
大 商 大の保 護 者 向け情 報 誌

前回号（Vol.20号）の
保護者ご意見、ご感想紹介

【個人情報の取り扱いについて】
お預かりしました皆さまの個人情報は、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。

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
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
個別に説明します。教職員と保護者の方 と々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。保護者の皆さまのご参加をお待ちしています。

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、
そして保護者の皆さまの“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。

9月15日（日） 本学

9月22日（日） 福井　名古屋　岡山　広島　高松　松山　高知

日程 地域

申込締切  7月13日（土）必着

保護者の皆さまからご意見・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。

同封のアンケート用紙（宛名が印字されています）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。

①アンケート用紙を郵送（切手不要）

06-6785-6156
同封のアンケート用紙（宛名が印字されています）に、必要事項をご記入の上、
上記FAX番号へご返送ください。

②アンケート用紙をFAX

pitariの
バックナンバーは
HPをご覧ください。

大商大 検索

2019
Ju ly
vo l . 21

〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10
06-6782-2297（学生生活課直通）
06-6785-6156
https://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。

将来の夢は？

今、夢中になっていること

お世話になっている先生へ

両親への思い

大学の良さを教えて！経済学科
経営学科・商学科・公共経営学科
公共学科

【 経 済 学 部 】
【総合経営学部】
【 公 共 学 部 】

URL
FAX
TEL

pitari［ピタリ］vol.21
2019年7月発行

Question!

大学からのお知らせイベント
クローズアップ

教えて！○○先生

就活ヘッドライン
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教育懇談会について

アンケートにお答えください。
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回答締切
8月31日（土）
必着
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商大スクープ

O s a k a   U n i v e r s i t y   o f   C o m m e r c e

https://ouc.daishodai.ac.jp

● 楽しみに読ませていただいております。
● 資格の合格率がわかるといいと思います。
● 初めて読みましたが、大学を身近に感じ
　られておもしろかったです。
● 字がやや小さい気がしました。
● 行事の予定をもう少し詳しく教えて
　ほしい。
● 大学の情報を知ることができ、子供との 
　会話に役立てています。
● 学生の1日のスケジュールが知りたい
　です。

その他に多くのご意見をいた
だいております。皆さまからの
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。
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オリンピックイヤー目前！ 
 世界レベルのスポーツ教育に密着！

硬式野球部

大商大出身・オリンピック経験者の植田辰哉先生に
大商大のスポーツへの取り組みについて語ってもらいました！

五輪でのバレーボールは… 五輪でのボクシングは…

大商大のスポーツに対する理念

五輪種目で開催されるスポーツに焦点を当て、大商大のスポーツ系クラブをピックアップ紹介。
プロとして活躍する先輩も多数います。

東京オリンピック開催を約1年後に控え、日本でも五輪への関心が徐々に高まってきています。オリンピックの主な
目的は、平和とスポーツを通じた人間育成。スポーツには、人を育てるとともに、人と人とを結ぶ力があるのです。
自己成長や良質な人間関係の形成などにも役立つスポーツについて、大阪商業大学は重要な教育活動だと考えて
います。今回のPitariでは、大学が行うスポーツ関連の取組みやクラブ活動、地域貢献について紹介します。

総合経営学部
経営学科 特任教授
植田 辰哉 先生

国際舞台で活躍する人材育成とスポーツでの地域貢献。
世界にベクトルを向けた教育が、大商大にあります。

大商大
スポーツ憲章

人間形成

学生一人ひとりに寄り添う学びが大商
大の魅力です。それはスポーツ教育につ
いても同じことが言えます。充実した設
備を用いて、優秀な指導者から熱心に
教えてもらえるからこそ、競技に取り組
む選手や、選手をサポートする質の高い
人材を育成することができるのです。ま
た、大商大は、野球やバレーボール、ボク
シングなど全国レベルで結果を残すよう
な強豪クラブ揃いです。毎年プロへの一
歩を踏み出す選手も少なくありません。
このような環境のもとで、学生たちが身
につけたスポーツの知識・技術は、大学
主催のスポーツ教室やイベントを通して
地域の方々へも還元しています。まち全
体が活性化し、スポーツへの関心が高ま

れば、将来この地域から、海外で活躍し
たり、日本を背負って立つオリンピック
選手が現われることも大いに期待でき
るでしょう。大商大のスポーツ教育のレ
ベルを高め、世界に通用するものにすべ
く、私もかつて日本代表として培った経
験や人脈を活かした学びを提供できれ
ばと考えています。

スポーツは古来、人間の営為として、身体の成長と人格の陶冶に重要な役割を担ってきました。
また、スポーツは人類共通の文化として、グローバル化が進む現代社会において、今後益々、国や地域
を結ぶ絆としても期待されています。

