を

活動に対する万全の準備を進めていきます。

就活において大切なことを伝えるセミナー）

成長できるよう頑張りたいです。

平成28年3月

後はキャリアサポート室で開催する集中個別面談や就活合宿・面接対策講座等を受けることで、就職

●

1年生

平成27年11月

ミスマッチの軽減にも繋がるため、時間のある夏休みに参加するように促してあげてください。夏休み

●

●

資格取得も視野に入れ、一日でも早く

山口さんの内定獲得まで

行うことにより、仕事の楽しさや適性を知ることができ、就職先を決める絶好の機会となります。入社後の

7月13日（金） Uターン就職セミナー
8月 企業見学会
10月〜1月 内定者と話そう会（4年生内定者から

●

業務を担当中です。今後はFPなどの

ます。
キャリアサポート室で開催する
「大人と話そう会」
などに参加することで、働くこと・就職

1〜3年

●

事内定をいただき、現在は銀行の窓口

目的を持って全力で取り組んだ経験は納得のいく就職活動をするための大きなポイントとなり

大人と話そう会

（実社会で活躍されている方を招き、
ざっくばらんに
お話しをしながら社会人基礎力を学んでいく座談会）

●

すく話を伝えられるようになりました。無

資格取得・語学留学など、興味・関心のあることに挑戦するようにご子女に奨めてください。

資格講座説明会

●

●

たことで、面接官の方に、
よりわかりや

動では大学時代に取り組んだことを通して自身をPRするため、1・2年生のうちはクラブ活動・

●

12月17日（月） Uターン就職セミナー
1月16日（水） Uターン就職セミナー
2月6日（水） 二大学合同業界・企業研究セミナー
2月8日（金）〜9日（土） 業界・企業研究セミナー

にもメリハリをつけて発言するようにし

就職活動で苦労する学生の多くは、大学生活の中で何も取り組んでいない方です。就職活

4月
6月〜1月

●

●

●

●

●

●

●

●

山口 美佳さん
総合経営学部 経営学科 平成29年3月卒業
（株）三井住友銀行 天王寺駅前支店 勤務

業界企業研究セミナー

●

●

●

●

●

●

Uターン就職支援について
「生まれ育った町で働きたい」
と考えるUターン就職
を希望する学生を対象に、Uターン就職ガイダンス
を開催します。各地方自治体の方にお越しいただ
き、地域就職のノウハウや役立つアドバイスをお伝
えします。1年生から3年
生まで参加できるイベン
トであるため、Uターン就
職を考えている場合は
ぜひご参加ください。
［1年生〜 3年生対象］

Uターン就職ガイダンス・セミナー

7月13日
（金）
・12月17日
（月）
・1月16日
（水）
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4年生

