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スペシャルコンテンツ

みんなで「むすぶ」
神山STYLE2030

みんなで
「むすぶ」

スペシャルコンテンツ

世界へ留学！！
京都で留学！？

留学体験は、
あなたの身近に広がっている！

学生広報スタッフの
コーナー「ゆにらぼ」

秋はHALLOWEENを
ENJOYしよう！！



京都産業大学は、「むすぶ人」をうみだす大学です。

「え?『むすぶ人』って何?」ときっとあなたは思ったはずです。

京都産業大学の産業は「むすびわざ」という読みに由来しています。

「むすぶ」は「むす」から派生した語であり、「うみだす」という意味をもちます。

つまり「むすぶ人」とは、何かと何か、誰かと誰か、自分と誰かをむすんで、

新しい物や価値をうみだす人のことです。

京都産業大学は、あなたを「夢」とむすぶ場所。

ほんの少し手を伸ばしたその先に新しい世界が広がっています。

京都産業大学 グランドデザイン　 神山STYLE2030

詳しくは
こちら！

大学からのお知らせ／
イベントカレンダー／学生活動情報

KSU 
INFORMATION

卒業生が届ける、
それぞれの
「むすんで、うみだす。」

Letters

先端研究の学びで
むすぶ人を育む

むすび
プロフェッサー

むすび
アクティビティ

課外活動の
日常を紹介！

活躍をバネに、
さらに前へ！

キャンパスの
星は今日も挑む。 

掲載人物のプロフィールは取材時のものです。



世界と むすぶ

学内にも
チャンスは
たくさん
あります！

私たち留学生は
皆さんと

交流したいと
思っています！

留学体験は、あなたの　

「留学体験は、あなたの身近にある。」そう言われたら、あな　　たは驚くかもしれません。海外に行って外国語で勉強するのは

大変だと思うかもしれませんが、多くの留学生が学ぶ京都産業　　大学であれば、京都にいながら国際交流をすることが可能です。

「いつか海外に留学したい」と思うあなたは、学内の　　制度を活用して気軽に留学体験をはじめてみませんか。

Wicher 
Izabela
（ヴィヘル イザベラ）さん
（ポーランド出身）

蜂屋 望さん
経済学部 4年次生
（滋賀県立八幡高校出身）

地元民だから知っている地域の魅力を発表！読者のみんなは、行ってみたい地域を見つけてみよう！

ねぇみんな、私の地元に留学しない！？



気軽に楽しく
お喋り

しましょう！

自分から
行動すれば

さまざまな経験が
できますよ！留学体験は、あなたの　身近に広がっている！

「留学体験は、あなたの身近にある。」そう言われたら、あな　　たは驚くかもしれません。海外に行って外国語で勉強するのは

大変だと思うかもしれませんが、多くの留学生が学ぶ京都産業　　大学であれば、京都にいながら国際交流をすることが可能です。

「いつか海外に留学したい」と思うあなたは、学内の　　制度を活用して気軽に留学体験をはじめてみませんか。 下田 カレンさん
外国語学部 4年次生
（大阪府・履正社高校出身）

Anggela Michelle 
Fiores Meléndez
（フロレス メレンデス アングヘラ ミシェル）さん
（メキシコ出身）

最近盛り上がっている「ならまち」はカフェや古着屋などのおもしろいお店がたくさん！おすすめは古民家カフェで
奈良の食材を使った料理を堪能すること。奈良漬のタルタルソースなど、新しい食文化に出会えますよ！
外国語学部 1年次生 萩原 凪沙さん（奈良県立高円高校出身）



外国語が苦手でも、忙しくても
、留学は体験できる！！

世界につながる“　　留学”！

交換留学生と1対1のペアを組み、生活全般をサポートする制度。日本に来るのが初めての
留学生もいるので、日本語を教えるだけではなく、生活習慣や文化、授業の履修方法など、
さまざまな場面で手助けしてあげることが大切。パートナーの友だちの留学生や、バディ同
士での交流もできるので、多くの価値観に触れることができます。

友だちに言葉の壁はない！

POSTおよび国際交流センター事務室前の掲示板に募集案内を掲載し、公募します。
(春学期は6～7月頃、秋学期は10～11月頃に掲載)

応募
方法

応募
方法

応募
方法

バディ制度

京都産業大学国際交流会館（I-House）で交換留学生と相部屋で共同生活を送るプログ
ラム。海外のシェアハウスで暮らすような体験ができ、海外文化をより深く感じることがで
きます。寮内では定期的に交流イベントが開催されるので、本学に来ている多くの交換留
学生とおしゃべりをしたり、意見を交わしたりすることができます。

京都産業大学の寮で海外生活体験！？

毎年11月頃に募集説明会を実施し、その後公募します。

I-Houseアシスタント

IJPとは、香港中文大学新亜書院からの短期留学生のために、5～6月の1ヵ月間開催され
る「短期日本語・日本文化集中講座」のこと。本学の授業訪問、茶道・武道体験、学外日本
文化体験などが行われるこの講座では、留学生の手助けをする日本人を募集しています。
将来、日本語教師になりたいと考える方に、特におすすめのプログラムです。

外国人目線で日本文化をENJOY！

毎年4～5月頃に募集説明会を実施し、その後公募します。

IJPカンバセーションパートナー

日本語を交えて気軽に国際交流

京都産業大学国際交流会館（I-House）で交換留学生と相部屋で共同生活を送るプログ京都産業大学国際交流会館（I-House）で交換留学生と相部屋で共同生活を送るプログ京都産業大学国際交流会館（I-House）で交換留学生と相部屋で共同生活を送るプログ
ラム。海外のシェアハウスで暮らすような体験ができ、海外文化をより深く感じることがでラム。海外のシェアハウスで暮らすような体験ができ、海外文化をより深く感じることがでラム。海外のシェアハウスで暮らすような体験ができ、海外文化をより深く感じることがで
きます。寮内では定期的に交流イベントが開催されるので、本学に来ている多くの交換留きます。寮内では定期的に交流イベントが開催されるので、本学に来ている多くの交換留きます。寮内では定期的に交流イベントが開催されるので、本学に来ている多くの交換留

交換留学生と1対1のペアを組み、生活全般をサポートする制度。日本に来るのが初めての交換留学生と1対1のペアを組み、生活全般をサポートする制度。日本に来るのが初めての交換留学生と1対1のペアを組み、生活全般をサポートする制度。日本に来るのが初めての
留学生もいるので、日本語を教えるだけではなく、生活習慣や文化、授業の履修方法など、留学生もいるので、日本語を教えるだけではなく、生活習慣や文化、授業の履修方法など、留学生もいるので、日本語を教えるだけではなく、生活習慣や文化、授業の履修方法など、
さまざまな場面で手助けしてあげることが大切。パートナーの友だちの留学生や、バディ同さまざまな場面で手助けしてあげることが大切。パートナーの友だちの留学生や、バディ同さまざまな場面で手助けしてあげることが大切。パートナーの友だちの留学生や、バディ同

京都のイチオシは、一乗寺のラーメン街道！天下一品の本店をはじめ、めっちゃおいしいラーメンがひしめき合ってい
ます。こってりからあっさりまでバリエーションが豊富なので、きっとお気に入りの一杯が見つかるはずです！
外国語学部 1年次生 木村 丈司さん（京都府・京都両洋高校出身）



留学生と共に、日本の文化、歴史、経済などのさまざまな分野を英語で学習。講義で
は頻繁にグループワークが行われるので、英語力だけでなく議論や自分の意見を伝
えるチカラを磨くことができます。海外留学の準備科目としても役立つプログラム
を用意しています。

海外の留学生とともにJAPANを学ぶ

京都留学の経験を活かし、海外へGO!!