本学は、開学以来スポーツ活動の振興を通じて、建学の理念「世に役立つ人物の養成」を体現する
人材を輩出してきました。本学の教育活動として、スポーツの振興は不可欠な取り組みであります。
輝かしい伝統を築いた先達の事績を尊ぶとともに、未来を担う人材の育成に、学生スポーツの積極的
な振興を行う決意として、「大阪商業大学スポーツ憲章」をここに謳い、学内外に示すこととします。

元バレーボール全日本主将、元
バレーボール全日本男子代表監督
として活躍。国際大会などでの
輝かしい経歴を残したのちに、大阪
商業大学の特任教授に就任。世界
で培った経験を活かし、学生への
指導にあたっている。

profile

スポーツ活動は、「フェアプレーの精神」と
「スポーツマンシップ」を養い、人間形成を図
るうえで重要な活動です。他者を敬い、ルー
ルを遵守しつつ、自らの能力と意欲を高める
ことは、人として逞しく生きる力を培ってくれ
ます。また、スポーツ活動を通じて、謙虚さと
自律の精神を涵養することに期待します。

バレーボール部では「心のバレー」
をモットーに、チーム一丸となり練
習に励んでいます。昨年度の戦績
から新たな課題を見つけ、2019年
度こそは日本一という大きな目標
に向かって努力を重ねています。

悲願の大学日本一を目指して、日々練習に取り組む硬式野球部。過去には多数のプロ野球選手も輩出
しており、2018年は2名の選手がドラフト指名を受けて、プロ野球選手となりました。

男女ともにメダル獲得

の実績がある日本の

お家芸とも言える種目。

個人技だけでなく、戦

術やチームワークが勝

敗を分ける。

2016年の大会よりア

マチュアに加え、プロ

ボクサーの参加も認

められ、よりエキサイ

ティングな試合が期待

される注目の種目。

建学の理念：世に役立つ人物の養成

大学のアイデンティティの形成
大学スポーツは、教育活動です。活動の成果
は、学生のみならず教職員にも共感を呼び、
そこで形成されたアイデンティティは、大学
全体に活力をもたらすものです。成果の積
極的なパブリシティは、本学の建学の理念と
それに基づく大学の使命・目的が広く社会
に認知され、評価を得るものと考えます。

生涯スポーツの振興と地域貢献
本学は、学生が生涯を通じてスポーツに取
り組むことを奨励し、高齢化社会における
生涯スポーツの振興に努めます。また、地
域スポーツの拠点の一つとして、学生と地
域住民がスポーツを通じて交流する場を
積極的に設け、活力ある地域づくりに貢献
します。

部員同士が切磋琢磨し合いながら、
日々密度の濃い練習に励むボクシ
ング部。目指すは関西学生リーグ戦
での優勝です。また、プロ選手も輩
出しており、OBには2階級制覇の
世界王者もいます。

広島東洋カープ
岡田 明丈さん
（経済学部 経済学科2016年卒）

2015年度ドラフト1位指名
代表歴：
2018年ENEOS侍ジャパン
シリーズ・日米野球

ハイレベルな選手揃いなのが自慢。
“日本一になること”が目標です！
関西や全国の大会で常に上位の成績を収めている硬式野球
部には、甲子園を経験した選手など、毎年全国からレベルの
高い選手が入部してきます。一人ひとりが切
磋琢磨し、試合を意識した練習を日頃から
本気で行っており、それがチームの確かな
強さに繋がっているんだと思います。今年
の目標はもちろん全国優勝。部を日本一に
導き、将来はプロになるのが僕の夢です。
いつかは海外で活躍したり、日本
を背負ってプレーできるような
選手になりたいですね。

大西 広樹さん
総合経営学部 公共経営学科 4年

大阪商業大学高等学校出身

ワタナベボクシングジム
京口 紘人さん
（経済学部 経済学科2016年卒）

獲得タイトル：
第20代東洋太平洋ミニマム級王者
第23代IBF世界ミニマム級王者（V2）
WBA世界ライトフライ級スーパー王者
戦績：
12戦12勝（9KO）※2019年3月時点

ヴィクトリーナ姫路
（球団オーナー）
眞鍋 政義さん
（商経学部 商学科1986年卒）

代表歴：
ソウル五輪出場
女子日本代表監督
（ロンドン五輪銅メダル）

Victorina Co.,Ltd Photo by ism

Pick up! クラブ活動

バレーボール部 ボクシング部

五輪での野球は…

代表チームはプロ野

球で活躍する選手が

中心。日本は常に上位

争いを行う種目で、メ

ダル獲得の期待を寄

せられている。

OBにはこんな人も ！ OBにはこんな人も ！

OBにはこんな人も ！
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スポーツの分野で地域社会へ貢献！

専門施設が充実！ 総合体育館

大商大では、「世に役立つ人物の養成」という建学の理念のも
と、地域や社会を活性化する地域貢献事業を推進しています。
その一環として、スポーツの分野では、教員および学生が地域の
人 と々コミュニケーション形成を図るとともに、学内外での教育
活動を通して交流を深めることで、地域社会のスポーツ振興
への貢献に取り組んでいます。

