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PiPPAで巡る
初秋の京都

左から

上島 聡子さん
生命科学部 1年次生

（東京都立田園調布高校出身）

友久 有希さん
法学部 4年次生

（京都府立城陽高校出身）

上杉 翼さん
経済学部 3年次生

（徳島市立高校出身）

神山祭 満喫 大作戦!!

屋内外に約100
店!! 定番から珍メ
ニューまで味わい
尽くそう!!

部展大賞を目指して約40
団体がさまざまな工夫を凝
らした発表を実施。今年
の目玉は巨大すごろく!!

模擬店 部展

第
54
回

神山祭実行委員

2019〈神山祭〉テーマ

Beginning
新しい元号、新しい時代の幕開け、
節目の年にあなたは何をしますか？

この始まりが関わる全ての人にとって、
次のステップになりますように。

学生が最も輝く神山祭、
今年も開幕です。

2019/11
 2 ・ 3 ・ 4
 sat  sun  mon

学校で肝試しをしていると見覚え
のない教室があり、中からは携帯
電話の着信音が。鳴りやまないの
で教室に入ると、閉じ込められてし
まう…。キミはこの恐怖に耐えられ
るだろうか。

お化け屋敷
怨
えん

〜復讐の教室〜
会場 12号館3階12303教室

大吉、吉、中吉、小吉、おみくじによって
は神山祭のラッキースポットを紹介!!

むすびみくじ

会場

おみくじ箱 / 神山ホール前・
三叉路・5号館周辺に設置
おみくじ結び所 / 神山ホール
前・5号館周辺に設置

お笑いライブ【笑門来福】
会場 大教室棟4階

514教室

日時 11月2日［土］
15：00～16：00

今年のゲストは、ラフ次元、
しゅんしゅんクリニックP、
コウテイ、丸亀じゃんごの
4組。爆笑必至のライブを
見逃すな！

©YOSHIMOTO KOGYO CO., LTD.※都合によりゲストを変更する場合があります。

これらの他にも神山ホールをはじめ、ふるさと横「Sun Plaza」や図書館前

大いに笑って

福を呼び込も
う!!

怖いもん
見たさで

チャレンジ!!
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11 13 17 19 21
さらなる
活躍に向けて！

課外活動の
日常を紹介！

今知っておきたい
旬のトピックをポイント解説！

卒業生が届ける、
それぞれの

「むすんで、うみだす。」

おすすめイベント
PICK UP!

キャンパスの星は
今日も挑む。 

むすび
アクティビティ

Catch Up
WORLD Letters

KSU 
INFORMATION

掲載人物のプロフィールは取材時のものです。

神山祭 満喫 大作戦!!
学生時代の最大&最高の想い出となる「神山祭」。
開催される多彩なイベントめぐりの作戦をしっかり練って、
秋の3日間をたっぷり満喫し尽くそう!!
★開催時間 10時〜19時（4日は19時30分まで）

THE BACK HORN BRADIO

GUEST LIVE 2019
和田琢磨さんトークショー
〜見つけよう、新しい自分〜

第45回放送祭
「京さんぽ〜村瀬歩と歩む秋」

藤井ゆきよのトークショー
Welcome to ようこそ 京産大

会場 PILOTIS STAGE（ピロティ）

日時 11月4日［月・休］17：30～19：20

会場 大教室棟4階514教室

日時 11月3日［日］11：00～12：00

会場 大教室棟4階514教室

日時 11月2日［土］11：00～12：00
会場 大教室棟4階514教室

日時 11月4日［月・休］12：00～13：00

毎年恒例のゲストライブを今年も開催！今年のゲストは、THE BACK HORNと
BRADIOの2組。会場で配付されるサイリウムブレスレットとラバーバンドを身につ
けて、神山祭を締めくくるイベントをみんなで盛り上げよう！

ドラマ『人生が楽し
くなる幸せの法則』、
舞 台『 刀 剣 乱 舞 』
などに出演している
人気急上昇中のイ
ケメン俳優が来学。
必見＆必聴のトーク
ショーをお楽しみくだ
さい。

アニメ「ハイキュー！！」の
日向翔陽役で初主演
し、第10回声優アワー
ドで新 人 男 優 賞を受
賞した村瀬歩が来学。
マニアックな質問コー
ナーや、無茶ぶりなシ
チュエーションでの演
技披露など、盛り上が
ること間違いなし！

「アイドルマスターミリ
オンライブ」所恵美
役の藤井ゆきよさん
をゲストに招いたトー
クショーを開催！仕事
内容からプライベート
なことまで、あんなこ
とやこんなことを聞け
ちゃうかも！

「聞く人の心をふるわせる音楽を届けて
いく」を意思に掲げ、結成21年目となる
今も、その勢いは止まらない！

真行寺貴秋（ボーカル）、大山聡一（ギ
ター）、酒井亮輔（ベース）によるファン
キーなサウンドを体感せよ!!

「LIB-station」などで各団体がステージに!! 見逃せない企画も盛りだくさん!!

必見必聴の

トークショ
ー!!

整理券配付などの詳細については、Webサイトでチェック！
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行ってきま〜す!!

佐藤 達弥さん
文化学部 2年次生

（滋賀県立水口東高校出身）

中島 萌さん
文化学部 1年次生

（奈良県立西の京高校出身）

本学の第1駐輪場と
二軒茶屋シャトルバ

スロータリーに、

専用ポートがあるシ
ェアサイクル「PiPP

A（ピッパ）」を使い
、

初秋の風を感じな
がら京都を気持ちよ

く巡ってみませんか
？

シェアサイクル「PiPPA（ピッパ）」の
ポート（借受・返却拠点）は本学第1
駐輪場と二軒茶屋シャトルバスロータ
リーの他、京都市内に100カ所以上あ
ります。しかも開錠や精算はアプリを
使うので24時間365日、いつでも・どこ
でも借りて返せる便利さが特長。ホワ
イトボディのおしゃれなPiPPAに乗っ
て初秋の京都を満喫しよう!!

Model Course 
MAP

Start!

Navigator

京都産業大学 
第1駐輪場のポートで
PiPPAをレンタル

大学から自転車で行ける

京都のおすすめスポットを

私たちが案内します!!

このコースを実際に巡る場合は
事前に地図などでルートを確認し、
交通法規に従って安全走行をして
ください。

★京都産業大学 第1駐輪場
ポートでPiPPAをレンタル

★京都ハンディクラフトセンター
前ポートでPiPPAを返却

上賀茂神社1

恵文社一乗寺店2

緑寿庵清水3

岡崎公園6

約20分

約10分

約15分

約12分

約15分

徒歩すぐ

銀閣寺4

哲学の道5

キャンパス発!!

PiPPAで巡る

初秋の京都

「これ買って良かった!!」と思うのは？
買って、使って、気に入っているのは“なに”なのか、キャンパスで聞いてみました!!03



旅の始まりにこの場所は外せない
まずは世界遺産の風情を感じよう

賀茂別雷神社（上賀茂神社）

京都エリア利用料金（税別）
◆シングルライド / 30分100円
◆デイパスライド / 5時間500円 / 
　24時間1,200円 / 72時間1,800円
◆月額プレミアムライド / 月額1,500円〜

Step［1］チャージ
まずはスマホにア
プリをダウンロー
ドして会員情報を
登 録 。利 用 時 に
PiPPAコインまた
はデイパスを購入
する。

Step［2］開錠
アプリで〈PiPPA〉ポートを
検索、利用するポートでアプ
リを使って自転車を開錠す
る。立ち寄り地で駐輪する場
合、施錠後にアプリの「一時
駐輪」を選択する（この間も
利用時間は継続）。

Step［3］返却
借りたポートに戻る必要が
ないのも〈PiPPA〉ならで
は。返したいポートに自転
車を駐輪し、施錠後にア
プリの「利用終了」を選択
する（利用料金はチャージ
残高から自動精算）。

ピッとすればパッと乗れる!! Share Cycle PiPPA 利用方法

※カスタマーサポート 
　TEL.0120-288-870（24時間365日対応）

1
Spot

広々とした境内は

清々しさいっぱい!!