GJP科目受講にはアカデミックスキルおよびそれに関連する一定の英語力が必要です。
このために、初回の授業で、TOEFL-ITP430点以上、またはそれに準ずる資格などを
担当教員に示し、履修許可を受けてください。

GJP（グローバル・ジャパン・プログラム）

本学には世界各国に70を超える交流協定校があり、長期・
短期の海外留学に挑戦できます。経済面から留学をサポー
トする支援金制度も充実しており、在学留学では留学先で
修得した単位が認定されるため4年間で卒業することも可
能です。詳しくは右のハンドブックや、
留学紹介動画をチェック！

海外留学

履修
条件

 留学生気分で、英語で学ぼう！

語学を活かして海外でチャレンジ！

京都留学の経験を活かし、海外へGO!!

京都の狭い路地を散歩しながら、オシャレなお店や変わったお店に入ってみてください！歴史情緒を感じたり最新の
カルチャーに触れたり、さらには外国人オーナーの飲食店も多く異文化交流もできるので、シゲキにあふれています！
外国語学部 1年次生 西峯 遼太さん（京都府立山城高校出身）



　　＆　　の、留学体験 記
京都

参加プログラム：バディ制度、
　　　　　　　  I-Houseアシスタント
参加期間：2015年4月～現在（2017年9月時点）

留学生のサポートを行うことで、日本に居
ながらも留学体験ができています。留学
生は日本を学ぶために来日しているの
で、英語だけでなく日本語でも文化を伝
えることが大切。英語が苦手なら、日本
語が話せる留学生と交流したり、語学を

教え合ったりするのがおすすめです。
私は交流を重ねるうちに「もっと日本を
好きになってほしい！」と思うようになり、
相手がしたいことを聞いたり自分で調
べて提案したりしています。そうすること
で、グッと仲良くなることができます。

制度ごとに説明会が開催されるので、まずは参加して
内容を理解しましょう。身近に経験者がいるなら、話
を聞いてみるのもおすすめ！意外とハードルは高くな
いことが分かると思います。

留学満喫の

準 備

留 学 体 験

まずは学内説明会へ。
内容を知れば、「私にもできそう」と
思えるはずです。

留学生とペアになり、最低でも週に1回は会って交流
します。交友関係を広げて異文化交流をしたいなら、
ほかのバディや留学生とも話せる「バディランチ」へ
の参加も。休日に
何かしたいなら、体
験系がおすすめで
す。八つ橋作りや
着付け体験も良い
ですし、たこ焼き
パーティーもとて
も喜ばれますよ！

最初は少しずつ交流を深めていける
バディ制度がおすすめ。

初めて知り合う留学生といきなり寮で一緒に暮らすこ
とになるので、最初は私も不安でした。ですが、それは
相手も同じ。お互い気遣いながら少しずつ関係を築い
ていけば大丈夫で
す。また、事前にバ
ディ制度で留学生と
友人になっておくと、
寮に住み始めてから
も会話しやすいの
で、より安心できる
と思います！

寮で一緒に生活するI-House
アシスタントは、自分も留学生気分！

留学生にもっと日本を好きになってもらうには？
そう考えることが、関係性を深める秘訣！
留学生にもっと日本を好きになってもらうには？
そう考えることが、関係性を深める秘訣！

下田 カレンさんの場合

長野県阿智村は、環境省から「星空日本一」に認定されたことがあり、天の川が肉眼で見えると全国的な話題に！
写真好きな大学の友人も訪れていました。皆さんも満天の星空を眺め、宇宙に思いを馳せてみてはどうでしょう？
理学部 4年次生 有賀 友信さん（長野県岡谷南高校出身）



　　＆　　の、留学体験 記 せっかく勇気を出して留学をするのだから、できる限り有意義なものにしたいですよね。行動を

起こす前に、京都と世界、それぞれの留学を経験した2人に、コツを教えてもらいましょう。

参加プログラム：在学留学、バディ制度
留学先：カリフォルニア大学リバーサイド校
留学期間：2016年4月～2016年6月

1年次からコツコツ準備し、念願の留学へ。
現地での実体験が、次の一歩につながります。

留学前にできるだけ英語力を高めることも
重要ですが、留学するにはビザの取得や授
業料の送金など、いろいろな手続きが必
要！一人でやるのは大変ですが、国際交流セ
ンターのサポートがあるので、安心して留学
に向けた準備を進められます。

留学満喫の

準 備

留 学

帰 国 後

留学前にできるだけ英語力を高めることも
重要ですが、留学するにはビザの取得や授
業料の送金など、いろいろな手続きが必
要！一人でやるのは大変ですが、国際交流セ
ンターのサポートがあるので、安心して留学

英語の勉強はもちろん
留学手続きも大変ですが、
職員さんのサポートも
あるので安心です！

受け身でいては、誰も何もしてくれません。
私は自分から積極的に現地の方に話しかけ
ました。仲良くなった学生が交流会などに
誘ってくれたので、たくさんの人 と々交流し、
食文化やキリスト教文化などに触れること
ができました。

受け身でいては、誰も何もしてくれません。
私は自分から積極的に現地の方に話しかけ
ました。仲良くなった学生が交流会などに
誘ってくれたので、たくさんの人 と々交流し、
食文化やキリスト教文化などに触れること

３年次にアメリカへ留学。
自分が行動した分だけ、
たくさんの経験が
得られます。

日本でも経験を積みたくて、バディ制度に
挑戦。自分のペアだけでなく、ほかの留学生
とも積極的に交流しました！アメリカ以外の
文化も理解できましたし、海外留学で培った
英語力をさらに磨くことができました。

誘ってくれたので、たくさんの人 と々交流し、
食文化やキリスト教文化などに触れること

日本でも経験を積みたくて、バディ制度に
挑戦。自分のペアだけでなく、ほかの留学生
とも積極的に交流しました！アメリカ以外の

培った

留学経験を活かし、
バディ制度にも挑戦。
多くの留学生と
交流できました。

留学中は、カルチャーショックの連続
でした。靴で家に上がることや食事の
量が多いことなど、事前に知っていても
実際に体験すると驚くことばかり。中で
も忘れられないのが、都市部で貧富の
差を目の当たりにしたことです。それ以