商大生と楽しくレクスポ！

スポーツ教室＆スポーツイベント

大商大のスポーツ環境
大阪商業大学の各種スポーツ施設は、主に授業・課外活動で使用される
ほか、本学が開催する各種スポーツ教室、スポーツ大会、レクリエーション
イベントなどでも使用しています。さまざまな角度からスポーツを支援するこの
環境から、プロの舞台で活躍する卒業生も多数輩出しています。

レクスポを楽しく安全に取り組むことは毎回の課題です。
本番は、ルールが伝わらなかったり、時間内に競技が終わ
らなかったりと予期せぬことが起こるもの。そのため、学
生同士での綿密な打ち合わせはとても重要です。企画を
練り、人をまとめることが多かったので、自分で考えて行動
する力がつきました。参加者の方が笑顔を見せてくれるの
が一番のやりがいですね。

正課授業内で行っている事業。地域の方々の健康維持増進などを
目的として、学生が主体的に運営を行います。学生にとっては、異年
齢の方々と交流を深めるなど貴重な学修の機会となっています。

課外活動を中心に行っている事業。スポーツに関わる地域の子どもたちの育成や強化の一助となることを目的として実施しています。
クラブ生が、準備から当日の運営に関わることにより貴重なアクティブラーニングの機会となっています。

地域の小学生に様々なスポーツを体
験する機会を設けることにより、将来
のスポーツに対する選択肢を広げ、参
加する小学生を新たな可能性へと導く
とともに、この取り組みによるサービ
ス・ラーニングを通し、クラブ学生の
成長を図ることを目的としています。
2018年度には、強化クラブをはじめ
とした13クラブの学生76名が運営、
指導に協力してくれました。低学年
の子どもたちへの指導に戸惑いも
見られた学生たちでしたが、積極的
にコミュニケーションを図る中で、次第
に子どもたちの目線に立ち笑顔で
丁寧に指導する姿が見られました。
「人に教える」「理解させる」というこ
との難しさを体験した学生たちには、
これからの学生生活に大きな期待を
感じました。

対象：60歳以上80歳以下の地域の方々

企画・運営能力だけでなく
まわりを見てサポートする力がUP！

地下2F・地上3F建ての総合体育館には、巨大アリーナや武道場・卓球場などさまざまな競技に対応できる環境を
整えています。また、トレーニングルームには、本格的なトレーニングマシンが設置され、競技に関わらず、多くのクラブ生が
競技力向上のために活用しています。

各道場（地下1F・1F・3F）

バスケットボールのコートは最大
で2面、バレーボールのコートは最
大で3面まで使用でき、公式の
リーグ戦などにも活用されていま
す。大学の入学式や学位記授与式
といった行事も行われています。

トレーニングルーム（2F）アリーナ（地下2F）
最新のトレーニングマシンが設置された
トレーニングルームは、クラブ生だけでなく、
一般学生も講習会に参加すれば利用する
ことができます。体育会系強化クラブ生は
日本体育協会公認のアスレティックトレー
ナーからのアドバイスも受けられます。

格闘技などの個人競技に対応した施設も
充実。地下1Fにはウエイトリフティング場、
1Fにボクシング場、3Fに柔道場・空手道
場・日本拳法道場・少林寺拳法道場・剣道
場・卓球場を設けています。

多目的屋内競技場第1（人工芝）グラウンド
体育の授業はもちろん、サッカー部・アメリカンフットボール部・
ラグビー部・陸上競技部などの練習や、サッカー部の公式リーグ戦の
会場になるなど、多岐にわたってスポーツ活動に役立てています。

テニスコート3面分の広さを誇る屋内競技場。授業のほか、ソフト
テニス部・硬式庭球部の活動などで利用しています。硬式テニス
の公式リーグ戦にも活用されています。

大野 虎貴さん
総合経営学部 公共経営学科 4年／愛媛県立南宇和高等学校 出身

春のママさんバレーボールフェスティバル サッカーフェスティバル バスケットボールサマーフェスティバル

空手道場 柔道場 卓球場

商大生と60分間スポーツ
対象：60歳以下の地域の方々
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コミュニケーション力には自信がありましたが、初めての面接では、意識する
ほど言葉が出なくなったり、時間がたつのが遅く感じたりと、うまくいきませんで
した。そこで活用したのがキャリアサポート室での面接練習です。練習の中で、
話す時に相手の目を見られていなかったことに気付き、改善を図れました。
この経験は、現在営業としてお客様に
商品を紹介する時も意識しています。
人に何かを伝えたり、相手の要望を汲
み取るには、目や表情を見て会話する
ことが一番だと思います。今後もお客様
目線で考える姿勢を大切にし、「近藤
さんと仕事ができてよかった」と言って
もらえるような営業を目指します。