素敵な本と出会って

暮らしを豊かに!!

飛鳥時代に建立された神社のひとつといわれており、
京都三大祭りの葵祭を司ることで有名な賀茂別雷
神社（上賀茂神社）。大学から近く、いつ訪ねても心
が洗われます。毎年10月の第3日曜には馬上から弓
を射る勇壮な「笠懸神事」が執り行われます。

●京都市北区上賀茂本山339 TEL.075-781-0011

次に訪れたのは本にまつわる
あれこれのセレクトショップ

恵文社一乗寺店
2

Spot

一般的な書店とひと味ちがう街角の本屋さん。文学や建
築からアートまで、スタッフ選りすぐりの多彩なジャンルの書
籍が並び、思いがけない一冊に出会えるかも。店内には
衣食住にまつわる書籍にリンクしたオシャレな雑貨や文具
もあり、併設のミニギャラリーも楽しめます。

●京都市左京区一乗寺払殿町10 TEL.075-711-5919
●営業時間（無休）10：00〜21：00

メガネ男子からの脱却を目指し、初めて買った「コンタクトレンズ」が思っていた以上にグッド。授業に集中できる
のはもちろん、所属しているフォークソング愛好会のライブでも視界がクリアになって大助かりです!!
法学部 2年次生 村木 優太さん（大阪府・早稲田摂陵高校出身） 04



Cycling Goal
京都ハンディクラフトセン
ター前ポートでPiPPAを
返却。センターは外国人
観光客に人気があり、お
土産や伝統工芸品の品揃
えは京都最大級。

驚くほど美味しい

究極の金平糖!!

ここはPiPPAを

押して歩きたい!!

甘い香りに誘われて立ち寄ったのは
日本で唯一の金平糖の専門店

緑寿庵清水 本店
3

Spot

1847年の創業以来、伝統と独自の製法を守り続ける
金平糖専門店。熟練の職人が五感を使い、金平糖の
状態を見極めて0.5㎜の核に蜜を掛け、1種類約16〜
20日をかけ完成します。秋限定「焼栗の金平糖」は噛
むと栗の甘みと香ばしさが口いっぱいに広がります。

●京都市左京区吉田泉殿町38-2 TEL.075-771-0755
●営業時間（水曜定休 / 祝日は営業）10：00〜17：00

琵琶湖疎水沿いの素敵な小道。哲学者の西田幾太郎
が散策しつつ思索したことから「哲学の道」と呼ばれるよ
うになりました。起点の銀閣寺から終点の永観堂界隈ま
で続く桜並木は、秋を迎えると黄色に染まります。

●銀閣寺から熊野若王子神社に至る約2km（左京区）

これから桜葉が黄色に染まる
素敵な小道をゆっくり散策

哲学の道
5

Spot
秋が深まるほどに
風情が深まる名所旧跡

東山慈照寺（銀閣寺）
4

Spot

室町幕府八代将軍の足利義政が山荘として1482年に
建立、その後に寺院となった東山慈照寺（銀閣寺）。国
宝の観音殿や庭園などから東山文化が感じられます。秋
が深まると境内は紅葉に彩られ、風情はさらに深まります。

●京都市左京区銀閣寺町2 TEL.075-771-5725（事務局）

今日のゴールに選んだのは
ゆっくり過ごせるエリア

岡崎公園
6

Spot

平安神宮やロームシアター京都、図書館、美術館、動物園などが
ある岡崎公園は、休日をゆっくり過ごすのに最適。秋は京都三大

祭の時代祭行列で賑わい、「よさこ
い」で知られる京都学生祭典も行
われます。紅葉の名所として有名
な永観堂や南禅寺も近くです。

●京都市左京区岡崎最勝寺町界隈

ロームシアター京都には

おしゃれ系カフェもあります

葵寮の近くのショップで見つけ、その可愛さに一目惚れして買った「赤地の小花柄ワンピース」。地元に帰省する
ときには着て帰り、京都でセンスアップしたワタシをしっかり自慢しちゃいます（笑）。
現代社会学部 1年次生 木村 百花さん（愛媛県立松山北高校出身）05



学生おすすめ

グ ルメ
ガ イド

今回のコース近くにある

｜　　お店紹介　　｜
醤油風味のタレに漬け込んだ若鶏の竜田揚
げ定食（510円）。たっぷりのマヨネーズとお
ろしポン酢の組み合わせが素晴らしく、ご飯と
の相性もばっちり。定食は他にも約20種類あ
り、どれもボリューミー!!

香ばしく焼かれた表面にスプーンを入れた瞬
間、ほうじ茶の芳香が漂う濃厚なカスタードク
リームがとろり。街中の隠れ家的なカフェで寛
ぎながら、贅沢な味わいのクレームブリュレを
楽しみましょう（550円）。

熊本・天草生まれの丸くて可愛い「たい焼き」
が縁あって京都に。ふんわり香ばしい生地の
中には粒あんと天草茶風味のクリームがたっ
ぷり。丁寧に自家焙煎されたコーヒーとセット
でどうぞ（500円）。

淡路島産の玉ねぎを飴色になるまでじっくり
炒め、甘みを引き出した美味しさはまさしく絶
品!! スープにパンと2種類のチーズを重ね、グ
ラタンのように焼き上がるのを待つ間もワクワ
クします（900円）。

南イタリアで修業した女性シェフの自信作。レ
モンとバターの香りに食欲が刺激されること
マチガイなし。鶏と野菜のブイヨンを白ワイン
で仕上げたソースの旨味が少し太めのパスタ
にからみつきます（1,300円）。

リバース
京都市北区上賀茂朝露ヶ原町28-16葵

マンション1F 075-721-7322 11：30
〜17：00（不定休）

タイムピース・カフェ 
京都市下京区四条通寺町東入る御旅町

19池善ビル3F・4F 075-221-6226 
11：30〜23：00 / L.o.22：00（不定休）

あまいろ 
京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町

242 非公開 12：30〜20：00 / 土日祝 
11：00〜18：30（火曜・水曜定休）

フォーチュンガーデン京都 
京都市中京区河原町御池上る一之船入

町386-2 075-254-8843 11：30〜
22：00 / L.o.21：00（火曜定休）

カンティーナ アルコ
京都市中京区蛸薬師通麩屋町西入る油

屋町145洋燈館1F 075-708-6360 
Café 14：00〜16：30 / Dinner 18：00

〜24：30（水曜定休）

法学部 4年次生 
岸 克樹さん

（兵庫県立西宮高校出身）

外国語学部 1年次生 
武藤 季紗さん

（京都府立北稜高校出身）

経済学部 3年次生 
岡田 直人さん

（兵庫県・神戸星城高校出身）

文化学部 2年次生 
津田 侑奈さん

（大阪府立渋谷高校出身）

経営学部 1年次生 
小仲 優衣さん

（京都府・京都産業大学附属高校出身）

「リバース」の
竜田揚げ定食

「timepiece cafe」の
ほうじ茶のクレームブリュレ

「あまいろ」の丸いたい焼きと
自家焙煎コーヒー

「フォーチュンガーデン京都」の
オニオングラタンスープ

「Cantina Arco」の
レモンのパスタ

※記載の価格はすべて税別

大学生になってすぐに買った「アディダスのスニーカー」。それまでランニングシューズしか履いたことのないサッ
カー少年だったので、白地に黒色3本ラインのオシャレ系スニーカーを履くだけでワクワクします。
経済学部 1年次生 吉冨 直さん（大阪府立槻の木高校出身） 06