来、社会保障に強い関心を持つように
なり、卒業論文もこれをテーマにしたい
と考えるように。海外でのさまざまな体
験は、次につながるきっかけになってく
れました。

アメリカ カリフォルニア州

1年次からコツコツ準備し、念願の留学へ。
現地での実体験が、次の一歩につながります。

蜂屋 望さんの場合

八幡市といえば、昨年国宝に指定されたばかりの石清水八幡宮！必勝の神でもあるので、スポーツの試合や受験、
定期試験の前など、願かけしたいときは是非“やわたのはちまんさん”へ！きっと120％の力を発揮できますよ！
経済学部 3年次生 鹿野 祐暉さん（京都府立西城陽高校出身）



ハロウィンは10月の行事として、近年日本でも定着しつつあります。そんな中、北山では毎年、京都
最大級のハロウィンイベントが行われているのをご存じですか？今回はその北山ハロウィンを紹介し
ます！2日間いろいろな催し物があるので、ぜひ参加して年に一度のハロウィンを楽しみましょう！

毎年10月下旬に京都の北山で行われている、京都最大級のハロ
ウィンイベントです。京都市北山在住の音楽家ザイラー夫妻から
カービング用にかぼちゃが提供されたのがきっかけで1998年に
始まりました。年々規模が大きくなり、参加者は子どもから大人ま
で、国内外からさまざまな人が集まるようになり、去年は2日間で
約27,000人もの人が参加しました。
今年は10月28日(土)・29日(日)に開催され、記念すべき20回目を
迎えます。今回も、かぼちゃのカービングや仮装パーティー、仮装
パレード、手作り市、屋台村など楽しいイベントが盛りだくさん
です。ハロウィンイベントのレベルも高いので、本気で取り組んで
参加しましょう！！

北山ハロウィンって？

北山通り

地下鉄烏丸線
北山駅
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福井の人はみんな愛情深くて人が良い！地域の人がみんな家族のようで、道端で会うと必ずおしゃべりします。県外の
人にも心を開いてくれるので、仲良くなった旅行者に名産のカニをごちそうした、という人もいましたよ！
経営学部 4年次生 東山 みのりさん（福井県立福井商業高校出身）



仮装に向けた
材料の準備は
100円ショップや
ドン・キホーテが
おすすめです！

100円ショップや
が

かぼちゃを選ぶときのポイント

学生広報スタッフおすすめ仮装TOP3

作り方当日の持ち物(あると便利なもの)

「かぼちゃのカービング」

http://kitayama-halloween.com/

当日の運営に関するボランティアスタッフを募集しています。大学生(18歳)以上であれば、どなたでも
応募できますので、ご興味のある方は公式Webサイトのお問い合わせフォームからお申込みください。
イベントの詳しい内容や、ボランティアについては下記の公式Webサイトをご覧ください。

※汚れてもいい服を準備しましょう。

場所：陶板名画の庭
　　　（京都市営地下鉄北山駅：3番出口を降りて右に曲がってすぐ）

「仮装パーティー」「仮装パレード」パーティー場所：陶板名画の庭パレードコース：北山通り（左ページMAPもご覧ください）

10月28日(土)の16時から仮装パーティーが、29日(日)の13時からは
仮装パレードが開催されます。本気で仮装したい人は、コンテストの
ある仮装パーティーがおすすめ。初めての方は仮装パレードに参加
してみましょう！

2日間とも９時半から、氷室の郷で収穫された大きなおばけかぼちゃを使ったカービングが体験できます。コツを
つかめば、初めての方でもオリジナルのジャック・オ・ランタンを簡単に作れるので、ぜひ挑戦してみてください！

・比較的凹凸のないかぼちゃを選ぶ
・かぼちゃに柔らかい場所がないかチェック
・平らなところに置いて安定性をチェック
・カービングの形や柄をもとにかぼちゃを選ぶ
※かぼちゃは先着順なので、お気に入りの形を選
　びたい人は、お早めに。

定番

１位 囚人＆ポリス
2位 魔女
3位 ゾンビ

・丈夫な大きめのスプーンやおたま
・ギザギザのナイフ、カッター
・クッキーの抜き型、金づち（型抜き用）
・クレヨンやマーカー、型紙
・ゴミ袋

本格的な
カービングに
挑戦したい人は、
専用のキットを
準備しましょう！

「かぼちゃのカービング」 （京都市営地下鉄北山駅：3番出口を降りて右に曲がってすぐ）

「仮装パ ティ 」「仮装パレ ド」パレードコース：北山通り（左ページMAPもご覧ください）

2017年の流行り

１位 ミニオン
2位 ブルゾンちえみ
3位 サンシャイン池崎

人気キャラクター

１位 マリオ＆ルイージ
2位 ディズニープリンセス
3位 ウォーリー

北山ハロウィン実行委員会の方からのお知らせ

北海道の地名や川の名前の多くが、実はアイヌ語由来って知っていましたか？札幌駅には織物や木彫りなどの展示も
たくさんあるので、北海道に行くときは、ぜひ素敵なアイヌ文化にも目を向けてください！
文化学部 2年次生 清水 ちひろさん（北海道札幌手稲高校出身）



活躍をバネに、さらに前へ！

笹島 航太さん聴覚障害者の国際大会
「デフリンピック」出場 経済学部 1年次生

（京都府・東山高校出身）

デフリンピックは、4年に
1度開催される聴覚障害
者のための国際スポー
大会。普通の会話が聞
取りにくいレベルの聴
正確には55デシベル以
の音でなければ聞き取れ
ないことが参加条件であ
テニスで代表選手に選ばれるには地方大会で
優勝し、全国大会でベスト4に入る必要があり
ます。私は高校時代に出場条件を満たし、約1年半
の間、代表候補として月に1度の合宿に参加し
てきました。持ち味である正確なバックハンド
と粘り強さをさらに強化し、今年の7月下旬に
トルコで初の国際試合を経験。今回は思うような
結果を残せませんでしたが、自分の競技人生は
まだまだこれから。40歳までは現役として活躍
し、その後は監督になることが私の夢です。日本の
ろう者テニスを世界トップレベルにまで引っ張
り上げることを目指し、経験を積みながら着実
に成長していきたいと思います。

デフリンピックは、4年に
1度開催される聴覚障害
者のための国際スポーツ
大会。普通の会話が聞き
取りにくいレベルの聴力、
正確には55デシベル以上
の音でなければ聞き取れ
ないことが参加条件であり、
テニスで代表選手に選ばれるには地方大会で

シングルス、
ダブルスの両方に
出場しました！

いつか、日本のろう者

テニスを世界レベルに。

初めての国際大会は、

そのスタート地点です。

私の地元、愛知県春日井市はサボテンの生産量が日本一！食用のサボテンもあり、サブレなどのお菓子をはじめ、
さまざまなサボテンメニューが味わえます！実は健康にも良い春日井サボテンを皆さんぜひ食べてみてください。
現代社会学部 1年次生 山口 美幸さん（滋賀県・滋賀学園高校出身）



自薦他薦OK！サギタリウスで紹介します！ ksu-sag@star.kyoto-su.ac.jp
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！