《2018年度就職実績報告（2019年4月1日現在）》

卒業生の就職活動体験談
聞いてみました！

話す時の目や表情が、誠意を伝える一番の手段。
面接練習で、営業として大切なことも学びました

近藤 辰哉さん

経済学部 経済学科 2017年3月卒業
サンスター技研株式会社 大阪営業所 勤務

キャリアサポート室では、仕事内容や自分の適性
を理解したうえで就職活動を行い、長期にわたって
活躍できる就職先を見つけることが「楽しい生き
方」に繋がると考えています。
そのためには、「自己理解」と「仕事理解」が不可
欠となります。「自己理解」については、大学生活
の過ごし方で大きく変わります。クラブ活動・資格

2019年度就職行事カレンダー

※日程・内容などは、追加・変更になる場合があります。

卸・小売／青山商事（株）／コーセー化粧品販売（株）／上新電機（株）／（株）サンドラッグ／資生堂ジャパン（株）／
（株）スギ薬局／生活協同組合おおさかパルコープ／（株）セブン－イレブン・ジャパン／タケダハム（株）／トヨタ
カローラ南海（株）／日清医療食品（株）／（株）富士薬品／ホシザキ京阪（株）／（株）万代／（株）ヨドバシカメラ／
（株）ライトオン／（株）ライフコーポレーション／リコージャパン（株）／渡辺パイプ（株）
製造／（株）アルビオン／（株）伊藤園／岩谷瓦斯（株）／オージー技研（株）／サラヤ（株）／タニコー（株）／帝國製薬（株）／
（株）ノエビア／パナソニック（株）／山崎製パン（株）／ユニ・チャームプロダクツ（株）
建設・不動産／（株）一条工務店／（株）エイブル／大和ハウス工業（株）／近鉄不動産（株）／住友不動産販売（株）／
積和不動産関西（株）／タマホーム（株）／東急リバブル（株）／みずほ不動産販売（株）／三菱ＵＦＪ不動産販売（株）
運輸・旅客／（株）NTTデータMSE／近畿日本鉄道（株）／（株）サカイ引越センター／西日本旅客鉄道（株）／（株）日本
旅行／日本郵便（株）／ヤマト運輸（株）
金融・保険／（株）イオン銀行／（株）愛媛銀行／大阪商工信用金庫／岡三証券（株）／（株）大正銀行／大和信用金庫／（株）中国
銀行／東海東京フィナンシャル・ホールディングス（株）／パナソニック保険サービス（株）／（株）福井銀行／明治安田生命保険（相）
サービス／アパホテル（株）／イオンエンターテイメント（株）／大阪モノレールサービス（株）／会計事務所／（株）セレスポ／
綜合警備保障（株）／農業協同組合／（株）ダスキン／東洋テック（株）／（株）東大阪スタジアム／東大阪商工会議所／
フジモトHD（株）／（株）ホテルニューアワジ／三菱電機クレジット（株）／（株）横浜スタジアム／（一財）休暇村協会
公務員・他／大阪府警察／岡山県庁／河内長野市消防本部／教員／警視庁／刑務官／奈良県庁／新居浜市役所／
兵庫県警察／福井県警察／防衛省自衛隊

●

●

●

●

●

●

●

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。就職活動では、大学時代に取り組んだことを通して
自分をPRするため、1・2年生のうちはクラブ活動・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。目標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ます。まずは、キャリアサポート室
が開催する「夏休みの過ごし方ガイダンス」に参加し、これから始まる夏休みの有意義な活用方法を考えてみてはいかがでしょうか。

夏休みの過ごし方ガイダンス… 7月9日（火）・10日（水）1年生対象

夏休みの過ごし方ガイダンス… 7月11日（木）・12日（金）2年生対象

全学年対象 大人と話そう会… 随時開催

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模擬面接を随時受け付
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、自分の軸に合った企業を見つけましょう。

キャリアサポート室で開催する
「就職・資格」に関するイベントや
情報についてお伝えするために、
Twitterを開設しました。最新情
報や就職活動のアドバイスなど
も配信していますので、お気軽に
フォローしていただけ
ますと幸いです。

学内合同企業セミナー…
7月24日(水)、10月30日(水)、10月31日(木)、12月12日(木)、
1月22日(水)、2月25日（火）　

随時開催
学内単独企業セミナー…

【業種別就職状況】

【地域別就職状況】

就職活動の第一歩は、企業の情報収集をする
こと。さまざまな説明会へ足を運ぶ人も多いと
思いますが、中でも活用してほしいのが学内
企業セミナーです。大規模な合同企業セミナー
だと他大学の学生もいるため参加者が多い
ですが、学内で開催される説明会なら参加者
は大商大生に限定されます。より多くの企業の
話を聞くことができるのでオススメです。

近藤さんの内定獲得まで

進路登録確認…
集中個別面談…

キャリアサポート室
Twitterを
はじめました！

9月24日（火）～27日（金）
11月11日（月）～12月13日（金）

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。企業で就業体験を行うことで、
仕事の楽しさや適性を体感することができるため、就職先を考える絶好の機会となります。入社後のミ
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ことをお奨めします。夏休み後はキャリ
アサポート室で開催する個別面談や就活合宿・ビジネスマナー講座等を受講することで、就職活動に
対する万全の準備を進めます。

