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お正月に
やってはいけないコト

お正月の
始まりって？

お正月の
正しい期間

三が日の期間は神様が家に
福を運んでくると言われています。
この期間に掃除や水仕事などをすると
せっかく入ってきてくれた神様が
外に追い出されてしまうため
タブーとされています。

新年を迎えるまでに、家や身の回りの
整理や掃除を行って
おきましょう。

もともとお正月行事は、
古くは飛鳥時代に中国から伝来しました。

平安時代には宮中で大臣たちを招いたお正月の宴会が
盛んに催されるようになり、後に民間に広がったとされています。

それが次第に「新年を迎えて挨拶をする」という
現在のような形に変わっていきました。

京都ではお正月行事が比較的多く、八坂神社では
京都の年越しを代表する神事「をけら祭」が特に有名。

“をけら火”を灯籠から縄に移し、
その火が消えないように持ち帰った後
火種にして雑煮を作って食べると一年間
無病息災で過ごせると言われています。

文化学部 京都文化学科
吉野 秋二教授
に聞きました！

古くから続くお正月行事も
ありますが、近年確立したと
考えられるものも数多くあり
ます。今と昔を比較しながら
お正月の歴史に触れてみて
ください。

みんなで新年を祝おう。

京都で迎える
NEW YEAR！

初詣に行ったり、おせちを食べたり…
毎年なにげなく過ごしてしまいがちなお正月の
行事や習わしについて、実は知らない人が多いのでは？

初詣に行ったり、おせちを食べたり…
毎年なにげなく過ごしてしまいがちなお正月の
行事や習わしについて、実は知らない人が多いのでは？

初詣に行ったり、おせちを食べたり…
毎年なにげなく過ごしてしまいがちなお正月の
行事や習わしについて、実は知らない人が多いのでは？

意外と知らない、日本の伝統。

京都に伝わる、
お正月の習わし。
初詣に行ったり、おせちを食べたり…
毎年なにげなく過ごしてしまいがちなお正月の
行事や習わしについて、実は知らない人が多いのでは？

意外と知らない、日本の伝統。

京都に伝わる、
お正月の習わし。

地域によって異なりますが
基本的には１日から７日までが松の内と
言われお正月期間と言えるでしょう。

また、京都の東寺では８日から14日までの期間、
真言宗の最高儀式である
「後七日御修法」が行われ、
真言宗各派の高僧が
国家安泰や五穀豊穣を

祈願します。

2018 Dec. vol.82 京都で迎える
NEW YEAR！

みんなで新年を祝おう。

地震から身を守る
準備できてる!?

学生広報スタッフの
コーナー「ゆにらぼ」
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玉置 梨乃さん
文化学部 4年次生
（和歌山県立神島高校出身）

佐藤 愛夏さん
文化学部 4年次生
（香川県立津田高校出身）

初詣の歴史

京のおせちは
自家製が主流？

京都の雑煮は
白味噌に丸餅

江戸時代までは、氏神社や
自宅から恵方の方角にある寺社に

お参りする「恵方参り」が一般的でした。
現在の初詣の形になったのは明治時代。
「鉄道会社の集客競争」をきっかけに

現在のような初詣の慣習が
広がったと言われています。

西京味噌などの白味噌を使用。
神仏に備えるため、

生臭くなる鰹節や煮干しは使用せず
昆布だけで出汁を取ります。

円満を願う丸い餅に、大根や人参などの
具は、その年が丸く収まるようにと
輪切りにして入れるのが一般的です。

初詣に参拝するべき
神社って？

人は自分の生まれた土地に宿る守護神、
産土神によって守られていると考えられており、
地元の神社に参拝することが望ましいです。

ただ、地方にある神社のルーツは
京都であることが多く、地元の神社への参拝が
難しいという方は、地元と同じ名称の
神社を京都で探してみましょう。

市場が多い京都では、おせちの材料を自ら調達し
家庭ごとに作るのが古くからの文化。
現在もお正月前に商店街へいくと、

おせちの材料を求めて賑わう人々 の様子が
　　うかがえますよ。

おすすめイベント
PICK UP!