私たちの発表テーマは「アートプロジェクトは地
域問題を可視化するのか、覆い隠すのか？」。今
回、瀬戸内国際芸術祭の舞台となった小豆島と
豊島において、アートプロジェクトが地域おこし
に貢献するかを実地調査した結果をポスター発
表しました。調査ではゼミメンバーで2つの島を
分担し、「小豆島や豊島と聞いて連想するものは
何か」といった内容のアンケートを実施。この結
果から、私たちは問題提起につながるものもあ
るが、地域問題の可視化まではできていないと

考察しました。考えまできちんと説明で
きたことが今回の評価につながったと
思いますが、当日受けた指摘から、自
分たちが一側面しか見ることができて
いなかったことを痛感。この反省を現
在進行中のプロジェクトに活かし、多
様な観点から考察を深め、より説得力
のあるものにしていきたいです。

滋賀の南東部にある日野町は、「三方よし」の経営哲
学で有名な近江商人の発祥地のひとつ。今でも白壁、
板塀の古い家が残っているなど、歴史を感じられる町
です。私は、2017年度の「近江日野しゃくなげ大使」
に任命され、お祭りなどのイベントを中心に、1年間日
野町をPRしていきます。この町の一番の魅力は人の
温かさだと思うのですが、そこに気づいてもらうには、
まずこの町に来てもらわなくてはなりません。そこで、
最近は例年の大使の活動だけでなく、観光客の増加
を目標にSNSの活用を検討中。居心地の良いカフェ
など、若者向けに写真映えするスポット紹介ができな
いかと計画しています。大使になったからには、“自
分だからこそできた”と思える
ことをしたいので、日野町の発信
源になることを目指し、積極的
に行動していきます。

を目標にSNSの活用を検討中。居心地の良いカフェ
など、若者向けに写真映えするスポット紹介ができな
いかと計画しています。大使になったからには、“自
分だからこそできた”と思える
ことをしたいので、日野町の発信
源になることを目指し、積極的

募集中！

幼馴染と
2人で
活動中！

自分たちの
考えを伝えて
きました！

今回の評価に満足せず、

気づきを次に活かしたい。

この町が、

もっとたくさんの人に

愛されるように。

茶園 桜さん左から 経営学部  3年次生（香川県立観音寺中央高校出身）

淺田 康平さん 経営学部  3年次生（兵庫県立香寺高校出身）

第6回観光学術学会 
学生ポスターセッション 優秀賞

小倉 風花さん 経営学部 2年次生（滋賀県立八幡高校出身）
近江日野
しゃくなげ大使に就任

京都に来てから可愛い！と評判なのが、地元福井の方言。例えば、「めっちゃ」は「ひって」、「～してしまった」は
「～しっつんた」、テレビの“砂嵐”は「じゃみじゃみ」と言います。福井に行くときは方言にも注目してください！
文化学部 1年次生 渡辺 里紗さん（福井県・啓新高校出身）



課外活動の日常を紹介！

神山祭実行委員会
毎年、神山祭の企画から実行までを担当しています。ビラ配りや協賛企
業への訪問など、やることは盛りだくさん！今年も豪華ゲスト＆おもし
ろ企画を用意していますので、ぜひ公式Webサイトをご覧ください！

春合宿中に決定したルールやス
ケジュールをもとに、たくさんの
企画書を作成！その後、テーマの
公募や企業への協賛依頼などに
取り組んでいきます。

年末年始に代替わりし、
次年度の中心メンバー
が決まります。

前年12月～1月
新・神山祭
実行委員会が発足！

3～7月
春合宿から
準備がスタート！大規模な祭りが

実現するまでの

裏側に密着！

1 2

8月3

REPORT!

9月

情報解禁＆看板制作
5 11月3～5日

神山祭本番！！

4

パンフレット制作や当日のマ
ニュアル作成
など、泊まり
込みでガツガ
ツ準備を進め
ていきます！

ゲスト情報や企画の詳
細を解禁するなど、準備
はいよいよ最終段階！
実行委員だけで100枚
以上の看板を制作して
いきます！

大事な情報は
総会で共有！

経営学部  4年次生
（ 三重県立名張西
  高校出身
  現・三重県立
  名張青峰高校）

萬井 優太さん
興味のある方は
公式Webサイト
を要チェック！

夏合宿！

第52回 神
山祭

「colorf
ul」

テーマ

片付け
後は、

涙の解
散！

毎年ゴールデンウィークに開催される「高槻ジャズストリート」の2日間は、高槻駅周辺にいくつものステージが登場
し、街が音楽に包まれます。すべて無料で聴けるので、プロ・アマ問わず、音楽好きたちの演奏を間近で楽しめますよ！
総合生命科学部 3年次生 北野 史織さん（大阪府立三島高校出身）



仲間や学内外の人々と関わりながら、新しい発見やスキルを身につけていく課外活動。京都産業大学にはさまざまな団体が

存在していますが、その活動内容を皆さんはあまり知らないのでは？いろいろな団体の活動内容を知り、参考にすることで、

新しいモノや価値をうみだす人になろう！

4

週3回は約20kgのバッグ
を背負って階段を上り下
りし、トレーニング。毎月の
山行に備えてミーティング
も行います。

さんこう

平日トレーニング＆
ミーティング

11月～翌2月は活動が休み
になりますが、希望者は卒
業生と一緒に雪山にチャレ
ンジ！安全のため、事前に
雪上訓練を行います。

1週間の食糧を準備し、
百名山へ。長期間、山の上
で過ごすと日頃の便利な
生活への感謝の気持ち
が生まれてきます。

金剛山など、近畿圏の山を中心に登ります。キャンプ
場にテントを張り、皆で夕食を食べ、翌日下山します。

年末年始 卒業生と年越し山行！

毎月の休日1、2回
部員全員で1泊山行！

1

2

８月 夏合宿で日本百名山に1週間ステイ！3

山に挑み、自然を

満喫する学生たちの

活動を追ってみよう！

REPORT!ワンダーフォーゲル部

総合生命科学部 3年次生
 （兵庫県・報徳学園高校出身）

北口 寛也さん

メインの活動は山歩き。山頂を目指すことだけが目
的ではなく、自然と触れ合ったり景色を楽しんだり、
山の魅力を味わうことが醍醐味です。安全のために、
日々体力作りや技術の習得にも取り組んでいます。

総合生命科学部 3年次生
（兵庫県・報徳学園高校出身）

寛也さん
日々体力作りや技術の習得にも取り組んでいます。

興味のある方は
公式Webサイトを
要チェック！

登山
ルート

や

危険
ポイン

トを

確認し
ます！

雪景色に
感動！

今年は北
海道の

黒岳へ！

堺市の私の地元では、秋祭りの「ふとん太鼓」をみんなが見に行きます。小学校の校区ごとに座布団を載せた神輿を
引くこのお祭りは、長年地域の人々が守り続けてきた伝統行事。ぜひこの熱気を体験してみてください！
総合生命科学部 3年次生 西原 奈央さん（大阪府立和泉高校出身）