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。
就職活動に対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。

インターンシップ報告会

ビジネスマナー講座業界・企業研究セミナー

模擬面接

job hunting headline

取得など自分の興味・関心のあるものに積極的
に取り組むことで、自分の得意なことや新しい
一面を知るきっかけとなります。その経験は、
就職先を決めるための指標や自分をＰＲするた
めの素材に繋がります。どんなことでもいいので、
何かに打ち込む経験をするように、ご子女に
お伝えいただきたいと思います。「仕事理解」を

深めるためには、キャリアサポート室が開催する
イベントやインターンシップに参加することをお奨
めします。「業界・企業研究セミナー」や「大人と
話そう会」など低年次からも参加できるイベントを
開催しておりますので、就職行事カレンダーを
ご確認のうえ、ご子女の参加を促してあげていた
だきたいと思います。

後輩のみなさんへアドバイス

学内合同企業セミナーに参加
約10社エントリー

2016年3月

学外合同企業セミナー・
単独企業セミナーに参加
約10社にエントリー

2016年4月

筆記試験・SPI試験2016年5月

個人面接（一次・二次）
サンスター技研株式会社 内定

2016年6月

サービス
20.0%

小売
22.2%

卸売
17.3%

製造
9.9%

運輸・
旅客
5.6%

不動産
6.8%

建設
6.7%

公務員 2.5%
農林・漁・鉱 0.1%

教員 0.5%
情報・通信業 4.1%

近畿
70.1%

関東
17.1%

中部
4.0%

中国
3.2%

四国
3.0%

北海道・東北 0.2%

九州・沖縄 0.6%
海外 0.1% 

97.6％
（求人件数12,688件）

就職率

14.79倍
（全国平均1.88倍）

求人倍率 北陸 1.7%

金融・保険 4.3%

全学年
4月
6月～1月

● 資格講座説明会
● 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
 お話をしながら社会人基礎力を学んでいく座談会）

7月17日（水） ● Uターン就職ガイダンス・セミナー
9月～1月 ● 内定者と話そう会
12月17日（火） ● Uターン就職セミナー

1～3年

1年生
7月9日（火）・10日（水） ● ガイダンス「夏休みの過ごし方」

2年生
7月11日（木）・12日（金） ● ガイダンス「夏休みの過ごし方」
10月1日（火）～11月7日（木） ● 集中個別面談（2年生全員対象）
1月 ● ガイダンス「就活準備」

3年生
4月 ● ビジネス・インターンシップ説明会
5月13日（月）～17日（金） ● ガイダンス「就職活動スタート」
6月3日（月）～7月5日（金） ● 自己分析講座、履歴書作成講座
7月9日（火）～12日（金） ● ビジネスマナー講座
9月24日（火）～27日（金） ● 進路登録確認
11月11日（月）～12月13日（金） ● 集中個別面談
12月3日（火）～6日（金） ● ガイダンス「業界・企業研究」
12月10日（火）・11日（水） ● 業界研究セミナー
12月14日（土）・15日（日） ● 就活合宿（自己分析・業界研究）
12月1７日（火）～20日（金） ● 面接対策講座
1月7日（火）～10日（金） ● グループディスカッション対策講座
1月15日（水）～17日（金） ● 筆記試験対策講座クラス分けテスト
2月7日（金）・8日（土） ● ビジネスマナー講座
2月7日（金）・8日（土） ● 業界・企業研究セミナー
2月 ● 筆記試験対策講座
2月 ● リクルートメイク講座
2月 ● SPI模試
3月3日（火）～6日（金） ● 学内合同企業セミナー
3月9日（月）～11日（水） ● 学内合同企業セミナー

4年生
5月～6月 ● 学内合同企業セミナー
6月18日（火）～7月12日（金） ● 集中個別面談
7月24日（水） ● 学内合同企業セミナー
10月30日（水） ● 学内合同企業セミナー
10月31日（木） ● 学内合同企業セミナー
12月12日（木） ● 学内合同企業セミナー
1月22日（水） ● 学内合同企業セミナー
2月20日（木） ● 内定者ガイダンス
2月25日（火） ● 学内合同企業セミナー
随時 ● 学内単独企業セミナー
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◆ WEBページ 　 https://ouc.daishodai.ac.jp/club
◆ 商大スポーツ

◆ 闘え！商大！メールマガジン

ボクシング部
大阪府民体育大会兼第74回国民体育大会大阪府選考会
・成年男子バンタム級　優勝　池側純さん（公共経営4年）
・成年男子ライトフライ級　準優勝　藤田龍馬さん（公共2年）
・成年男子フライ級　準優勝　福田陸人さん（商3年）
・成年男子バンタム級　準優勝　石川竜成さん（公共2年）
・成年男子ライト級　準優勝　山原武人さん（公共2年）