《平成29年度就職実績報告（平成30年4月1日現在）》
就職率

95.11,774
1％

（求人件数

22.8%

情報・通信業
サービス

20.4%

卸売

16.3%

製造

建設

倍
14.19
1.78

倍）

5.3%

金融・
不動産
保険

8.7% 6.7% 5.8% 5.4%

4.8%
教員 0 .6%

件）

求人倍率

（全国平均

小売

0.3%
2.9%

農林・漁・鉱
公務員

【業種別就職状況】

運輸・旅客

北海道

【地域別就職状況】
近畿

65.4%

卸・小売／青山商事（株）／アシックスジャパン（株）／イオンリテール（株）／ウエルシア薬局（株）／エスフーズ（株）／
榎本薬品（株）／大阪ガスＬＰＧ（株）／（株）コロンビアスポーツウェアジャパン／サントリービバレッジサービス（株）／
生活協同組合 おおさかパルコープ／（株）ツルハ／（株）ニトリ／（株）ビームス／（株）万代／トヨタカローラ南海（株）／
（株）ヨドバシカメラ／（株）ライフコーポレーション／（株）LIXILトータル販売／（株）ローソン／渡辺パイプ（株）
● 製造／
（株）伊藤園／コタ（株）／積水化成品工業（株）／タニコー（株）／パナソニック（株）／フルタ製菓（株）／文化シャッター
（株）／（株）湯山製作所
● 建設・不動産／
（株）一条工務店／伊藤忠アーバンコミュニティ
（株）／積水ハウス（株）／大和ハウス工業（株）／近鉄不動
産（株）／住友不動産販売（株）／タマホーム（株）／（株）テクノ菱和／東急リバブル（株）／三菱ＵＦＪ不動産販売（株）
● 運輸・旅客／アートコーポレーション
（株）／大阪市高速電気軌道（株）／（株）サカイ引越センター／大和物流（株）／西日本
旅客鉄道（株）／日本郵便（株）／（株）日本旅行
● 金融・保険／ＳＭＢＣ日興証券
（株）／大阪信用金庫／岡三証券（株）／（株）関西アーバン銀行／（株）近畿大阪銀行／
神戸信用金庫／（株）佐賀銀行／（株）大正銀行／（株）第三銀行／（株）中国銀行／（株）徳島銀行／（株）百十四銀行／
（株）三井住友銀行／（株）ゆうちょ銀行
● サービス／会計事務所／
（株）学情／京阪ホテルズ＆リゾーツ（株）／(独)国立病院機構／（株）ジュピターテレコム／
（株）スタジオアリス／（株）ソフトウェアサービス／税理士事務所／綜合警備保障（株）／（株）ダスキン／ディップ（株）／
東洋テック（株）／（株）ネオキャリア／農業協同組合／（株）マイナビ
● 公務員・他／尼崎市消防局／泉大津市役所／大阪市消防局／大阪府警察／教員／刑務官／兵庫県警察／防衛省自衛隊
●

関東

20.7%

0.1% ・ 海外 0.1%
北陸 0 .5%
中部 中国 四国

5.3% 3.6%2.8%
九州・沖縄

1.3%
0.2%

東北

4月〜6月 学内合同企業セミナー
6月19日（火）〜7月13日（金） 集中個別面談
7月25日（水） 学内合同企業セミナー
10月3日（水） 学内合同企業セミナー
10月31日（水） 学内合同企業セミナー
11月28日（水） 学内合同企業セミナー
12月12日（水） 学内合同企業セミナー
1月23日（水） 学内合同企業セミナー
2月21日（木） 内定者ガイダンス
2月25日（月） 学内合同企業セミナー
随時 学内単独企業セミナー
●

●

●
●

●
●
●

●
●

●

●

※日程・内容などは、追加・変更になる場合があります。
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event close up