誰
も
が
適
切
な
社
会
保
障
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
。

今の社会保障制度では、
全ての失業者を支えきれない。

失業した人の生活保障は、社会保障法と
労働法の2つの観点から制度が整備され
ていますが、いまだに保障を受けられな
い人が多いのが現実。私は先進するドイ
ツと比較しながら、全ての人に公平な法
制度を目指し、研究に取り組んでいます。

法学部法学部法学部 高畠 淳子高畠 淳子高畠 淳子高畠 淳子高畠 淳子高畠 淳子教授教授教授

1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人1997年京都大学法学部卒業。2002年同大学大学院人
間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。同年、京間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。同年、京間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。同年、京
都産業大学法学部講師に着任。2007年に准教授に就任し、都産業大学法学部講師に着任。2007年に准教授に就任し、都産業大学法学部講師に着任。2007年に准教授に就任し、
2013年より現職。「社会保険法」「社会福祉法」の講義を担2013年より現職。「社会保険法」「社会福祉法」の講義を担2013年より現職。「社会保険法」「社会福祉法」の講義を担
当している。当している。当している。

先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む先端研究の学びでむすぶ人を育む

むすびむすびむすびむすびむすびむすびむすび
プロフェッサープロフェッサープロフェッサープロフェッサープロフェッサープロフェッサープロフェッサーWEL

C
O
M
E 
to

 Our Laboratory!!

西宮市のおすすめは、夙川オアシスロード。道に覆いかぶさるような桜並木が続いており、桜の花を間近で楽しめます。
また、山に登れば美しい街並みを一望することもできるので、西宮市に来るならぜひ自然や街を身近に感じてください。
法学部 3年次生 山﨑 奨也さん（兵庫県立芦屋高校出身）



03
ゼミ内容

実は、日本は
法整備に関して
遅れ気味。
改善の余地は

まだまだあります！

遅れ気味。
改善の余地は

まだまだあります！
　皆さんのほとんどは、大学卒業後に就職し、
働き始めると思いますが、どのような働き方、
生き方をしたいかというイメージまで持ってい
る人は少ないのではないでしょうか。近年では
仕事とプライベートのバランスをとり、人生を
充実させる「ワークライフバランス」という考え
方が一般的になっており、特に女性の社会進
出を支える動きが盛んになっています。しかし、
法律や制度が追いついておらず、不利益を被っ
ている人がいることも事実。私は、誰にとっても
公平な世の中にするには、どのような法律や制

　最近特に関心をもっているのは、女性の活
躍推進に関する法律。日本では「女性活躍推
進法」が制定され、企業ごとに女性管理職の比
率の目標値とそこに至るまでの計画を提出さ
せ、目標達成に向けた努力を促しています。一
方、私が比較対象にしているドイツでは、大手
企業の経営層の30%を女性にすることを義務
化。目標値を設定するだけでは変化がなかった
ので、義務化に踏み切りました。どちらがいい
かはまだわかりませんが、法学的な観点からは
企業に何かを義務付けるのではなく、目標の
設定と実行を促すという手法は新しく、その効

現在の法律や制度は、市民の生活との間にかい離がある。
公平性を実現するには、制度間の連携が必要。

日本で適用された新しい種類の法制度。
今後の可能性に注目し、法律改正に向けた提言へ。

果が注目されています。理由は、もし有用であ
れば、さまざまな分野への応用が期待される
からです。私は現在、「女性活躍推進法」の効果
はもちろん、過剰な影響が出ないかについて
調べており、今後の動向を追跡しながら慎重
に結果を判断していきたいと考えています。将
来的には研究の成果を論文にまとめ、女性の
活躍を促すためのよりよい法律の提言をする
ことが目標。女性だけでなく、介護を担う人や
障害者が不利益を被らずに、誰もが公平に生
きていける法の整備に貢献できるよう、力を尽
くしたいと思います。

01
研究内容

02
研究内容

度が必要かということに関心を持ち、社会保
障法と労働法を専門に研究を行っています。2
つの法律は密接に関わっており、例えば女性
が育児のために仕事を辞め、子育てが一段落し
てから再就職した場合、退職後は社会保障法
によって、再就職後は労働法によって生活が保
障されることになります。市民目線ではひと続
きの出来事なのに、2つの法律が関わってい
る。制度間の連携がないために保障が不十分
になることも。これに疑問を感じ公平な法律の
あり方を研究しています。

子どもと一緒に楽しめることを
したいなと思い、グリーンカー
テンを作ってみようとゴーヤや
キュウリを育てています。想像
以上の豊作だったので、キュウ
リが大好きなうちの子は自分で
収穫して食べるなど、非常に楽
しんでくれています。

　先程、法律の効果が過剰にならな
いかを判断するというお話をしました
が、この判断は実は非常に難しいです。
私のゼミナールでは障害者雇用を
促進するにはどうすればいいかを学
生に考えてもらっていますが、一昔前
であれば、企業は障害を理由に採用を
断っても、差別とは考えられませんで
した。適切な判断は、時代によって変
わっていくため、裁判の判例などを参

学生に深く考える力を磨いてもらうため、
ゼミでは徹底して理由を問い続ける。

高畠先生のハマりもの！
考に、今の状況に即した判断が求めら
れます。
　学生にはこのような背景も伝えな
がら、毎回設定したテーマについて調
査・発表した後に、ディスカッションし
てもらっています。その際、私はいつも
「なぜそう考えたの？」と徹底して彼ら
に理由を尋ねます。深く考える力を伸
ばしてもらい、将来課題解決ができる
人になってほしいからです。

活躍を促すためのよりよい法律の提言をする
ことが目標。女性だけでなく、介護を担う人や
障害者が不利益を被らずに、誰もが公平に生障害者が不利益を被らずに、誰もが公平に生
きていける法の整備に貢献できるよう、力を尽きていける法の整備に貢献できるよう、力を尽
くしたいと思います。

子どもと一緒に楽しめることを
したいなと思い、グリーンカー
テンを作ってみようとゴーヤや
キュウリを育てています。想像

高畠先生のハマりもハマりものの！！

街が碁盤の目になっている京都では、通りの名前を覚える歌があるんです！アニメ映画にも出てきた「まる たけ えびす に 
おし おいけ～♪」は東西の通り名の唄。南北の通り名の唄と合わせて覚えれば、観光がより楽しくなりますよ！
総合生命科学部 3年次生 信田 真奈さん（京都府・京都産業大学附属高校出身）

す に 



　「大学4年間で、どこまで語学力を伸ば
すことができるか」。入学後、語学力をより
磨くには現地に行くべきと考えるようになり、
船に乗って中国へ旅に出たのが、1年次の
春休みでした。その際、せっかくの長期旅行
だからと古いフィルムの一眼レフカメラを
購入して持っていき、現地で写真を撮って
回ったことが、今の私の原点だといえます。
当時の中国はまだまだ発展途上で、人が少
なくさびれた街でした。今でも昨日のこと
のように思い出せるほど、当時の印象は私
の記憶に強烈に刻まれています。その影響
で帰国するときには「この大国のことを
もっと深く知りたい。次はここで暮らしたい」
と考えていました。その後、大学で語学を磨
きつつ趣味として写真を撮り続け、再度中
国を目指したのは3年次の終わり。今度は
新たに購入したカメラと共に北京に向か