ライフル射撃部
第66回春季全関西学生ライフル射撃選手権大会
・10mS60MW　23位　廣橋詩音さん（経営2年）
               　　 71位　林壱剛さん（経営3年）

日本拳法部
第23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

バスケットボール部
第46回関西学生バスケットボール選手権大会
・ベスト16

ウエイトリフティング部
第35回関西学生選抜ウエイトリフティング選手権大会
・55kg級　優勝　東野凌大さん（公共経営4年）
・81kg級　優勝　一瀬駿さん（経済4年）
・89kg級　準優勝　吉川敦啓さん（公共2年）
・最優秀選手賞　東野凌大さん（公共経営4年）
第65回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会
・55kg級　優勝　東野凌大さん（公共経営4年）
・73kg級　3位　一瀬駿さん（経済4年）
・最優秀選手賞　東野凌大さん（公共経営4年）

バレーボール部

関西大学バレーボール連盟男子春季リーグ戦
・1部　11位

空手道部
第53回関西学生空手道個人選手権大会
・男子組手競技-67kg級　3位　山下大幹さん（経済4年）
・男子組手競技-60kg級　3回戦敗退　小林凌雅さん（公共2年）
・男子組手競技-67kg級　3回戦敗退　京極立さん（経済1年）
・男子組手競技-75kg級　3回戦敗退　冨永翔真さん（商1年）
・女子組手競技-50kg級　2回戦敗退　新山美紗都さん（公共2年）
・女子組手競技-50kg級　1回戦敗退　土岡亜緒衣さん（商1年）
第57回西日本大学空手道選手権大会
・男子団体組手　ベスト16

準硬式野球部
阪神六大学準硬式野球連盟春季リーグ戦
準優勝
・ベストナイン（一塁手）　北坂祐磨さん（経済4年）
・ベストナイン（外野手）　松山豪大さん（公共2年）
・ベストナイン（指名打者）　竹田稜冬さん（商2年）
関西地区大学準硬式野球トーナメント1次大会 
・1回戦敗退

ソフトテニス部
関西学生ソフトテニスシングルス選手権大会
・男子の部 5回戦敗退　山田晃市さん（経済3年）
関西学生ソフトテニス春季リーグ戦
・男子2部　優勝〈1・2部入替戦敗退〉
関西学生ソフトテニス選手権大会兼第74回三笠宮賜杯
全日本学生ソフトテニス選手権大会予選会（ダブルス）
・男子の部 5回戦敗退
 水谷幸一さん（公共2年）・山田晃市さん（経済3年）

水上競技部
第7回関西学生チャンピオンシップ水泳競技大会
・男子50m自由形　予選76位　岩本凌一さん（経済4年）
・男子100m背泳ぎ　予選55位　小島慎也さん（公共1年）
・男子100m平泳ぎ　予選56位　岩本凌一さん（経済4年）

硬式野球部
関西六大学野球春季リーグ戦
・優勝（2季ぶり18回目（旧リーグを含む））
第68回全日本大学野球選手権大会出場権獲得
（3年連続10回目）
・最優秀選手賞　小野寺暖さん（商4年）
・最優秀投手賞　大西広樹さん（公共経営4年）
・首位打者　小野寺暖さん（商4年）
・ベストナイン（捕手）　岡澤智基さん（商3年）
・ベストナイン（三塁手）　湯口郁実さん（公共経営3年）
・ベストナイン（外野手）　植田匡哉さん（経済4年）
・ベストナイン（外野手）　笹治健汰さん（経営4年）
・ベストナイン（外野手）　小野寺暖さん（商4年）
・平古場賞（新人賞）　花村凌さん（公共2年）
・平古場賞（新人賞）　福元悠真さん（商2年）
・担当記者クラブ賞　大西広樹さん（公共経営4年）
・特別賞　大学通算20勝達成　大西広樹さん（公共経営4年）

陸上競技部
第96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200m　予選3位　鷲見元輝さん（経済3年）

卓球部
第61回関西学生卓球新人大会
・男子団体　3回戦敗退　大阪商業大学Bチーム
・男子シングルス　4回戦敗退　大迫辰弥さん（経済1年）
関西学生卓球春季リーグ戦
・男子3部Bリーグ　3位
第89回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）関西予選
・男子トーナメント　2回戦敗退

柔道部
第69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

剣道部
第58回大阪学生剣道選手権大会
・2回戦敗退  舩橋諒さん（経営2年）
第67回関西学生剣道選手権大会
・3回戦敗退　長谷川宗太さん（経済2年）

硬式庭球部
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　井上湧太さん（経営4年）・川岸真也さん（経済3年）
  2回戦敗退　大野翔希さん（経営3年）・伊豆嶋拓さん（公共経営3年）
  2回戦敗退　山本勝一郎さん（経済4年）・坂口希樹さん（経営2年）