筋トレ　ブームにまつわる「あれこれ」

スポーツの秋に
秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋と
いろいろありますが、皆さんは何を一番に思い浮
かべるでしょうか？今回、私たち学生広報スタッフ
は、最近テレビやネットで人気を集めている「筋ト
レ」に注目。本学で「筋トレ」について詳しい現代
社会学部の森谷敏夫先生と学生部の高橋拓巳ス
トレングス＆コンディショニン
グコーチにお話を伺いました。

現代社会学部　森谷敏夫教授
南カリフォルニア大学大学院で運動医
科学を学ぶ。現代社会学部健康スポー
ツ社会学科の健康科学など、運動医科
学に関する講義を受け持つ。「定年筋ト
レ」や「おサボり筋トレ」など筋トレに関す
る著書も多く、自身も筋トレを続けている。

“筋肉の達人”森谷先生に聞きました

引き締まった理想的なボディを目指し「筋トレ」をテーマにし
たNHKの5分間ミニ番組。SNSなどで話題を集め、番組中の
名セリフ「筋肉は裏切らない」がユーキャン新語・流行語大賞
にノミネートされるほど。出演している俳優の武田真治さんが
大ブレイクしました。番組はYouTubeのNHK公式チャンネ
ルでも公開されているので、いつでも見ることができますよ。

スポーツの秋に

まずは筋トレと筋肉について

森谷先生について

みんなで筋肉体操

健康寿命を気にする人が増えたからです。健康
寿命とは寝たきりにならず、介護を必要とせずに

生活できる年数のこと。年をとると男性も女性も認知症に
なったり、女性だとロコモティブシンドロームという運動
機能の低下による転倒などが起こりやすくなります。筋ト
レをすることで筋肉の衰えを防ぐことができるのはもちろ
ん、頭も動かすことになるので認知症も予防できます。

近ごろ筋トレや健康に関する話題が
多いのはなぜですか？Q

A

アメリカに留学中、健康管理などを勉強してい
たにも関わらず、自身は運動をしていませんでし

た。現地の勉強仲間に「一緒にジョギングしよう」と誘わ
れて走ったとき、すぐにバテてしまい、「もっと体力をつ
けよう」と思ったのがきっかけです。

先生が筋トレを始められた
きっかけは何ですか？Q

A
運動をすることで海馬に脳由来神経栄養因子と
いう生理活性物質が増えることです。筋肉は頭

から指令を発して動かします。つまり筋トレをしている間

筋肉をつける（筋トレをする）意義を
教えてくださいQ

A

日々の食事です。筋肉をつけるには、タンパク質の
合成が必要ですが、体内で自ら合成することはでき

ません。そこで大豆や卵、乳製品、肉、魚にふくまれている必
須アミノ酸を摂ることが大切になります。特に筋トレ後の1・2
時間以内にタンパク質を摂ると筋肉は早く大きくなります。も
ちろんプロテインなどのサプリでもいいですが、乳製品を一
緒に摂ることで効果が高まるので試してみてください。

筋肉をつけるために日常生活で
気をつけるべきことはありますか？Q

A

はずっと脳を活性化させていることになります。海馬は
年をとると共に小さくなりますが、筋トレをしていると海
馬の縮小を防ぐことができます。

筋 ト レ ブ ー ム 到 来

激安品を探していて出遅れたけど、ようやく買えた「Bluetoothのイヤホン」が今のお気に入り。ワイヤレスがこれ
ほど便利なら、もっと早く買えば良かったと悔やみつつ、音楽や英会話を聴くのにフル活用しています。
経営学部 4年次生 加納 真汐さん（京都府・京都産業大学附属高校出身）07



筋トレ　ブームにまつわる「あれこれ」

息をしないと血圧が上がってしまうので、力を入
れるときは息を吐きましょう。口を開けたまま筋ト
レしたり、歌を歌いながら筋トレすれば、自然に呼
吸できるのでおすすめです。

①筋トレ中は息を止めない!!

筋肉は通常以上の力を出さないと大きくなりませ
ん。10回以上、余裕で動かせるということは、通
常以上の力を出していないということ。それでは
筋トレをする意味がありません。例えば、腕立て伏
せ。床に腕をついて10回以上できるなら、足を椅
子の上に置いて傾斜をつけて負荷を強くします。
逆に10回できないなら、膝を床についたり、壁を
使ったりして、負荷を和らげてあげましょう。

②1セット10回を基準に
　辛くなる負荷を調整する!!

One-Point Lesson

牛丼の「吉野家」で今年5月から販売されている「ライザップ
牛サラダ」。牛肉はもちろん、鶏肉や半熟卵、ブロッコリーな
どをたっぷり使った「高タンパク・低糖質」が特徴。監修は品
名にある通り「結果にコミットする。®」で知られるプライベー
トジムのライザップ。2019年7月には累計100万食を突破
するほどの人気商品に。

スポーツ庁の調査では週3日以上、運動する人は2017年度に
26.0％（前年度比19.7%）に達するなど、スポーツ人口が増
加。それに伴い、手軽にかつ美味しく高タンパク質が摂取でき
るプロテイン入り飲料が大人気に。何といっても、これまでの
粉末をシェーカーに入れて、水や牛乳で溶かすタイプのプロテ
インより手間が大幅に削減できる点が、大きなポイントです。

森谷先生に教わる
正しい筋トレ

体を引き締めよう!!体を引き締めよう!!

ライザップ牛サラダ プロテイン飲料

周囲から若々しい、シェイプがきれい、体が張って
いると言ってもらえること。また、筋肉があると代

謝もよくなり、健康に過ごせるようになります。筋肉を維持
することは、体のすべてを保全することでもあるんです。

筋肉を鍛えていて良かったと
思うことはありますか？Q

A

まだまだやりたいこともあるので、ボケずに、要
介護にならないようにしたいですね。できる範囲

でこれからも努力を続けていこうと思っています。

どのような体を
目指されていますか？Q

A

上腕二頭筋です。鍛
えれば鍛えるほど、

しっかり筋肉がつきますよ。

先生の筋肉自慢を
教えてくださいQ

A

週に2・3回、約6kmのジョギングと30分の筋ト
レをしています。週3回ほど空手の稽古もしてい

ます。空手では自分を刺激するため、大会にも挑戦して
います。

先生のトレーニング内容を
教えてくださいQ

A

再来年1月の成人式に向けて、親が買ってくれた「古典柄の振袖」。それまでは貸衣装でよいと思っていたけれど、
ふと入った呉服店での出会いは運命的かも（笑）。今は11月の仕立て上がりが待ち遠しくてたまりません!!
法学部 1年次生 福島 愛雪さん（京都府・京都聖母学院高校出身） 08



総合体育館トレーニングルームの使い方

●まずはトレーニング器具取扱説明会に参加してください。説
明会の案内はPOSTで定期的に行われていて、事前の説
明会受講申請手続きを教学センターで行う必要があります。