KSU 
INFORMATION

卒業生が届ける、
それぞれの
「むすんで、うみだす。」

Letters

今知っておきたい
旬なトピックをポイント解説！

Catch Up
WORLD

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。 02



八幡市駅

男山
ケーブル

参拝SPOT

1 12 21

学 業 金 運

学業？金運？何をお願いする？

ご利益別、
京都の神様。

全国の天満宮、天神社の総本社で、「北野の天神さ
ん」の愛称で親しまれています。学問の神様として
も名高く、毎年多くの参拝者が祈願に訪れます。

 1 国宝「北野天神縁起絵巻 承久本」をはじめ数多くの宝物
が納められている宝物殿。 2 受験合格の願いを込めた学業
鉛筆は半数の鉛筆の側面に菅原道真公の詠が刻まれています。

京都市上京区馬喰町
京福電車「北野白梅町」駅より徒歩約5分

 1 ザルに小銭を入れ、水で洗い流して金運アップを祈願し
ます。 2 金運を呼び込む財布として話題の福財布は売り
切れる日があるほど人気。

その名前の通り、金運にご利益があるパワース
ポットとして注目されており、「宝くじが当たった」な
ど感謝を伝える絵馬も多く見られます。

ご利益アイテム ご利益アイテム

ACCESS
京都市中京区押西洞院町614
地下鉄「烏丸御池」駅より徒歩約6分 ACCESS

京都は世界文化遺産に登録されている神社も多く、
国境を越えて注目されています。数々のご利益の中には
“宝くじに効く”など、ユニークなものも。
叶えたい願い事から、参拝する神社を決めましょう。

北野天満宮
学業成就ならここ

御金神社
宝くじにも効く！？

みんなで新年を祝おう。

京都で迎える NEW YEAR！

石清水八幡宮

北野天満宮

西院春日神社

西
大
路
通

生活に役立つものや、意外なものまで皆さんが愛用しているさまざまなアプリを聞きました！

おすすめのアプリは？
03



1 12 2

京都市東山区清水1-317
市バス「五条坂・清水道」各バス停から約10分ACCESS

京都市北区上賀茂本山339
市バス 「上賀茂神社前」下車すぐACCESS

ご利益アイテム ご利益アイテム

護王神社

白峯神宮スポーツ上達

足腰に強い

恋 愛

足萎難儀回復の碑には、足腰の病気や怪我の回復
を願って多くの方が祈願されます。参拝者は足形の
石の上に乗ったり、碑をさすったりして祈願します。

明治元年に社殿が蹴鞠と和歌の宗家である飛鳥井
家の屋敷跡に新造され、サッカーをはじめとする
スポーツ上達や、芸事の上達のご利益で有名です。

厄除け

 1 目を閉じて、片方の石からもう一方の石に辿りつくこと
ができると、恋の願いが叶うと言われています。 2 恋の運
気を「恋愛」「縁談」二つの方向から占います。

 1 上賀茂神社へ参拝したら必見！円錐形の立砂はご祭神の
賀茂別雷大神が降臨した神山を表しています。 2 八咫烏み
くじとお馬みくじ。参拝者の将来を良い方向へ導きます。

えんむすびの神様として有名。境内には「恋占い
の石」や「しあわせのドラ」といった「縁」に関する
スポットが5ケ所あり、まさに恋愛のパワースポッ
トになっています。

ご祭神の賀茂別雷大神は、雷のように強いパワー
であらゆる災難を祓い退けると言われており、京都
の北を守る京都五社のうちの一つです。

こんなユニークなご利益も！

地主神社 上賀茂神社
「ご縁」に強い！ 平安時代から皇室も祈願した

定番以外にもまだまだある！？

八坂神社

上賀茂神社

京都駅

四条通

五条通

今出川通

北大路通

三条通

御池通

丸太町通

京都御所

二条城

晴明神社

地主神社

御金神社

護王神社

白峯神宮 下鴨神社

堀
川
通

烏
丸
通

河
原
町
通

賀
茂
川

鴨
川

英語でニュースをチェックできる「VOA」。動画、ラジオ、記事で展開されていて、毎日新しく入るニュースには日
本で話題のものも。オフライン利用が可能なので、通学の電車などで聴いて英語力向上に役立てています。
外国語学部 3年次生 石破 眞紀さん（大阪府立阿倍野高校出身）
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STA
RT!

鳥居をくぐる前に一礼

参道は真ん中を避けて通る
参道の中央は神様や目上の人が通る道「正中
(せいちゅう)」と呼ばれます。敬意を表して参道
の中央は避けて通ります。

鳥居から先は神様がいる神聖な場所。鳥居をくぐる前に一礼し
ましょう。また参拝を終え、境内を出る際も社殿の方に向き
直って一礼するのが望ましいです。

意外と
正しいルールって
知らないかも…！

さあ参拝開始！
一礼したら

みんなで新年を祝おう。

京都で迎える NEW YEAR！

皆さんは参
拝の正しい

作法をご存
知ですか？

ここぞとい
う時のため

に、今一度

正しい参拝
方法をおさ

らいしてお
きましょう

！

知らないと恥ずかしい!?