1

2

3

本学では、新入生が大学生活に早く馴染み、より
良いスタートを切ることができるよう、新入生
オリエンテーションを実施しています。学内の
オリエンテーションでは、大学生活や履修の説
明、新入生同士の交流を深める「自己紹介プロ
グラム」を実施しました。また、4月5日（金）・6日
（土）には、新入生と学生サポーター及び教職
員など約1,367名が30台のバスに乗り、福井
県（あわら温泉）での一泊二日の学外（宿泊）
研修プログラムに向いました。1日目は、越前市
にあるサンドーム福井にて曹洞宗の僧侶15名
の協力のもと、新入生、学生サポーター、教職
員一同が30分間の座禅に取り組みました。新
入生や教職員が一度に集まりにぎやかだった
会場でしたが、全員が目を閉じて座禅に集中

する30分の間は静まり返っていました。日常で
は経験することのない座禅体験は心に残るも
のになったのではないでしょうか。当日の様子
は地元の福井新聞に掲載されました。宿泊先
の旅館では、夕食後にクラス別でゼミナールⅠ
Ａの担当教員による第1回目の講義が行われま
した。大学生活最初の授業で教員は、有意義な
大学生活を過ごす為には、どのような学修スタ
イルを確立すべきかをQ＆A形式を用いて判り
やすく説明していました。2日目は、再びサンド
－ム福井において、身体活動を通した仲間気
付き・仲間づくりをテーマに「みんなでジャンプ
（大縄跳び）」、「フラフープリレー」、「ジャンボ
ボールリレー」、「連続跳びぬけジャンプ」の4種
目にクラス対抗で取り組みました。ドーム内は

本年度も、４月８日（月）に新入生を歓迎する
「いぶき祭」が盛大に行われました。メインスト
リート前に舞台を設け、クラブパフォーマンス、
各クラブ紹介などのイベントがにぎやかに行わ
れました。また、翌日の９日（火）から翌週１５日（月）
までの約１週間、メインストリートにブースを
設け、各クラブ団体が積極的に新入生へ声かけ

を行い、クラブ勧誘に励んでいました。結果、新し
くクラブ団体に加わった新入部員は計366人
（内女子64人）となり、5月現在の全クラブ生
数は、1,259人（統括・独立団体173人、体
育会系クラブ648人、文化会系クラブ438
人）となりました。これは、本学学生の約4人
に１人がクラブに入っていることになります。

大会情報など
詳細をチェック！

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!

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！

（6月1日現在）

event close up

表
彰
式 

◀

あわら温泉キャラクター ▶
湯巡権三のお出迎え

各クラブ健闘しました

ソ
フ
ト
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ニ
ス
部

卓
球
部

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部

硬
式
野
球
部

サ
ッ
カ
ー
部

日
本
拳
法
部
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大
学
を
出
発
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▶ 

全
体
集
合 

◀

ジ
ャ
ン
ボ
ボ
ー
ル

リ
レ
ー 

◀

前日の静けさとは違い、クラスで協力し合い笑
顔で元気にレクリエーションに取組む新入生
の姿が見られ、クラス内の交流が深められた時
間となりました。なお、各種目の跳んだ回数や
リレータイムで点数が付けられ、上位1位から8位
のクラスには賞状と賞品（リアクトカフェ金券、
ビジネスアイディアコンテストが契機となって
生まれた商品）がクラス全員に贈られ、大いに
盛り上がりました。本学は、この新入生オリエン
テーションが、友だち作りや大学生活へスムー
ズに移行できるきっかけとなればと考えており
ます。今後は、建学の理念「世に役立つ人物の
養成」を礎にしながら、学生各々が目標を持って
充実した大学生活を送り、社会で大いに活躍
できる人間に成長してほしいと願っております。

課外活動では、技術や専門的な能力の他に
「コミュニケーション力」や「傾聴力」、「発信
力」など社会で生きる上で必要な力を身に付
けることができます。積極的にクラブ活動に
参加し、心身共に成長してもらいたいと願って
おります。

▲ 夕食風景

▲ 座禅体験

みんなで
ジャンプ ▼

▲ フラフープリレー
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information

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・
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
による店頭選書ツアーで購入した図書に人気があります。今年度の企画
展示として、2階フロアにてテーマ展示「ラグビーワールドカップ2019開催！」
（6/26～）「本を片手にぶらり電車旅」（9/27～）「主人公が「どん底」本and
「どん底からの這い上がり」本」（10/30～）「“Hero”あなたにとってヒーロー
とは？」（12/13～）「食事トレーニング!?食事や栄養を勉強してライバルに
差をつけろ!!」（1/27～）を予定していますので是非ご覧ください。
ご家族の皆さまも、下記の手続きによりご利用いただけます。