●トレーニングルームを利用するには、どうすれ
ば良いですか？手続きの方法を教えてください。

◆ランニングマシン／天候や日焼けを気にせずランニングできるた
め、女子の利用者が多いマシン。トレーニング初心者も使いやすい。

◆ハイプーリー／懸垂のよ
うなトレーニングができるマ
シン。初めて使う人も説明
ボードを読めば負荷は簡単
に調整できる。

●意外にも、体育会クラブに所属している人と、そうで
ない人の割合はほぼ同じくらいです。ですので、体
育会クラブに所属していない方も大歓迎ですよ。

●利用する学生は、体育会のクラブに所属して
いる人ばかりですか？

●更衣室にシャワーが備わっているので、安心してく
ださい。授業後のトレーニングはもちろん、汗を流し
てから授業に臨むこともできますよ。

●シャワーはありますか？

●もちろん教えます。希望があれば筋トレの個別メ
ニューも作成するので、気軽に相談してください。

●器具の使い方やトレーニングの方法は教えて
もらえますか？

●土足厳禁なのはもちろん、利用許可証を必ず持参し
てください。また、間違って他の人のドリンクを飲ん
でしまわないようマイボトルを使ってもらっていて、
ペットボトルや缶類の持ち込みは禁止しています。

●トレーニングルーム内での注意点はありますか？

● 腕立て伏せ、腹筋、スクワットがおすすめです。負
荷的には10回程度で辛くなるトレーニングを３セッ
トすることが望ましいです。ちなみに「腕立て伏せ

●学生が自宅で行えて、効果を感じやすい筋ト
レってありますか？

大学で筋トレ!!大学で筋トレ!!
Let's

皆さんはキャンパス内で最先端マシンを使って筋トレができる
ことを知っていますか？ 体育会のクラブに所属する学生以外
でも、本学学生であれば利用できることは意外と知られてい
ないのでは。そこで、総合体育館内の「トレーニングルーム」
について、高橋さんに聞いてみました。

取材協力してくれた高橋さん

大学生になって初めての定期試験に備え、「緑色の暗記用マーカー蛍光ペン」を買いました。受験時も使ってい
たけれど、久し振りに使うとやっぱり超すぐれモノ。卒業までに何本も買い替えるほど、たくさん勉強したいです。
現代社会学部 1年次生 山口 雛碧さん（大阪府立茨木西高校出身）09



学生広報スタッフが
筋トレに挑戦!!

森谷先生と高橋トレーナーのアドバイスを
もとに、学生広報スタッフが1カ月間、実際
に筋トレに挑戦してみました！

●実施した筋トレ→腕立て伏せ、腹筋、スクワッ
トを日に分けて行い、鍛える部位によって10
回1セットのセット数を調整した。

●筋トレ時に意識したこと→負荷を強くするた
め、スクワットの時に2㎏と5㎏のバーベルを
使った。

●体重の変化→変化なし

●感想→体重にこそ変化はなかったが、以前
より筋肉量が増したように感じる。また、筋トレ
をすることで、頭が冴えるようになった。今回
の企画をきっかけに、高校まで続けていたサッ
カーをまた始めたいと思った。

●実施した筋トレ→腕立て伏せ、腹筋、スクワッ
トを各10回3セット。

●筋トレ時に意識したこと→負荷を強くするた
め、動作をゆっくりするように心がけた。

●体重の変化→－0.2㎏

●感想→普段ほとんど運動をしていないので、
最初の1週間は本当に辛かった。でも、根気強
くやっていくうちに慣れてきて少し体力もつい
たと思う。継続することに意味があると思うの
で、今後も続けていきたい。

●身を引き締めること（シェイプアップ）はできますが、
それは痩せることではありません。まずそれをしっ
かり理解してください。バランスの良い食事をしな
がら筋トレをすれば、効果は数週間であらわれます。
日々体重を計って意識を保つのも良い方法ですが、
筋肉量の増加によって体重が増えることもあります
から、鏡を見て体が引き締まっているか確かめるよ
うにしてください。スマホで写真を撮っておくと、変
化も分かりやすいと思いますよ。

●最後に、筋トレで痩せることはできますか？

◆フリーウェイト／スクワットやベンチプレスなどに使用する。筋
肉男子はもちろん、プロの女性モデルにも愛好者が多い。

が100回できる」と自慢する人もいますが、それは
100回できる負荷に過ぎないということ。筋肉をつ
けたいなら、かける負荷を意識してください。

│
外

国

語学部 1年次生 松
浦

│

│
法

学
部 2年次生 折部

│

Amazonのセールで思わず買った「Alexa（アレクサ）」。音楽の再生や天気予報から英会話の勉強まで、日々
便利使いをしていますが、ひとり暮らしの部屋で話し相手になってくれるのも何気にうれしい感じです。
法学部 2年次生 兼子 賢次朗さん（三重県立神戸高校出身） 10



さらなる 活 躍 に 向 け て！

史上5人目の連覇を成し遂げ

人馬一体になっている自分が

さらにイメージできるようになりました

第57回 関西学生馬術選手権大会 優勝

河野 雄大さん
法学部 4年次生（三重県・高田高校出身）

今年7月に行われた第57回「関西学生馬術選手
権大会」で優勝し、史上5人目となる連覇を達成し
ました。昨年の決勝戦では、連覇を目指していた選
手が、そのプレッシャーに負けていたのを目の当たり
にしていたので、優勝を意識しすぎないように心掛
け、大会に挑みました。
長方形の競技馬場内で行う演技の正確さや美し
さを競う「馬場馬術」と、コース内に設置された障
害物を飛び越えながら通過し、減点方式で得点を
競う「障害馬術」の2種目が行われ、準決勝の馬
場馬術では、得点が伸びずに後れをとってしまう場
面もありましたが、冷静さを失わずに障害馬術で得
点を挽回し、決勝までコマを進めました。決勝では、
ミスを一切することなく、見事優勝することができま
した。
また、普段練習している大学の馬ではなく、連盟で
準備された馬に乗って競技する必要があったのです
が、決勝で割り当てられた馬は、幸運にも過去の大
会で乗ったことがある馬で、リラックスして競技に臨む
ことができたのも、非常に良かったのだと思います。
京都産業大学の恵まれた乗馬環境や監督の熱心
なご指導のもと、仲間と切磋琢磨することで馬術
の技と精神を高めながら、いつの日か五輪に出場
するのが次の目標です。

CHECK

11月15日［金］〜17日［日］
＠御殿場市馬術・スポーツセンター

関西王者のチャレンジは続く!!

第91回 
全日本学生馬術選手権大会

歌詞が大好きな男性4人組バンド「WOMCADOLE」のライブチケットを買いました。ライブを大いに楽しむのは
もちろん、当日までの2カ月間、3,500円で毎日ウキウキしていられるって良い買い物だと思いませんか!!
コンピュータ理工学部 3年次生 向井 英晃さん（京都府立網野高校出身）11



日々の努力を惜しまず

磨き上げたパフォーマンスで

世界の人々を魅了したい

学生時代のチャレンジとして

セルフブランドを立ち上げ

SNSを通じて広く発信!!

私たちは、ダブルダッチ部の男女3人ずつのチーム「Caesar
（カエサル）」として活動しており、ダブルダッチのパフォーマン

スを競う関西最大規模の大会の1回生部門で
優勝しました。この部門は22組が出場する激
戦区でしたが、入学直後から大会本番の8月ま
で、審査基準となる技術力や表現力、構成力、
独自性、完成度を磨きあげた成果だと思いま
す。また、ダブルダッチ部にはプロのパフォー

マーになった先輩もおられ、その土台となった厳しい練習を私た
ちも乗り越えてきたということが、大きな自信になったと感じてい
ます。ただ、今回の優勝が決してゴールではありません。全国大
会の優勝はもちろん、世界大会のステージに立つ夢に向かっ
て、今後もチーム一丸となって頑張りたいと思います。

CHECK

CHECK

ダブルダッチ部のパフォーマンスは
神山祭でも披露されます！

二人のセルフブランド

「Leben」は
Instagramでチェック!!