3

（6月1日現在）

課外活動で
自己成長を目指す！

1

リレー」
「
、連続跳びぬけジャンプ」
の4種目に取

馴染むよう5日間の新入生オリエンテーション

神妙な面持ちで取組んでいました。座禅体験を

り組みました。館内には、前日の静けさとは違

を実施いたしました。学内では大学生活や履修

した新入生からは「気が引き締まった」、
「良い

い、クラスで協力し合い笑顔でレクリエーショ

についての説明や新入生同士が自分自身を紹介

思い出になった」との感想も聞かれ、この体験

ンに取組む元気な姿が見られ、クラスの仲間

しあう「自己紹介プログラム」を実施し、交流を

は生涯心に残るものになったのではないでしょ

意識が深められた時間となりました。
なお、
これ

深めました。そして、4月6日（金）
・7日（土）に

うか。なお、この様子は地元の福井放送や毎日

らの各種目で跳んだ回数やリレータイムで点数

は、学外（宿泊）研修プログラムとして、新入生、

新聞（福井県版）でも紹介されました。その後、

が付けられ、上位1位から8位のクラスには賞

学生サポーター、
教職員など約1,400名が30台

宿泊先であるあわら温泉の旅館にて、夕食後、

状と賞品（リアクトカフェ食事券）がクラス全員

のバスに分乗し、福井県での一泊二日の研修

クラス別にゼミ担当教員によるゼミナールⅠＡ

に配られ、大いに盛り上がりました。本学として

に向いました。
初日は、
越前市にあるサンドーム

の講義が行われました。
学修面でも有意義な大

は、
5日間の新入生オリエンテーションが、友人

福井にて曹洞宗の 僧侶17名の協力のもと、

学生活を過ごすには、どのような学修スタイル

作りや大学生活へスムーズに移行できる契機

新入生、学生サポーター、教職員一同が20分

を確立すべきかを教員がQ＆A形式を用いて判り

となればと考えております。今後は、建学の理

間の座禅に取り組みました。目を閉じて座禅に

やすく説明されました。
翌日は、
再びサンド−ム福井

念「世に役立つ人物の養成」を礎にしながら、

ウエイトリフティング部

集中する学生の後ろを歩く僧侶が、心の乱れ

に戻り、身 体活動を通した仲間気づき・仲間

それぞれが目標を持って充実した大学生活を

が表れた者や自ら申し出る学生の背中を警策

づくりをテーマに、
「みんなでロールジャンプ
（大縄

送り、社会で大いに活躍する人間に成長してほ

（けいさく）
で叩きました。
広いド−ムには、
いたる

跳び）」、
「フラフープリレー」、
「ジャンボボール

しいと願っております。

第34回関西学生選抜ウエイトリフティング選手権大会
・56kg級 優勝 東野凌大さん
（公共経営3年）
・62kg級 準優勝 吉﨑優太朗さん
（公共経営3年）
・77kg級 優勝 一瀬駿さん
（経済3年）
・85kg級 3位 吉川敦啓さん
（公共1年）
・優秀選手賞 東野凌大さん
（公共経営3年）
・最優秀新人選手賞 吉川敦啓さん
（公共1年）
第64回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会
・56kg級 優勝 東野凌大さん
（公共経営3年）

連 続 飛び抜け
◀ジャンプ

ところで警策（けいさく）の音が響き渡り、一同

TOPIC

▲座 禅体 験

ジャンボ
ボールリレー▶

◀

ゼミナールⅠA

式を行いました。成績優秀者となった2〜4年

用にします」
など、受賞の喜びを語っていました。

人 物 の養 成 」に適う事 業の一 環として、勉 学

生までの計 6 0 名の学 生に、片 山 副 学 長より

今後も益々のご活躍を期待致します。

奨学金15万円が授与されました。授賞式では
片山副学長から
「努力を認められたことの表彰、

これは、本学学生の保護者および建学の精神

その先が大切」
と激励の言葉があり、
これに対し

に賛同する方々からの協力費（教育後援協力

各学年の奨学生代表者は、
「読書が趣味なの

費）
によって成り立っている事業です。

で書籍を購入し、更に知識を深めます」
「 警察

今年度は6月13日
（水）
のお昼休みにユニバー

官を目指しているので、
その対策や受験費用に

シティホール蒼天にて、成績優秀奨学金授与

します」
「新たに資格講座を受講するための費

いました。その甲斐あって、クラブ団体に加わった新入
部員は計401人
（２年生24名、
３年生5名含む）となり、

硬式野球部

空手道部

ソフトテニス部

ウエイトリフティング部

バレーボール部

準硬式野球部

5月1日現在の全クラブ生数は、1,254人（統括・独立
団体158人、体育会系クラブ700人、文化会系クラブ
396人）となりました。課外活動は、色々と「気づき」を
与えてくれます。大いにチャレンジし新たな自分を発見
していただきたいです。保護者の皆様の温かいご支援
をよろしくお願いいたします。

バレーボール部

剣道部
第66回関西学生剣道選手権大会
・1回戦敗退 森嶋充貴さん
（経済3年）
・1回戦敗退 脇田泰明さん
（商3年）

第68回関西学生柔道優勝大会
・男子団体1部 Bトーナメント ベスト8

準硬式野球部

空手道部

阪神六大学準硬式野球連盟春季リーグ戦
優勝
（5季ぶり66回目）
・最多勝利投手 松田紳吾さん
（商4年）
・最優秀選手賞 松田紳吾さん
（商4年）
・本塁打王 中村雅希さん
（経営3年）
・ベストナイン
（投手） 松田紳吾さん
（商4年）
・ベストナイン
（捕手） 池上正樹さん
（経済2年）
・ベストナイン
（外野手） 山田慎士さん
（公共経営4年）
第70回関西地区大学準硬式野球選手権大会
・ベスト4

大阪府民体育大会兼第73回国民体育大会大阪府選考会
・成年男子ライトフライ級
優勝 藤田龍馬さん
（公共1年）
・成年男子バンタム級
優勝 池側純さん
（公共経営3年）

フィールドホッケー部
関西学生ホッケー春季リーグ
・男子3部 4位

ライフル射撃部
「第65回春季全関西学生ライフル射撃選手権大会」
5/2（水）
〜4（金・祝）
・10mS60M 64位 林壱剛さん
（経営2年）

陸上競技部

ソフトテニス部
関西学生ソフトテニス春季リーグ戦
・男子2部 3位

硬式野球部
関西六大学野球春季リーグ戦
・優勝
（4季連続17回目
（旧リーグを含む）
）
第67回全日本大学野球選手権大会出場権獲得
（2年連続9回目）
・最優秀選手賞 小野寺暖さん
（商3年）
・最優秀投手賞 大西広樹さん
（公共経営3年）
・首位打者 太田光さん
（公共経営4年）
・ベストナイン
（投手） 大西広樹さん
（公共経営3年）
・ベストナイン
（捕手） 太田光さん
（公共経営4年）
・ベストナイン
（一塁手） 植田匡哉さん
（経済3年）
・ベストナイン
（外野手） 小野寺暖さん
（商3年）
・ベストナイン
（外野手） 植田勝至さん
（公共経営4年）
・担当記者クラブ賞 太田光さん
（公共経営4年）
・特別賞 植田勝至さん
（公共経営4年）