神社の参拝お作法。

１

2

全国豆知識！

内宮は右側通行
外宮は左側通行と
されています。

伊勢神宮では、

正しい作法に挑戦！

お正月のギモン

これ、
どうすれば
いいですか？

向きの変えられないパズルゲーム「1010！」です。次に出てくるパズルの形が分からないので、瞬時に計算をしな
ければならないのが面白いところ。脳トレにもなるので、通学時や空き時間に友達と楽しんでいます。
経営学部 1年次生 石川 あおいさん（高知市立高知商業高校出身）05



GOAL!
参拝前に手水で清める

真心の証として
お賽銭を入れ
神様を呼ぶ鈴
を鳴らす

祈りを込めて
二礼二拍手一礼

持ち帰らないのが
基本です。
馬は昔から神聖な生き物とされており、
中世までは生きた馬を奉納していました。
今では木の板に馬の絵を描いた形にな
りましたが、持ち帰らずに神社でまとめ
て奉納するのが基本です。

神社などで行われる
火祭りに持っていきましょう。
お正月終わりの1月15日に左義長や
とんど焼きと呼ばれる火祭りが各地
で行われます。そこで焼いてもらい、
無病息災を祈りましょう。

感謝の気持ちを込めて
神社に返納しましょう。

お守り 絵 馬 しめ縄・松飾り

お守りは開運や厄除け、交通安全な
どを願って持つもの。そのため、同じ
お守りを何年も使い続けるのではな
く、一年間使えば神社に返納しま
しょう。

❶ 右手で柄杓を持ち、左手を清める
❷ 柄杓を左手に持ち替え、右手を清める
❸ 柄杓を右手に持ち替え、左の手のひらに
　水を受け、口をすすぐ
❹ 口をすすいだら、左手をもう一度流す
❺ 柄杓を縦にし、最後に残った水で柄杓の
　柄を流したら伏せて置く

❶ 神様へと二回、深くお辞儀をする（二礼）
❷ 胸の高さで両手を合わせ、軽く右手を
　手前に引いて、手を二回打つ（二拍手）
❸ 胸前できちんと両手を合わせ、お祈りする
❹ 最後にもう一度神様へ深くお辞儀する（一礼）

社の前に進んだら、願い事をする前
に真心を込めて賽銭箱にお賽銭を
入れます。鈴を鳴らす行為は、神様
を呼ぶためと言われています。鈴が
ある場合はきちんと鳴らしましょう。

これは
知ってた！

意外と
見られてそうだから
覚えておかなきゃ…

知らなかった！

3

4

5

神社にある手水舎の水で手や口を清めてか
ら参拝しましょう。

神様への感謝と敬意を込めて礼と拍手をします。
手を合わせる際に右手を手前に引く動作は神様よ
り一歩下がることを表します。

出雲大社では、
基本的に

「二礼四拍手一礼」の
作法に

則って参拝します。

全国豆知識！

父や祖父と一緒にできるものはないかとゲームアプリ「麻雀闘龍」を始めました。一人でもオンライン対戦でも、楽
しみ方はいろいろ。ルールが丁寧に書いてあるので、初心者でも安心して始められますよ。
文化学部 1年次生 齊藤 美生さん（大阪府立日根野高校出身） 06



厄除け開運お祓いを受けた後は
開運こづちを手に入れて

さらにご利益UP!