募集中！ あなたの身近にいる「キャンパスの星」を紹介してください！
自薦他薦OK！サギタリウスで紹介します！ ksu-sag@star.kyoto-su.ac.jp

DOUBLE  DUTCH GRAND PRIX 2019 
「1回生部門」優勝

左から

「普通じゃないチャレンジを学生時代
にしよう!!」。そんな想いをもってファッ
ションのセルフブランド「Leben」を立
ち上げ、オリジナルプリントの長袖T
シャツをSNSで発信したのが今年の
4月。「シンプルで自分たちが着たいTシャツ」というコンセプト
が良かったのでしょう。在庫は瞬く間に完売し、次いで発売し
た第2弾の半袖Tシャツも残数わずかです。1着の利幅は少
なめに設定したので利益はさほど出ていませんが、ビジネスと
して成立させることが、いかに難しいかを知ることができ良い
勉強になりました。また、購入者や商品化をサポートしていた
だいているメーカーの人たちとの「つながり」は、この活動に
よって得た貴重な財産だと感じています。今シーズンのトレン
ドである、ゆったり大きめをテーマとした第3弾の計画も進ん
でおり、どんな商品ができるか、今から楽しみです。

セルフブランド「Leben」起業者

池口 友基さん 法学部 3年次生（京都府・京都成章高校出身）

井上 要一さん　法学部 3年次生（京都府・京都成章高校出身）

左から

梶谷 弥々子さん 国際関係学部 1年次生（大阪府・大阪産業大学附属高校出身）

本行 彩芽さん 国際関係学部 1年次生（大阪府立北かわち皐が丘高校出身）

小川 媛加さん 現代社会学部 1年次生（京都府・大谷高校出身）

11月3日［日］ 15：20〜16：10 ＠ピロティ
11月4日［月・休］ 10：00〜12：00 ＠神山ホール 15：50〜17：50

趣味のネットショッピングで購入したこの大きな「イヤリング」、とっても気に入っています。サイトで見ていたより
オシャレ感があって、しかも黒色に深みがあって素敵で、友だちも「いいね!!」って言ってくれます。
文化学部 2年次生 奥嶋 彩日さん（大阪府・城南学園高校出身） 12



課外活動の日常を紹介！

攻守のポジションごとに、役割が特化しているアメリカンフットボールでは長所に秀でること
が求められます。例えば、足が速い、背が高い、ジャンプ力がある、体が大きい、肩が強いな
ど、各自が長所を活かしてチームの勝利に貢献しています。また、本学ではアメリカンフット
ボールの経験者はごく少数。自身の長所を活かして活躍できるアメリカンフットボールの選
手を目指すこともできます。新入部員の募集は随時行っていますので興味を持たれた方は、
ぜひアメリカンフットボール部まで！

選手は自身の個性を活かしてチームの勝利に貢献

興味のある方は
公式Webサイトを
要チェック！

アメリカンフットボール部

松村 樹輝さん
法学部 4年次生

（明石市立明石商業高校出身）

全部員が一丸となり
悲願の1部（Division-1）昇格に挑む

細かなルールが分からなくても、次の４つを
覚えるだけで試合観戦を楽しめます。①エン
ドゾーンにボールを運ぶと「タッチダウン」と
なり得点が入る。②攻撃専門と防御専門
の11人に分かれて対戦する。③自らボール
を持って前に走る（ラン）か、味方にパスする

（ワンプレーに1回）。④ボールを持っていな
い選手の動きも防ぐことができる。これら4つ
が分かれば、アメリカンフットボールが大好き
になってもらえると思います。

100パターン以上もある作戦を駆使する頭脳戦もアメリ
カンフットボールの魅力の1つ。司令塔となるクォーター
バック（QB）がサインを出し、ランで相手ディフェンスを突
破したり、華麗なロングパスで一気にタッチダウンを奪うこ
ともあります。強みとする肉弾戦はもちろん頭脳戦も駆使
し、25年ぶりとなる悲願の「Division-1」昇格を達成した
いと思います。

4つのルールを覚えれば、
試合観戦を楽しめる！

ラン突破かロングパスか、
作戦は100パターン以上

One Point Guide

| PICK UP |

関西学生リーグ
秋シーズン（10月）
19日［土］vs 大阪教育大学

26日［土］vs 甲南大学
＠エキスポフラッシュ

フィールド

チームの愛称は
学章や本誌と同じ
「Sagittarius」

大学の合格祝いとして親が買ってくれた「iPhone X」。大画面で大容量、ばっちりインスタ映えするカメラ、長持
ちするバッテリー、超便利な顔認証がマスク着用だと反応してくれないこと以外、なにひとつ文句ありません!!
法学部 1年次生 深井 梨帆さん（京都府・京都成章高校出身）13



アイスホッケー部

秋田 拳斗さん
法学部 4年次生

（北海道釧路江南高校出身）

ヘルメット、ショルダーパッド、エルボーパッド、レガースなど、全身につける防具の総重
量は約10kg（ゴールキーパーは約20kg）。それは時速150km前後で飛んでくる硬質
ゴム製のパックから身を守り、かつ相手チームの選手から受ける体当たりの衝撃を防ぐ
ため。これを重いと思っていてはアイスホッケーの選手は務まりませんし、氷上であって
も暑さとの戦いもあります。また、防具の他にも各自のサイズにあわせたカーボン製のス
ティックやスケート靴などが必要であり、選手は装備のメンテナンスも大切にしています。

選手が全身につける防具の総重量は約10kg

「氷上の格闘技」には
ハードワークが必要不可欠

「氷上の格闘技」と呼ばれる
アイスホッケー。スティックで
直径7.62cmのパックをゴー
ルに打ち込み1点を奪い合う
シンプルな競技です。試合時
間は20分の1ピリオドを3回
行う60分、リンクで戦うのは
ゴールキーパーを含む1チーム6人です。滑り続けるの
は90秒が限界のため、ベンチ入り22人がローテーショ
ンしながら素早く交代しあっているのも観戦時の“見ど
ころ”の一つです。

激闘は90秒が限界のため
ベンチ入りの全員で戦う

ポジションは、フォワードが3人、ディフェンスが2人、ゴー
ルキーパーが1人という配置が一般的ですが、特に決
まっているわけではありません。試合の流れによって流
動的に変更し、試合終盤の「あと1点」という場面では、
ゴールキーパーを外して他の選手をリンクに投入するこ
ともあります。

ポジションの配置は流動的に変わり
全員が攻撃に参加する場面も

One Point Guide

| PICK UP |

応援バスツアー開催
関西学生リーグ戦

10月27日［日］12：30〜 
vs 同志社大学

＠滋賀県立
アイスアリーナ

興味のある方は
公式Webサイトを
要チェック！

仲間や学内外の人々と広く関わり、新しい発見をしながら新しいスキルを身につけていく課外活動。

京都産業大学ではさまざまな団体が活動していますが、その内容を実際に知る人は多くないはず。

いろんな団体の活動内容を知り、参考にすることで、新しいものや価値をうみだす人になろう!!