カメラと共に過ごした
留学時代に、自分の原点がある。

フォトグラファー 中田浩資さん
2000年 
外国語学部 卒

専攻語の中国語を磨こうと長期
の中国留学を経験。現地の写真
を撮るうちにカメラの魅力に取
りつかれ、カメラマンの道へ。海
外経験が人生の大きな糧になっ
たという自身の経験から、若者
を中心により多くの人の旅に出
るきっかけを創りたいと、中国
に限らず、アジア地域を題材と
した雑誌・旅行記などの分野で
活躍中。

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。」

魚介類がズラリと並ぶ韓国の市場

　「大学4年間で、どこまで語学力を　「大学4年間で、どこまで語学力を　「大学4年間で、どこまで語学力を
すことができるかすことができるか
磨く磨くには現地に行くべきと考えるようになには現地に行くべきと考えるようにな
船に乗って船に乗って船に乗って
春休みでした。その際、せっかくの長期旅行春休みでした。その際、せっかくの長期旅行
だからとだからと

カメラと共に過ごしたカメラと共に過ごした
留学時代に、自分の原点がある。留学時代に、自分の原点がある。

カメラを片手に各国を飛び回る

フォトグラファーフォトグラファーフォトグラファー 中田中田浩資

カメラを片手に各国を飛び回る

旅行作家
さんとの

旅の様子

。

私が毎年訪れているのが、大阪府茨木市の若園公園のバラ園。市の花であるバラが2000株以上も植えられており、見頃の
5～6月、10～11月頃になると、子どもからお年寄りまで地元民誰もが色とりどりのバラを眺めながらのんびり過ごす場所です。
コンピュータ理工学部 4年次生 中川 拓哉さん（大阪府立吹田東高校出身）



　北京留学から帰国し、大学を卒業してか
らは、中国製品を輸入する商社に入社しま
した。しかし、自分のやりたいことはこれ
ではないと考え、退社。その後上京し、カ
メラマンの道を探すことにしました。運良
く広告制作のアシスタントとしてキャリア

やりたいこと、行きたい場所
を見つけるには、いろいろと
見聞きすることが必要。人
に話を聞いたり本を読んだ
りすれば、何かヒントが得ら
れるはずです。

やりたいのは、一歩踏み出す
きっかけを創る仕事。

学生時代に
やっておくべき!

わからないときは
とにかく行動！

学生時代をもっと
価値あるものに！
楽しいことも辛いことも、さ
まざまな経験があなたの未
来の財産になります。勉強や
旅に限らず、何かに積極的に
取り組んでみてください。

いました。朝から語学学校で学び、放課後は
写真記者として自転車で移動しながら北京
市内の写真を撮り、契約していたロイター通
信に提供するという生活を2年間続けまし
た。この間に、クリントン元米大統領の来
中や香港の返還、携帯電話の急速な普
及など、時代の変化を目の当たりにしただ
けでなく、モンゴル、チベット、ネパールなど
も訪れ、多様な文化を体験。知らない世界
を見聞きしたことに大きな影響を受けたの
で、海外経験が私のその後の人生を変え
た、といっても過言ではないと思います。

をスタートでき、仕事を覚えてから独立。
はじめはアルバイトをしながらカメラマン
として活動し、少しずつ旅に関する仕事を
増やしていきました。ようやく旅関係の仕
事が中心になってきたなと感じ始めたの
が、独立から5、6年後です。ちょうどその
頃、学生時代からファンだった旅行作家
さんと知り合うことができ、カメラマンと
して旅に同行させてもらえることになりま
した。それ以来、毎年この作家さんと旅を
していて、各駅停車のローカル線でアジア
を巡ったこともあります。アジアの文化は
本当に多様で、同じ国の中でも全く異なる
文化に出会えることが多く、旅は毎回驚き
の体験ばかり。旅好きな人もそうでない人
も、私の発信した情報をきっかけに次の
旅を決意してもらえればと考えています。
理想は、人生をより豊かにする体験と多く
の人をむすぶこと。読者を惹きつけるコア
な体験を求めて、私はこれからもアジアを
ベースに旅を続けようと思います。

学生時代に

中田さんからひとこと！

皆さんも
ぜひ旅に
出ましょう！

発明家・エジソンが完成させた白熱電球のフィラメントには、実は地元・京都府八幡市の竹が使われたそうです！
国宝の石清水八幡宮と一緒に、“世界にあかりを灯した八幡の竹”を見に来てください！
コンピュータ理工学部 4年次生 藤井 楽人さん（京都府立南陽高校出身）



秋学期は自分磨きのチャンス！！充実の学内イベントを積極的に活用しましょう！

京都産業大学インフォメーション

詳細はPOSTや、本学Webサイトで確認
しよう！

図書館から

● 「Ｌｉｂ.トーク」2017  Autumnの実施について
秋学期も以下の日程で、対話型イベントであるLib.トーク
を図書館１階Lib.コモンズ（図書館ホール）において実施
します。詳細はPOSTや図書館Webサイトなどでお知らせ
します。積極的なご参加をお待ちしています。

● 学生選書資料の展示を行っています！
図書館サポートチーム「ビブリア」が学生目線で選書した
資料の展示と選書に関するアンケートを実施しています。
「どの分野の本がよかったと思うか」「各選書本に対する
感想」など、ご意見をお聞かせください。

2017年度秋学期基準の
卒業見込証明書および卒業見込付
成績証明書の発行について

2017年度秋学期基準の卒業見込証明書および卒業
見込付成績証明書は、9月21日（木）から発行可能です。

秋学期学費の納入について

秋学期学費納入のスケジュールは、秋学期授業開始頃に
学費振込依頼書を保証人様宛に発送、10月31日（火）納入
期日となっています。

国際交流センター事務室から

展示期間

展示場所

～10月31日（火）

2階メインカウンター前

開催日：12月6日（水）
　　　  《応募期間9月21日（木）～10月31日（火）》
現在、参加者募集中です！積極的な応募、お待ちしています！

● 2017年度秋学期 留学説明会
　 【実施時間 12：20～13：00】

【バディ募集説明会】

10月31日（火）
12:20～13:00 場所：12号館 12502教室

● その他説明会・イベント情報

『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』『ヘンな
論文』の著者であるサンキュータツオ氏（芸人・日本語学
者）をお招きし、辞書をテーマに講演会を開催します。