大会情報 など
詳細をチェック！

関西大学バレーボール連盟男子春季リーグ戦
・1部 9位

ボクシング部

柔道部

関西学生春季テニストーナメント予選
・男子ダブルス 2回戦敗退
松本海斗さん
（経済3年）
・下野間優作さん
（経営3年）
・女子ダブルス 2回戦敗退
吉村実久さん
（公共経営4年）
・神尾有咲さん
（商2年）

本 学では、建 学 の 理 念である「 世 に 役 立 つ
意 欲が 高く、成 績が 優 秀な学 生を支 援する

の間に各クラブ団体が積極的にクラブ勧誘に励んで

硬式庭球部

2

ための成績優秀奨学金制度を設けています。

が盛大に行われ、翌日から翌週１６日までの約１週間

第52回関西学生空手道個人選手権大会
・男子組手競技-60kg級 ベスト8 入江大地さん
（公共経営2年）
・男子組手競技-67kg級 ベスト8 山下大幹さん
（経済3年）
・男子組手競技-67kg級 ベスト8 大井翔伍さん
（商3年）
第56回西日本大学空手道選手権大会
・男子団体組手 ベスト8

みんなで
協力しあって、
楽しそうだね～

日本拳法部

本年度も、
4月9日
（月）
に新入生を歓迎する
「いぶき祭」

本学では、本年度も新入生が大学生活に早く

◀あわら温泉キャラクター
湯巡権三

各 クラブ 健 闘 しました

卓球部
関西学生卓球春季リーグ戦
・男子2部 6位
・2部-3部入替戦 敗北
（3部降格）

日本拳法部
第22回西日本学生拳法選手権大会
・男子団体1部 予選リーグ敗退

第95回関西学生陸上競技対校選手権大会
（トラック＆フィールドの部）
・男子2部100m
予選敗退
（予選4組6位） 鷲見元輝さん
（経済2年）
・男子2部200m
予選敗退
（予選4組5位） 鷲見元輝さん
（経済2年）
・男子2部400m
予選敗退
（予選3組6位） 植田司朗さん
（公共経営4年）
・男子2部走幅跳
決勝22位 大河晃基さん
（経済4年）
・女子100mH
予選敗退
（予選3組7位） 今村未佳さん
（商3年）