リンクでの練習も
迫力たっぷり

みんな持っているので、自慢にならないけれど、買って良かったと思うのは「モバイルバッテリー」。通学中の1時間、
スマホの充電を気にせず音楽を聴いたり、授業のレジュメをチェックしたり、心強いパートナーって感じです。
経済学部 1年次生 秋間 智貴さん（大阪府立槻の木高校出身） 14



課外活動の日常を紹介！

デザインクラブ

佐々木 琢央さん
現代社会学部 3年次生

（大阪府・精華高校出身）

ジャンルや作風を問わない
自由で楽しい創作の場

名称は「デザインクラブ」です
が、創作ジャンルの幅広さが特
徴。イラストや油絵を含む絵画
系はもちろん、3Dプリンターを駆
使したオブジェや彫刻などの立体系から写真、CG、作
曲、ファッション、アクセサリーまで、現在33人いる部員
のクリエイティブは多岐にわたります。自由な創作の場、
ものづくりが大好きな仲間が集まる場、デザインクラブ
ではグループで合作することも自由です。

部員のクリエイティブは
驚くほど多様で多彩

各自が自由に活動していますが、
毎週火曜日に行う会議で創作
テーマを決めることもあります。
創作した作品はシエスタや神
山祭の他、市内のギャラリーで開くグループ展などで発
表します。その準備として、春夏の休暇中には、インスピ
レーションを高めるため、合宿を行っています。また、自
身のテクニックをみんなの前で披露し、表現の幅を広げ
あう講習会も行うなど、自由だけどつながりの強い部だ
と自負しています。

創作活動は自由だけれど
部員のつながりは強い

| PICK UP |

11月2日［土］
3日［日］4日［月・休］

神山祭の部展で
作品出展

興味のある方は
公式Twitterを
要チェック！

仲間の作品から
刺激を受けるのも
創作のプラスに!!

他の課外活動団体やゼミからのオーダーを受け、シンボルマークやロゴ
タイプ、ポスター、パンフレット、チラシ、Tシャツなどの制作を引き受けてい
ます。既に数件の実績があり、昨年は神山交響楽団の演奏会ポスターを制作し、アーティ
スティックなデザインが評判になりました。「頼んでみたいな」と思う方がおられたら、まずはイ
メージやコンセプトをお聞かせください。部員から最適任者を選び、複数のデザイン案をプレ
ゼンテーションさせていただきます。

他団体やゼミにオーダーメイドのデザインを提供

One Point Guide

デジタル作曲にはPCや
タブレットが欠かせない

好評だった
神山交響楽団の
演奏会ポスター

よく行く北山の古着屋で運命的に出会い、衝動買いした「イヴ・サンローランのメガネ」。今かけていますが、写真
が小さくて「？」だろうけど、アンティークでゴージャスなゴールドフレーム、ウルトラ級にオシャレなんです!!
法学部 2年次生 樋口 幸多さん（大阪府立東淀川高校出身）15



軽音楽部

藤原 悠矢さん
経営学部 3年次生

（兵庫県立西脇高校出身）

神山祭などでの
ステージライブに向けて

現在、軽音楽部には120名ほどの部
員がおり、複数のバンドを掛け持ちして
いる部員もいるので全体のバンド数は
60組くらい。各バンドの構成はギター、
ベース、ドラムの基本形に、キーボード
やヴォーカルが加わる感じ。ジャンルは
メジャー系ジャパニーズロックバンドのコ
ピーが主。演奏スタイルや気のあった
仲間でバンドを組み、ステージでのライ
ブを目指して日々練習に励んでいます。

まずは個人で入部し
気のあう仲間とバンドを組む

ドラムやキーボードは経験者が多い一方、ギターには大学デビューの
部員も多くいます。また、高度なテクニックをもつ先輩が初心者の練習
に付き合い、アドバイスすることもあります。実際、半年ほど頑張って練
習すれば、人前で弾けるレベルまで上達することもできます。
憧れるだけでなく、あなたも今すぐギターを弾き始めてみま
せんか!!

ギター奏者には
初心者だった部員も多数

| PICK UP |

11月2日［土］
3日［日］4日［月・休］

神山祭のステージでは
3日間で計60バンドが

演奏!!

テクニックの上達は
練習あるのみ!!

京都市内をはじめ、各地のライブハウスでライブをすることも少なくありません。その際、
軽音楽部として部員全員に周知徹底しているのは、ライブハウスの機材を大切に扱
うこと。ミュージシャンとして当然のことではありますが、オーディエンスとなる場合にも
マナーを守ることを呼びかけています。実は機材保護の観点から、ステージに持ち込
んで良いドリンクは水のみで、お茶やスポーツ飲料などはダメとするライブハウスがあ
るなど、出演者になってみないと分からないルールが思いのほか多いんですよ!!

ライブハウスに出演する際はルールを徹底して守る

One Point Guide

興味のある方は
公式Twitterを
要チェック！

スタジオには
ミキサーも完備

スポットライトを浴びれば
誰だってミュージシャン!!

この「MacBook Air」、親が大学の合格祝いに買ってくれたんですが、「iPhone」の画像が同期移送できて超
便利。しかも作成したレポートなどは「iCloud」で管理でき、宇宙物理・気象学科の勉強に欠かせませんね。
理学部 1年次生 丸谷 一輝さん（大阪府・羽衣学園高校出身） 16



経済学部 西村 佳子 教授に
教えていただきました！

PROFILE
主な研究テーマは、退
職金制度からの移行
で重要性が高まる「企
業型確定拠出年金」
のガバナンスについて。

キャッシュレス決済
Cashless payments

代金の支払いや受け取りのときに現金を用いない「キャッシュレス決済」。キャッシュレス決済は、
大きく分けて3つに分類できます。1つは、交通系ICカードなどの先払い決済。2つめは、クレジット
カードに代表される後払い決済。そして3つめは、デビットカード・QRコードのような即時決済です。ス
マホではQRコード決済が多いので、学生の皆さんにとってはもっとも身近かもしれません。これから
キャッシュレス決済の主力になっていくともいわれています。しかし、今はさまざまな決済方法が乱立
している過渡期。それぞれの事業者の、安全性や使いやすさの評価もまだ定まっていません。将来
的には集約されると予測されますが、何が選ばれるかはわからないという状況です。

今こうして着ている「マスタードカラーのシャツ」、少し厚めの生地にウォッシュ感があり、さりげないオシャレがした
い私のお気に入り。背中にある3つボタンやデニムスカートとのコーデをお見せできなくて残念です（笑）。
生命科学部 1年次生 米澤 舞那さん（京都府・京都文教高校出身）17



中国ではスマホ決済が急速に進んでいると聞きます。日本は遅れているのでしょうか？

確かにスマホ決済の普及は遅れていますが、
日本にはすでに優れた金融インフラがあります。

「遅れている」という人もいますが、議論が分かれるところです。スマホでの決済だけに絞ってみると確かに普及は
遅れていますが、日本には多様な決済の方法があります。銀行口座での引き落としや振込もそのひとつ。公共料金
の支払いをその都度スマホで行うよりも、自動的に口座から引き落とされるほうが便利で確実です。すでに優れた
金融インフラがあるからこそ、スマホ決済のような新しい方法ができても急速には移行しないのだといえます。一方
中国では、日本ほど銀行口座やクレジットカードの保有率が高くありません。国土が広大なためATMが少なく、都市
部以外では現金が使いにくいという背景もあります。しかし、スマホの普及率は90%以上。そのため、ほかの方法よ
りもスマホ決済が便利なのです。とはいえ、日本でも決済のキャッシュレス化が進んでいくことは間違いありません。
乱立する事業者が整理・統合され、安全でどこでも確実に使える決済方法が確立すれば、多くの人が利用するよう
になるのではないでしょうか。