14:15～15:15 場所：サギタリウス館 グローバルコモンズ

■ 英語スピーチコンテスト

15:25～16:25 場所：サギタリウス館 グローバルコモンズ

■ 日本語スピーチコンテスト

14:10～16:10 場所：Lib.コモンズ（図書館ホール）

■ 中国語スピーチコンテスト

日　時 10月23日（月）　17：00～18：00
■図書館サポートチームビブリア 学生選書ツアー報告会

日　時 12月1日（金）　17：00～18：30
■サンキュータツオ氏講演会

日　時 12月8日（金）　17：00～18：00
■辞書の引き方講座（講師：文化学部 宮川康子教授）

【日本語・英語・中国語スピーチコンテスト】

下記の留学プログラム等に参加を希望される方、興味の
ある方はぜひお越しください（ランチ持参可）。

お問い合わせ先／国際交流センター事務室

11月14日
（火）

留学講演会「成功する留学」
（地球の歩き方主催）

9月22日
（金）

実施日 イベント名 場所

交換・派遣留学
募集説明会（EBJ留学含む）

9月25日
（月）

春季短期語学実習

11月28日
（火）

留学ジャーナル講演会
 「ワーキングホリデー説明会」

12月1日
（金）

12号館
12502
教室

CIEE国際ボランティア
説明会



● 第６回 京都産業大学図書館アンケートにご協力ください。
図書館の利用環境改善を目的に、利用者の皆さまの声
をお聞きするために、「第６回 京都産業大学図書館アン
ケート」を実施します。実施期間は11月1日（水）から12月
22日（金）です。POSTまたは館内配布用紙にてご回答くだ
さい。アンケート結果は、京都産業大学図書館報『Ｌｉｂ．』
に掲載します。

進路・就職支援センターから

秋学期最初のガイダンスは「自己分析・理解」をテーマに
開催します。
就職活動では、「自己分析・理解」をしっかり行うことがと
ても大切です。「自分の長所・強み」「自分は何に自信を
もっているのか」等、自分自身の価値観を再認識する作業
を十分にやらなければ、採用選考で自分の良さを企業に
伝えることができません。
ぜひ今回のガイダンスに出席し「自己分析・理解」の重要
性を理解して、就職活動の準備を進めていきましょう。

● 第3回就職ガイダンス「自己分析・理解」開催！

展示期間

展示場所

● 展示企画「日本を知る 京都と日本の伝統工芸」 ● 各種資格講座

9月21日（木）～12月28日（木）

2階メインカウンター前および
1階視聴覚カウンター横展示ケース

場　所実施日 時　間

大教室棟（6号館）
514教室

10月3日（火）   16:45～18:15
10月4日（水）｠  13:15～14:45
10月5日（木） ｠ 16:45～18:15

※民間企業・公務員・教員希望に関わらず就職希望者は
必ず出席してください。

※いずれか１日に参加してください。

いよいよ就職活動の準備も本格化する時期となりまし
た。10月の就職ガイダンスを皮切りに、皆さんの就職活動
を支援する行事がスタートします。早めの準備が重要で
す。詳細は、決まり次第POSTやメールにてお知らせしま
すので、お見逃しなく！

● 秋学期は就職活動支援行事が本格スタート！！

10月～12月の主な支援行事

・就職ガイダンス ・ES対策セミナー　
・筆記試験対策 ・模擬面接
・卒業生による勉強会 ・業界発見セミナー
・業界勉強会　 ・企業情報フォーラム
※予定であり、変更が生じる場合があります。

【３年次生・大学院生（M1）対象】

資格取得プランニングセミナー
●9月25日(月)12:30～  
●10月11日(水)12:30～／10月11日(水)12:30～／10月11日(水)12:30～ 13日(金)12:30～

TOEIC® L&R TEST講座[9月開講] 講座説明会
●9月25日(月)16:45～

特別ガイダンス
「英語力を身につけよう！TOEIC TEST試験総合ガイダンス」
●9月26日(火)12:30～

貿易実務検定®講座 講座説明会
●9月29日(金)12:30～  ●10月3日(火)16:45～

社会保険労務士講座 講座説明会
●9月29日(金)12:30～  ●10月12日(木)12:30～

基本情報技術者講座 講座説明会
●9月29日(金)16:45～  ●10月4日(水)12:30～

TOEIC® L&R TEST講座
[Web入門・中級・上級] 講座説明会
●10月3日(火)12:30～／10月3日(火)12:30～／10月3日(火)12:30～ 26日(木)16:45～

公認会計士講座 講座説明会
●10月5日(木)16:45～／10月5日(木)16:45～／10月5日(木)16:45～ 23日(月)16:45～

ITパスポート講座 講座説明会
●10月5日（木）12：30～／10日（火）12：30～／
  12日(木)12:30～／12日(木)12:30～／12日(木)12:30～ 17日(火)12:30～

簿記検定講座3級対策コース 講座説明会
●11月17日(金)13:15～／11月17日(金)13:15～／11月17日(金)13:15～ 21日(火)16:45～／21日(火)16:45～／21日(火)16:45～ 24日(金)12:30～

特別ガイダンス「あなたはどっち？公認会計士ｖｓ税理士」
●11月20日(月)16:45～

特別ガイダンス
「就職に強い税理士！科目合格から就職まですべて教えます」
●11月21日(火)16:45～

特別ガイダンス
「日商簿記の学習経験を活かす！税理士・会計士の学習法」
●11月22日(水)13:15～

税理士講座 講座説明会
●11月22日(水)16:45～  ●12月1日(金)12:30～

特別ガイダンス「60分で簿記の仕組みがわかるセミナー」
●11月24日(金)16:45～

簿記検定講座1級対策コース 講座説明会
●11月29日(水)12:30～  
●12月1日(金)13:15～／12月1日(金)13:15～／12月1日(金)13:15～ 5日(火)12:30～

行政書士講座 講座説明会
●12月1日(金)12:30～／12月1日(金)12:30～／12月1日(金)12:30～ 5日(火)12:30～

秘書技能検定講座 講座説明会
●9月25日(月)13:15～

公務員講座基礎力養成コース 講座説明会
●9月25日(月)16:45～

Microsoft Office Specialist講座
Word2013／Excel2013講座説明会
●9月27日(水)12:30～



イベントカレンダー
開催場所などの詳細・その他イベントについては、
POSTや本学Webサイトで確認してください！！

【図書館】Lib.トーク「サンキュータツオ氏講演会」（17:00～）
CIEE国際ボランティア説明会
第5回就職ガイダンス（3年次生・大学院生M1）（～12/7）
日本語・英語・中国語スピーチコンテスト
【応募期間9/21～10/31】
【図書館】Lib.トーク「辞書の引き方講座」（17:00～）
業界勉強会（～2/23）
第1回企業情報フォーラム
【図書館】普通図書休暇貸出開始
第13回京都産業大学図書館書評大賞表彰式（12：30～）

【図書館】図書館展示企画
「日本を知る 京都と日本の伝統工芸」（～12/28）
第3回就職ガイダンス（3年次生・大学院生M1）（～10/5）
月曜日授業（曜日振替）
就職筆記模擬試験（無料）（３年次生）（10/10、11、16）
京都産業大学課外活動奨励貸与奨学金出願説明会
国際交流会館 入寮説明会（私費外国人留学生）
国際交流会館 入寮説明会（日本人I-Houseアシスタント）
特別対談シリーズ「マイ・チャレンジ」第８回（最終回）
【図書館】Lib.トーク「図書館サポートチームビブリア
学生選書ツアー報告会」（17：00～）
バディ募集説明会