囲碁・将棋部

バスケットボール部
第45回関西学生バスケットボール選手権大会
・ベスト16

◆

WEBページ

◆

商大スポーツ

【将棋】春期個人戦本戦
・1回戦敗退 喜多正太郎さん
（経済4年）

http://ouc.daishodai.ac.jp/club

毎年7月、
１月（年２回）発行のスポーツ新聞！学内で配布します!
◆

闘え！商大！メールマガジン
クラブシーズン中、毎週月曜配信。登録無料！
講読申込は、WEBページかQRコードから！

▲成績優秀奨学生
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図書館利用のご案内

「日本の囲碁史と文化展（仮）」を開催します！

学生定期健康診断について

アミューズメント産業研究所は、遊びや余暇産業に関する研究を多面的

図書館では、授業のカリキュラムに沿った専門書を中心に、話題本や資格・

本学では学校保健安全法に基づき、毎年3〜4月に全学生に対し定期健康

に行なう日本で最初の大学研究機関です。
「開かれた大学」及び地域貢

就職関係図書、情報誌など幅広く所蔵しています。なかでも学生スタッフに

診断を実施しています。平成30年度の学内での受診率は4月末時点で

献の一環として、収集した研究所所蔵資料を広く一般に公開するため、

よる店頭選書ツアーで購入した図書に人気があります。また、2階フロアに

94.5%です。
まだ248名程度の未受診者がいます。健診結果で所見の認められた学生、

毎年特別展示を企画・開催しています。

てテーマ展示「似たりよったり本特集」
（6/29〜）
・
「たまには、静かに本で

および未受診の学生に対し、呼出し
（S‐Navi！での掲示・通知、電話など）
を行なっています。

日本には古墳時代に伝わったとされる囲碁。今回の特別展示では長い

も読んで。」
（ 9/21〜）
・
「広告が伝えること - 広告の歴史を通観する -」

ご子女が有所見又は、未受診の場合は、至急保健室まで来るようにお伝えください。

（11/2〜）も開催していますので是非ご覧ください。さらに、特別企画として

ように結びついていたかを紹介します。井山裕太七冠（東大阪市出身）

NHK連続テレビ小説「まんぷく」の関連本（大阪の食に関する資料）を展示

に関するコーナーも開設予定。

した「食い（杭）倒れ！大阪」
（10/1〜3/30）を開催します。保護者の皆様

イベント：期間中に関連講座を開催します（申込制）。
期 間：秋期
（詳細時期はホームページ等でご確認ください）
場 所：学術センター U-BOX アミューズメント産業研究所展示室
入場料：無料
お問い合わせはアミューズメント産業研究所まで 06-6618-4068

も、下記の手続きにより利用が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用登録時には
次の3点が必要です

①公的機関発行の身分証明書（現住所が確認できるもの）
②写真（横3cm×縦4cm、返却しません）
③年間利用登録料1,000円

開館時間

月〜金
通常授業時

ウォーミングアップ週間
（授業・試験の準備期間）
夏期・冬期・春期休業期間

土
9：00〜18：00

8：00〜22：00

（

20:00以降
2階のみ

）

8：00〜22：00

（20:00以降2階のみ）

9：00〜18：00

7月31日
（火）〜8月7日
（火）の期間で2018年度前期定期試験を
行います。試験に関する注意事項や試験の時間割は、試験期間の

S-Navi！
（パソコン版のみ）
で行います。保護者（保証人）
の皆様には、

１つ
（いずれも原本）※申請用紙は学生生活課カウンターにございますので、①、②をご持参いただいた

（2階のみ）

閉

際に本人にご記入いただきます。

館

2階AVコーナーに設置している視 聴覚（AV）機 器を、15ブースすべて
Blu-ray対応プレーヤーとワイド型モニタにリニューアルしました。視聴覚
資料も毎年約100本の新作を購入し、最新作をどんどん追加しています。
［お問い合わせ先］図書館事務室
06-6781-5280
lib@oucow.daishodai.ac.jp

学費の納入をチェック！
！

9月下旬に別途、成績通知書を郵送し

学費の納入は、口座振替（口座引落）
で、後期納入期日は10月29日です。
口座振替通知を7月に保証人の方へ送付します。下記の期日に口座振替を

会の際にも具体的にお話しできますの

行いますので、納入期日の前日までに口座残高のご確認をお願いします。
後期納入期日

しいただく際は、下記のものを持参させてください。

9：00〜18：00

ます。単位取得状況などは、教育懇談
で、皆様のご参加をお待ちしています。

ことができます。希望される場合は、
ご子女に学生生活課まで行くようお伝えください。お越
①学生証 ②年金手帳、基礎年金番号通知書、
マイナンバーカード、通知カードのいずれか

およそ2週間前に教務課の掲示板やS-Navi！などでお知らせします。
また、学生への成績発表は9月15日
（土）〜9月28日
（金）の期間に

本学は、平成30年1月15日付で、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されま
した。これにより、20歳を超えた方で国民年金の学生納付特例を、大学を通じて申請する

日・祝

視聴覚
（AV）
機器を更新しました！

前期定期試験のお知らせです

国民年金保険料 学生納付特例申請について

2018年10月29日
（月）

エコ活動に取り組んでいます！
本学では、
エコ活動の一環として2018年度もクールビズを実施しています。5月1日
（火）
〜10月31日
（水）の冷房期間中、冷房設定温度を28℃としています。対象となる施設
は、講義室・GATEWAY・蒼天・Re/Ra/Ku・ラビックホール・S-terrace・研究室・リアクト・
各事務室などです。期間中の男性職員の服装は、
クールビズスタイル
（ノーネクタイ）
にな
ります。
また、全国的に求められている節電に協力するために、
キャンパス全体の節電にも
積極的に取り組んでいます。本学へお越しの際はご理解とご協力の程お願いします。

2017年度
クールビズ・節電実施
による成果

・削減されたガス量：原油に換算して14.0kl（ドラム缶70本分）
・削減されたCO2量：25.0t
（これは杉の木が1年間に吸収する量に換算して1,786本分）