日本の政府としては、キャッシュレス決済を広めていきたいのでしょうか？

人口が減少していく未来を見据えて、
キャッシュレス決済の普及を推進しています。
経済産業省は、キャッシュレス決済を進めようとしています。その理由はいくつか考えられますが、その最たるものは
都市部の慢性的な労働力不足と過疎地での人口減少です。皆さんはATMのお金を補充や回収しているところを
見たことがありますか？必ず2人以上で行なっています。それが全国のATMで行われていると思うと、いかにコストが
かかるか想像できるはず。また、アルバイト先で、レジの現金管理の大変さを経験した人もいるかもしれません。日本
国内のATMを維持するために、年間2兆円かかっているという試算もあります。これまでは、その費用を銀行が支
払っていました。しかし、今は銀行もそれほど収益を上げられなくなってきているので、近い将来、ATMの維持管理コ
ストは利用者に転嫁されることになるかもしれません。さらに、さまざまな場所で現金管理の作業を減らすことができ
れば、労働力不足の緩和にも役立ちます。労働力不足の傾向が続き、今後は銀行・ATMの数自体も減っていくた
め、キャッシュレス決済の推進は不可欠なのです。

スマホ決済を利用するときには、どんなことに気をつけるべきでしょうか？

4つあります。スマホ決済は手軽で便利ですが、
あくまでお金のやりとりであることをきちんと認識しましょう。
キャッシュレス決済には、支払いがデジタル上で記録できるという利点があり、お金の流れを1か月・1年といった期間
で簡単に管理できる便利さがあります。その上で、まず気をつけてほしいのは、アプリの安全性を過信しないこと。ど
んなアプリにも脆弱性はあるので、こまめなアップデートが不可欠です。2つめは、フィッシング詐欺に注意すること。
3つめは、ポイント還元に釣られないこと。それはサービスを普及させるためのおまけにすぎません。どのような仕組み
で支払われるのか、安全性はどのように保たれているのか、常にアプリのアップデートを続けていけそうな会社が運営
しているかなど、手軽さの裏側にあるリスクにも注意を払ってください。そして最後は、使いすぎないこと。後払い式の
キャッシュレス決済は、どうしてもお金の管理がずさんになりがちです。スマホ決済に限らず管理力が身につくまでは、
口座の残高以上にお金を使ってしまわないように即時決済の方式を選ぶのがいいのではないでしょうか。

中学校の部活で励んでいたバスケが再びしたくなり、「ボール」を買いました。今は総合体育館の横にあるコート
を借り、ひとりで練習しています。友だちから「それって楽しい？」と聞かれますが、めっちゃ楽しいです!!
理学部 1年次生 冨田 雄貴さん（川崎市立川崎総合科学高校出身） 18



卒業生が届ける、
それぞれの「むすんで、うみだす。」

̶ レターズ ̶

卒業生が届ける、
それぞれの「むすんで、うみだす。」

枠にとらわれない発想で

盆栽作品が作られる

音楽に乗せた盆栽のパフォーマンスで観客を魅了する

盆栽とアクアリウムのコラボレーションによる作品

「夢幻」

最初は嫌だった大学生活
変わった世界

高校駅伝の徳島県大会で優勝したことが
きっかけとなり、京都産業大学陸上競技
部への入部を決めました。1月の全国駅
伝が終わってから参加した大学の合宿で
は、陸上競技部の厳しさを骨の髄まで思
い知りました。陸上競技部伝統の雑草魂
は、高校生の想像をはるかに超えたレベ
ルでした。入学後、1年次生のときは嫌々
ながらも練習をこなすのが精一杯、故障
やケガも多く授業に出る余裕などありませ
んでした。そんな中、田舎から出てきた祖
母と一緒に訪れた東福寺の庭が自分を
変えました。庭を目にした瞬間、目の前の
空間に引き寄せられ、気持ちが浄化され
ていくのがわかったのです。決して広くな
い庭なのに、何とも不思議な奥行きと深さ
を与えた庭師・重森三玲の技に魅せられ
ました。改めて自分を振り返ると、中途半
端に一体何をやっているんだと思い、そこ

2003年
経営学部 卒盆栽師 平尾 成志さん

1981年生まれ、徳島県出身。在学中に訪れた東福寺の方丈庭園に感銘
を受け、日本文化の継承を志す。卒業後、さいたま市の加藤蔓青園に弟子
入りし、師匠からの言葉「盆栽を国内外問わずいろんな人に伝えられる人
間になってくれ」を胸に、海外でも盆栽のパフォーマンスなどを行う。盆栽
の可能性を信じ、文化の継承と次代を担う人材の育成や制度づくりにも
力を入れている。

瀬
戸

内海の12の島と2つの港を舞台
に

｜   開

催される現代アートの祭典
  ｜3年に一度開催される

「瀬戸内国際
芸術祭2019」に

平尾さんの作品が
展示中！

11月4日［月］まで開催

高校時代に中国で放映されていて、大好きになった日本のアニメ「十二国記」の原作を全巻買いました。壮麗で
波乱万丈のストーリーに引き込まれるのはもちろん、読破することで日本語の良い勉強になっています。
現代社会学部 1年次生 方 文汐さん（中国・江蘇無錫運河高校出身）19



平尾さんからひとこと！

盆栽の修業に入り
自分の使命を悟る

卒業後は最初、庭師を目指しましたが、縁
あって盆栽の世界に入ることになりまし
た。今度は5年間の修業です。とはいえ陸
上競技部での日 を々思えば、朝8時から夕
方5時までの仕事などまったく苦になりま
せんでした。そして、修業1年目の終わりが
近づいたある日、ふと気づきました。自分
に残された時間は、あと4年しかない。とこ

から気持ちを切り替えました。陸上も学業
にも「馬鹿になって」全力で取り組む覚悟
を決め、生活態度を一変したのです。毎日
必ず授業に出席し、練習も休まず一切手
抜きなしで頑張りました。その結果、1年次
終了時にはあまり単位を取れていなかっ
たものの、無事に卒業でき、陸上も最後ま
でやりきりました。4年間で僕の人生は明
らかに変わった。京都産業大学に入学し
て本当に良かったと思います。

ろが盆栽師として独り立ちするために学
ばなければならないことが山ほどある。そこ
で再び「馬鹿になって」盆栽一筋に打ち
込むことにしました。毎朝、仕事場に誰よ
りも早く来て、みんなが帰るまで仕事に打
ち込む。ちっぽけな自分の欲などすべて捨
てて、全身全霊をかけて盆栽と向き合うと
決めたのです。全力で取り組めば、毎日必
ず何か発見があります。なぜなら盆栽は生
きているからです。ただし彼らからは話しか
けてくれないので、ひたすら自分で観察す
るしかない。そのうち木がいろいろと教えて
くれるようになりました。修業を終え、盆栽
の素晴らしさを世界に伝える取り組みを
始めました。若い人を弟子に迎え、次の世
代を担う人材の育成にも取り組んでいま
す。パフォーマンスするのは、盆栽の素晴
らしさを一人でも多くの人にわかりやすく
伝えるためです。自分の使命は、盆栽を継
承すること。そのためには人を育てなけれ
ばなりません。盆栽師こそ天職であり、継
承者を育てるのが自分の天命なのです。

一生付き合える
仲間を見つけよう

勉強はもちろん大切だし、
就職もその後の人生にとっ
て大きな意味があります。
けれども、それだけが学生
生活じゃない。大学時代の
4年間は、思い切り遊ぶこ
とが許される時間でもある
のです。スマホばかりいじっ
ていないで、リアルに真剣
に遊んでほしい。大学時代
に一生懸命に遊んだ相手
は、一生の友だちになりま
す。「Stay hungry, Stay 
foolish」、スティーブ・ジョブ
ズが言ったように、本気で
馬鹿になれる仲間を見つけ
てください。

馬鹿になれる
仲間を

見つけよう

挑戦に踏み出す
ための、合言葉

就活に気合いを入れるために購入した4枚の少々高価な「白のワイシャツ」。買うとすぐに志望したメーカーから内
定が早々に得られたんです。結果、着たのは1枚だけですが、こんなに満足する買い物、今後もないでしょうね!!
経営学部 4年次生 宮園 幸太さん（京都府立亀岡高校出身） 20



PICK
UP! おすすめイベントPICK UP！

全学応援団開催イベント
主役としてステージに立つ応援団を応援しよう!!