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

利用登録時には
次の3点が必要です

9：00～18：00
（2階のみ）

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 閉　館

通常授業時

夏期・冬期・春期休業期間

ウォーミングアップ週間
（授業・試験の準備期間）

日 ・ 祝土月～金

開
館
時
間

［お問い合わせ先］ 図書館事務室
　06-6781-5280　　　lib@oucow.daishodai.ac.jp

公共学部 公共学科  久保山 直己 先生
（専門 ： 運動生理学）

【血液型】 O型　【星座】 乙女座
【性格】 よく周囲から、明るい性格だと
　　　 言われるので、多分そうだと思います。
【趣味】 ドライブや旅行

生涯スポーツ論Ⅰ、運動生理学、食と運動やゼミナールを担当し、
運動やスポーツを手段とした生活習慣病の予防や軽減、適切な
運動やスポーツの実践方法などについて授業をしています。

Q.何を教えているの？

授業を通じて、科学的根拠に基づく健康・体力づくりの必要性やその
実践方法などを学び、個々人が日常生活において運動やスポーツを
積極的に取り入れ、生涯にわたり実践して欲しいと思います。

Q.学生に身につけてほしいことは？

生涯スポーツの必要性は社会的ニーズとして高まっています。
運動やスポーツを日常生活に積極的に取り入れることで、身体
的にも精神的にも充実した質の高い人生を送ることができます。

Q.将来、学びが社会にどう役立つ？

図書館利用のご案内

7月14日（日）・21日（日）
オープンキャンパス

7月15日（月・祝）
月曜日通常授業

7月30日（火）～8月6日（火）
前期定期試験期間（日曜を除く）

8月4日（日）・10日（土）・18日（日）・25日（日）
オープンキャンパス

8月7日（水）～9月19日（木）
夏期休業期間

9月5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9日（月）～11日（水）
追・再試験期間

9月14日（土）
成績発表

9月15日（日）・22日（日）
教育懇談会（本学9/15・各地方9/22）

9月19日（木）
学位記授与式（前期卒業）

9月19日（木）
前期終了

9月20日（金）
後期授業開始

9月20日（金）～9月27日（金）
後期履修登録期間（履修登録修正日含む）

9月23日（月・祝）
月曜日通常授業

10月14日（月・祝）
月曜日通常授業

10月22日（火・祝）
火曜日通常授業

10月25日（金）～
　　　 10月27日（日）
御厨祭（大学祭）

10月28日（月）
後期学費納入期日

11月4日（月・祝）
月曜日通常授業

11月9日（土）
第17回 大商大ビジネス・アイディアコンテスト

12月24日（火）～1月4日（土）
冬期休業期間

1月6日（月）～7日（火）
修士論文受付期間

1月6日（月）
後期授業再開

1月15日（水）
学長褒賞式

1月18日（土）・19日（日）
大学入試センター試験
（学内立入禁止）

1月23日（木）～2月3日（月）
学年末定期試験期間
（1/25（土）・26（日）・2/2（日）除く）

※日程・内容などは、変更になる場合があります。

←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。

前期定期試験のお知らせです
7月30日（火）～8月6日（火）の期間で2019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
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14日（土）～9月27日（金）の期間に
S-Navi！（パソコン版のみ）で行います。
保護者（保証人）の皆さまには、別途成
績についてお知らせいたします。単位取
得状況などは、教育懇談会の際にも
具体的にお話しできますので、皆さまの
ご参加をお待ちしています。

学費の納入は、口座振替（口座引落）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。

学費の納入をチェック！！

C
am

pus Schedule
2019年

7月
～
2020年

1月

2019年10月28日（月）後期納入期日

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付けています。
本学の留学制度が分かる「海外留学
ハンドブック」を配付しており、リアクトの
２階にある留学関連資料は自由に閲覧
できます。また、留学に関する説明会と
して「留学アワー」を定期的に開催して
います。海外からの交換留学生の受け
入れも行っており、楽しいイベントを通じ
て交流を深めることができます。

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

グローバル人材を育てます！

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診断を実施しています。
2019年度の学内での受診率は4月末時点で
95.8%です。まだ185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、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。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。

学生定期健康診断について

本学では、エコ活動の一環として2019年度もクールビズを実施しています。5月1日（水）
～10月31日（木）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・re-Act・
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。

エコ活動に取り組んでいます！

・削減されたガス量： 原油に換算して20.0kl（ドラム缶100本分）
・削減されたCO2量： 35.0t
（これは杉の木が1年間に吸収する量に換算して2,500本分）

2018年度
クールビズ・節電実施

による成果

（　　　 ）

図書館のイベント情報などをいち早くお届けするため
Twitterをはじめました！ご家族の皆さまも図書館にご興味
のある方はフォローしてみてください。
● 名前：大阪商業大学図書館　● ユーザー名：@OUC_Lib

本学は、2018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。お越し
いただく際は、下記のものを持参させてください。

国民年金保険料 学生納付特例申請について

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際に本人にご記入いただきます。

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。

サポート学習、楽習アワーのご案内

図書館Twitterはじめました！

09 10