留学したい学生・国際交流に
関心のある学生を支援します！
本学では、学生のニーズに応じた様々な留学支援を行っています。ユニバーシティ・コモンズ
リアクト内にある総合交流支援課では海外留学相談を随時受けつけています。本学の

Q . 何を教えているの？
総合経営学部 経営学科

林 幸治

先生

（専門：財務管理論 中小企業金融 経営分析論）
【血液型】O型 【星座】いて座
【性格】ざっくばらん 前向き
【趣味】銭湯巡り Ｂ級グルメ ミュージカル鑑賞

留学制度が分かる
「海外留学ハンドブック」
を配付しており、
リアクト内の留学関連資料は
自由に閲覧できます。
また、留学に関する

企業がどのように資金調達し、資金をどのように投資・回収し、リターンを配

相 談 会や留 学 経 験 者の報 告 会として

分するかについて研究する財務管理論が専門です。特に中小企業を対象と

「留学アワー」
を定期的に開催していま

し、中小企業の資金調達の現状や抱えている課題について講義しています。

す。その他国際交流の取り組みとして、
本学で学ぶ外国人留学生の学習や生活

Q . 学生に身につけてほしいことは？

を支援する「 留学生チューター制度 」、
また海外協定校から交換留学生の受け

物事を多面的にとらえて論理的に自分の考えを持ってほしいで

入れも行っています。

す。色々なことに関心をもって自ら調べたり出かけてみたりと、
自

お問い合わせは、
リアクト北館2階総合交流支援課まで。 06-6785-6286

分の目で見て、肌で感じられるような行動力を培ってほしいです。

Q . 将来、学びが社会にどう役立つ？
中小企業と金融機関の関係はテレビドラマにもなるくらい実は
身近な存在です。講義で学んだことは、中小企業のニュースや
トピックスを理解するうえで一助になります。

サポート学習、楽習アワーのご案内
基礎学力の向上や学習意欲の促進のためにサポート学習、
楽習アワー
という講座を開催しています。学力に不安を感じる人、授業での疑問
点を解決したい人はぜひ参加してください。簿記講座、英語講座、数学
よろず相談、パソコン講座、
ライティング講座、学習よろず相談などがあります。予約不要・
全学年対象・無料です。詳細は6号館1階の学習サポート事務室までお問い合わせください。

2018年 7月〜2019年 1月

歴史と伝統を持つ盤上遊戯に関する資料を展示し、囲碁と社会がどの

Campus Schedule

information

←ハサミなどで切り離していただき、
目に留まるところに貼ってご活用ください。
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7月15日
（日）
・22日
（日）
オープンキャンパス
7月16日
（月・祝）
月曜日通常授業
7月31日
（火）
〜8月7日
（火）
前期定期試験期間
（日曜を除く）
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8月5日
（日）
・11日
（日）
・19日
（日）
・26日
（日）
オープンキャンパス
8月8日
（水）
〜9月20日
（木）
夏期休業期間

9

9月6日
（木）
成績発表
（前期卒業対象者のみ）
追・再試験受験料納入手続日
9月10日
（月）
〜12日
（水）
追・再試験期間
9月15日
（土）
成績発表
9月16日
（日）
・23日
（日）
教育懇談会
（本学9/16・各地方9/23）
9月19日
（水）
学位記授与式
（前期卒業）
9月20日
（木）
前期終了
9月21日
（金）
後期授業開始
9月21日
（金）
〜9月28日
（金）
後期履修登録期間
（履修登録修正日含む）

9月24日
（月・祝）
月曜日通常授業
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10月8日
（月・祝）
月曜日通常授業
10月27日
（土）
〜10月28日
（日）
御厨祭
（大学祭）
10月27日
（土）
第16回
大商大ビジネス・アイディアコンテスト
10月29日
（月）
後期学費納入期日

11
12
1

11月23日
（金・祝）
金曜日通常授業
12月23日
（日）
〜1月5日
（土）
冬期休業期間
1月5日
（土）
〜7日
（月）
修士論文受付期間
（日曜を除く）
1月7日
（月）
後期授業再開
1月16日
（水）
学長褒賞式

1月19日
（土）
・20日
（日）
大学入試センター試験
（学内立入禁止）
1月25日
（金）
〜2月2日
（土）
学年末定期試験期間
（1/26
（土）
・1/27
（日）
除く）
※日程・内容などは、変更になる場合があります。
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