いつもは応援する側として演舞を磨いている全学応援団が主役となるイベント。4年次生の集大成となるビッグなステージでもあり、心に響
く演奏や迫力ある演舞など、誰もが圧倒されるはず。それぞれの開催日時をチェックし、主役としてステージに立つ応援団を応援しよう!!

1212 12
167 22月土 日

HOT TOPIC 1 HOT TOPIC 2

開場16：30 開演17：00開場13：30 開演14：00 開場13：30 開演14：00

神山ホール神山ホール 神山ホール

12 7 土

体育会クラブを試合会場で応援するための応援バスツアーを開催！応援グッズを使っ
て選手たちに熱いエールを届けましょう。バスは神山ホール前を出発地点に、上賀茂
神社や葵寮、京都駅前でも乗車可能で、車内では景品が当たるイベントも実施されま
す。申し込み方法などの詳細は、キャンパス内で配布されるチラシでお確かめください。

各区間のランナーが一本のタスキをつない
でゴールを目指す駅伝シーズンが到来。全
国大会は生中継も行われるため、テレビの
前で仲間を応援しよう！

日時 10月27日［日］12：30 場所 滋賀県立アイスアリーナ

アイスホッケー部〈本学 VS 同志社大学〉

日時 11月23日［土］14：00 場所 西京極総合運動公園 陸上競技場

サッカー部〈本学 VS 立命館大学〉

チア
リーダー部全学応援団 吹奏楽部

第17回単独公演第42回乱舞祭 第51回定期演奏会
時間時間 時間

場所場所 場所

4年次生にとって集大成となる、チアリー
ダー部の単独公演は今年で17回目。キレ
のあるダンスやスタンツなど見どころ満載
です！各学年の成長ぶりも必見ですよ。

皆さんが目にしたことのある応援風景
に加えて、普段とはまた一味違った演
舞の披露が見られます。団員たちの応
援の集大成をぜひ見に来て下さい。

吹奏楽部によるシンフォニック、ポップ
ス、マーチングステージの3部で構成さ
れた見所満載の演奏会となっています。
普段見られない演出も楽しめますよ。

体育会応援バスツアー 駅伝のシーズン到来!!

~

写真提供：体育会本部編集局
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京都産業大学インフォメーション

開催場所などの詳細・その他のイベントについては、POSTなどで確認してください！Other Events

10
11

12October

November

December
1 ●【図書館】図書館展示企画

「書評大賞クロニクル」
（〜10/29）

14 ★第31回出雲全日本
大学選抜駅伝競走

13：05スタート
放送：フジテレビ系列

16 ●留学ジャーナル講演会
「ワーキングホリデー説明会」

24 ●IELT説明会（応用編）

27 ★応援バスツアー
（アイスホッケー部）

★第37回
全日本大学女子駅伝
対校選手権大会

（杜の都駅伝）

12：10スタート
放送：日本テレビ系列

30 ●地方公務員（都道府県庁・
市役所）しごと理解セミナー

31 ●図書館 Lib.トーク
「ワークショップで知る、笑って学ぶ
『SDGs（エスディージーズ）』」
（講師：生命科学部 佐藤賢一教授）

2 ●第54回神山祭（〜11/4）

3 ★第51回
全日本大学駅伝
対校選手権大会

8：05スタート
放送：テレビ朝日系列

11 ●第3回就職ガイダンス
（3年次生・大学院生M1)
（〜11/13)

12 ●地球の歩き方 留学講演会

16 ★丹後大学駅伝
（第81回関西学生対校駅伝
  競走大会）

21 ●図書館 Lib.トーク
「近世天皇の即位儀礼と
  本学図書館の貴重書」

（講師：文化学部 若松正志教授）

●留学ジャーナル講演会
「ワーキングホリデー説明会」

23 ★応援バスツアー
（サッカー部）

27 ●国家公務員しごと理解セミナー

29 ●CIEE 国際ボランティア説明会

1 ●神山クリーンプロジェクト

7 ●第４2回乱舞祭
（主催：全学応援団）

●ようこそ、タンパク質の不思議な世界へ

●IELT 学内試験

9 ●公務員（警察・消防・自衛隊）
しごと理解セミナー

11 ●日本語・英語・中国語
スピーチコンテスト

【応募期間〜11/8】

12 ●図書館 Lib.トーク
「読書をするということ」
（講師：内田樹氏
  ［神戸女学院大学 名誉教授］）

●第1回 企業情報フォーラム

16 ●第17回単独公演
（主催：全学応援団 チアリーダー部）

18 ●第15回京都産業大学図書館
書評大賞表彰式(12:30〜)　

●TOEFL®ITP試験
【申込期間〜11/15】

22 ●第51回定期演奏会
（主催：全学応援団 吹奏楽部）

30 ★富士山女子駅伝
（全日本大学女子選抜駅伝競走）

10：00スタート
放送：フジテレビ系列

PICK
UP!

PICK
UP!

PICK
UP!

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

HOT
TOPIC

テレビ
中 継

テレビ
中 継

テレビ
中 継

テレビ
中 継
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夢を追求している卒業生に

会いに行こう！

むすびわざ Shop Guide
京都を中心に、

卒業生が運営するお店をご紹介。
先輩たちの個性豊かな活躍を要チェック！

澄んだ空気と地下天然水という恵まれた環境で育った極上の大
山鶏（だいせんどり）。その旨味や香り、歯ごたえが炭火焼きで
味わい尽くせる「もも焼き大山」。名物“もも焼き”などの単品は
もちろん、コースもあるのでゼミやサークルの集まりにも最適。
運営会社の社長を務める田華さん
は、他にも「しゃぶしゃぶ但馬屋」や

「ハンバーグ＆ステーキ HIRO」な
ど複数の飲食店を展開し、さまざま
な食を提供されています。

下京区 もも焼き 大山（京都ヨドバシ店）
田華 久登さん（1983年 経営学部 卒）

SHOP Information

COU
PON
クーポン

COU
PON
クーポン

サギタリウスvol.85 持参の方

サギタリウスvol.85 持参の方

[ 有効期限 / 2019年11月末日 ]
※京都ヨドバシ店のみ有効

[ 有効期限 / 2019年11月末日 ]
※北大路堀川店のみ有効

全品10%OFF

全品10%OFF

京都市下京区烏丸通七条下る東塩
小路町590-2 京都ヨドバシビル6F
11：00〜23：00（L.o.22：00）
無休

JR・地下鉄烏丸線「京都」駅から徒歩3分
https://manzo-kyoto.com/

北区 お好み焼き ちゃばな（北大路堀川店）
苗村 章さん（1973年 経済学部 卒）

「最高の“お好み焼き”を最高の“おもてなし”で」をテーマに
京都、大阪、東京で多店舗展開する「ちゃばな」。北大路堀川
店は今年9月に新築移転されたばかりで、厳選食材による定
番の「ベーシックスタイル」のお好み焼きが堪能できます。京

ちゃばなでは、お好み焼きの常識
を覆し、新たな感動を目指す「新
感覚スタイル」をコンセプトとした
店舗もあり、苗村さんこだわりの
お好み焼きを味わってください。

京都市北区紫野下鳥田町25-5

17：00〜04：00（L.o.03：30）
無休

京都市バス・京都バス「下鳥田町」バス停前

http://chabana.com/

SHOP Information

様々なキャンパス
情報を発信中！！

京都産業大学
公式Twitter
@KSU_p_r

（写真は旧店舗）