土曜日授業（曜日振替）
休講（終日）

神山祭（～11/5）
経営学部創設50周年記念シンポジウム&交流会
休講（終日）
第4回就職ガイダンス（3年次生・大学院生M1）（～11/9）
Web就職筆記模擬試験（無料）（３年次生）（～11/14）
TOEFL®L®L ITP試験【申込期間9/19～10/12】
履修中止（ドロップ）申請期間（～11/10）
留学講演会「成功する留学」（地球の歩き方主催）
留学ジャーナル講演会「ワーキングホリデー説明会」

開催場所などの詳細・その他イベイベイ ントについては、
POSTや本学WebWebW サイトで確認してください！！

4年次生への
お知らせ

撮影はグループでも
個人でもOK！

日 時

場 所

お 問 い
合わせ先

10月2日（月）・3日（火）・
5日（木）・6日（金）
各日とも11:30～13:00／14:30～17:00

①12号館前 ②図書館前
※都合の良い場所にお越しください。
   雨天決行。詳細はPOSTを確認してください。

広報部 TEL：075-705-1411

※イメージ
です。

卒業式で、4年次生全員に
「卒業アルバム」を配付します。
アルバム掲載用の
スナップ写真の撮影を
行いますので、ご参加ください！

本学学生は申込不要！
この機会にぜひご参加ください。
※本学学生以外の方は一般申込が
　必要となります。詳しくは本学
　Webサイトをご覧ください。

日 時

場 所

定 員

お問い合わせ先

10月13日（金）
開場16:30　開演17:00
終演18:45（予定）

神山ホール 大ホール

1400名 [聴講無料]
学長室 TEL：075-705-2953

特別対談シリーズ「マイ・チャレンジ」
最終回は 2016年にノーベル生理学・医学賞を
受賞された大隅良典教授をお迎えします。

聴講
無料



日本全国や海外で活躍する、本学のクラブ・サークルの成果を一挙に公開！
また学内外でのおすすめイベントを、キャンパスライフの参考にどうぞ。

学生活動情報

http://post.kyoto-su.ac.jp/s/club/
課外活動サイト公開中！

本学の100以上あるクラブ・サークルの紹介をはじめ、大会・イベント情報、
大会結果などを続々公開中。応援メッセージも送れます！ぜひご覧ください。

みんなの
活躍をチェック
しよう！

クラブ活動結果報告：全国大会3位以上
ク ラ ブ 名 大　会　名 結　　果 氏　　名

学内外イベント・行事
主　　催 内　　容 日　　時 場　　所

勧誘ステージ

アッセンブリアワー

アッセンブリアワー

第52回神山祭オープニングセレモニー

第52回神山祭

第49回全日本大学駅伝対校選手権大会

けんぽ亭

丹後大学駅伝 第79回関西学生駅伝

第19回定期演奏会

神山クリーンプロジェクト

第40回乱舞祭

普通救命救急講習

第15回単独公演

マンドリンクラブ

学生部主催

志学会執行委員会

神山祭実行委員会

神山祭実行委員会

陸上競技部

学生健康保険部会

陸上競技部

神山交響楽団

学生部主催 

全学応援団

学生部主催

全学応援団 チアリーダー部

9/22（金）・9/25（月）～28（木）

9/27（水）

10/23（月）

11/2（木）

11/3（金・祝）～11/5（日）

11/5（日）

11/16（木）～11/17（金）

11/18（土）

11/26（日）

12/3（日）

12/3（日）

12/6（水）

12/15（金）

神山ホール前（図書館側）

本学 5406教室

ピロティ ※雨天時：並楽間2階学生ラウンジ

神山ホール

京都産業大学

愛知県 名古屋市～三重県 伊勢市

5号館1階エントランス

京都府 丹後

神山ホール

本学周辺

神山ホール

神山ホール第1セミナー室

神山ホール

2017年7月～現在（9月）

安住 早代（経営・1）
U21女子組手-50㎏ 3位
※日本代表として出場

AKF第14回アジア空手道選手権大会
（第16回アジアジュニア&カデット、アンダー21空手道選手権大会）

杉本 一樹（経営・4）

佐尾 瑠衣花（経営・2）

男子組手 2位

女子形 3位
第61回全日本学生空手道選手権大会

空手道部

曽我部 厚誠（法・2）

安田 京介（経済・4）

男子ポイントレース 優勝

男子ポイントレース 3位

松下 綾馬（経済・3）男子4㎞インディヴィデュアル・パーシュート 3位

第58回全日本学生選手権トラック自転車競技大会

吉岡 衛（法・1）

（団体）

クラス1  30周（60分+3周回） 優勝全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ
第3戦・白馬ラウンド

樋口 峻明（経営・4)

中井 唯晶（経営・3）

曽我部 厚誠（法・2）

吉岡 衛（法・1）

男子マディソン 優勝

男子マディソン 3位 
自転車競技部

4㎞チームパーシュート 優勝全日本学生トラック・レース・シリーズ第3戦
（JICF INTERNATIONAL TRACK CUP）

【フリースタイル】ペア 優勝
【スピード】ペア 優勝
【総合】優勝
※日本代表として出場

森本 健嗣（法・4）第7回ワールドジャンプロープ世界選手権大会ダブルダッチ部



Webサイトがリニューアル！
情報たっぷりの新サイトをチェック！

2017年9月22日発行 vol.77

あなたの情報を大募集！
京都産業大学 広報部までお問い合わせください。

075-705-1411
ksu-sag@star.kyoto-su.ac.jp

発行：京都産業大学 広報部　〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
　　  TEL：075-705-1411 FAX：075-705-1987
　　  http://www.kyoto-su.ac.jp/

あなたの情報を大募集！

秋は暑さも一段落して過ごしやすい季節。
今回は、そんな素敵な季節を
満喫する秘訣を紹介。
日々の小さな心がけが、あなたを
これから大きく成長させます！

目指すは、自由に発想できる教養人！

秋のたしなみ
のお作法

身
近
な
モ
ノ
・コ
ト
に
疑
問
を

投
げ
か
け
て
み
よ
う
！

当
た
り
前
を
疑
う
力
は
、

常
識
を
変
え
る
力
だ
！

〝
頭
で
っ
か
ち
〞は
キ
ケ
ン
！！

知
識
・
情
報
だ
け
で
満
足
せ
ず
、

体
験
を
語
れ
る

よ
う
に
な
ろ
う
！

お
作
法

1

お
作
法

2

お
作
法

3

第7回

オ
トナ
な対
応を身に付けよう！

KSU
マナ 講座

食
欲
の
秋
は
、

異
文
化
を
見
つ
け
る
大
チ
ャ
ン
ス
！

食
の
背
景
に
は
、

壮
大
な
文
化
が
広
が
っ
て
い
る
！