■ 地主神社
えんむすび初大国祭
2019年1月1日（火・祝）～3日（木） 
14:00～

強い生命力を持つ「若水」で

安泰を祈願

■ 晴明神社

■ 八坂神社 ■ 西院春日神社
若菜節句祭
2019年1月7日（月）
10:00～

歳旦祭
2019年1月1日（火）
8:00～

白朮（をけら）祭 
2019年1月1日（火）
5：00～

各神社で行われる、新年の特別行事。
京都の神社でしか経験できない神事など、この時期ならではの

行事に参加して、清々しく新年を迎えましょう。

　京都ならではの新春体験。

伝統にふれる、
京都の神事。

■ 下鴨神社

古くから京都に伝わる伝統
行事の「蹴鞠」が一般公開に。
時代を飛び越えたような光
景からは、作法を重んじた当
時の芸能の様子が窺えます。

蹴鞠始め（けまりはじめ） 
2019年1月4日（金）
13：30～ 

神前に供えた「若草」を食べ

1年の
無病息災を
願う

1
4

1
1～3

1
1

1
7

1
1

京都を代表する伝統行事で

病気や災難を除き
幸福を祈る

みんなで新年を祝おう。

京都で迎える NEW YEAR！

見逃したドラマなどを配信する「TVer」。1週間以内であれば無料で見ることができ、番組の種類もとっても豊富
です。マイリストに自分の好きな番組を登録できるので、忘れずにチェックできるのも嬉しいポイント！
経営学部 1年次生 桂 弘樹さん（兵庫県立尼崎小田高校出身）07



先着１５００名。

炎にて清められた
厄除け餅で幸運を祈願

■ 石清水八幡宮

5日間の厄除大祭期間のうち最終
日に行われる焼納神事では、前年
のお守りなどが焚き上げられ、その
立ち昇った炎で清めた「厄除開運
餅」に多くの参拝客が並びます。

■ 上賀茂神社

年始に白馬を見て一年の邪気
を祓う「白馬節会」という宮中
儀式が起源。当日は七草粥を
神前に供え、神馬を曳いて大豆
を与える御馬飼が行われます。

白馬奏覧神事    
2019年1月7日（月） 
10:00 ～ 

厄除大祭
2019年1月15日（火）～19日（土）
焼納神事
19日（土）
10:00～
※先着1500名「厄除開運餅」無料振る舞い

1
7

1
15～19

年始に白馬を見て

１年の邪気を祓う

平安貴族の遊び「蹴鞠」から

平安時代を覗く

京都市内のごみ分別について教えてくれる「こごみアプリ」。下宿を始め、地域のルールが分からず処理に困って
いた時に出会いました。種類別回収日を1ヶ月カレンダーで教えてくれるので、下宿生には特におすすめです。
情報理工学部 1年次生 内田 晴斗さん（大阪府・清教学園高校出身） 08



　　　　  電車は揺れを感じると自動的に
停車します。自分で勝手にドアを開けるこ
とができないようになっているので、まずは
車掌さんの指示を仰ぎましょう。

答え

近頃、日本各地で大きな自然災害が発生しており、2018 年 6 月に起こった大阪北部地震がまだ記憶に新しいという方も多
いはず。この地震を経験し、「他人事ではないかも…」と思った方も多いのではないでしょうか？そこで今回は地震に遭ったと
きの不安を少しでも解消するための対処法をご紹介します！この機会に身を守る準備を始めましょう！

で正しい知識を身につけよう！地震が起こった際は
どうする！？ クイズ
電車や地下鉄内で
地震にあったら…Q Q

A

A

車掌さんの指示を
受けるまではつり革・
手すりを持って待機する

とにかく近くの
ドアを開けるB A B

屋外で地震の
揺れを感じたら…

Q 避難所へ向かう際に
電気のブレーカーを… 　　　　 電気が復旧した時に、停電時

につけていた電気ヒーター等が原因で
火事になるケースがあるので、ブレー
カーは必ず落としましょう。

　　　　  総合体育館は、近隣住民等の避
難場所になります。本学の「地震対応ポ
ケットマニュアル」やWebサイトにも緊急
時の対応が掲載されているので是非確認し
てみてください。

答え

学内で地震が起こった際の
学生の避難場所は…Q

A

A

神山ホール 総合体育館B

　　　　 屋外ではブロック塀や電柱、
自動販売機など、何が倒壊したり落ち
たりするか分かりません。できるだけ丈
夫な建物に逃げ込みましょう。

答え B

近くの建物の中に入るその場でしゃがむ

Q
A B

屋内にいるときに、
地震の揺れを感じたら…

　　　　ガスは都市ガスであれば震度5
相当以上の揺れを感じると、自動的に止
まるシステムになっています。まずは、自
分の身を守りましょう。

答え B

答え B

机の下に隠れる先にガスの
元栓を閉める

A

B

上げて、もしくは落ちていないことを
確認して避難する

落として避難する

check!

ケーキを均等分に切るのに役立つ「ケーキカッター」。ホールやロールケーキなど色々な形に対応しているし、小人
数から大人数までカット数の設定ができるので、友達とクリスマスパーティーなどをする時にも便利ですよ。
経済学部 3年次生 吉川 莉加さん（福井県立羽水高校出身）09



非 常 持 出 品 リ ス ト

あったら
便利なもの

飲料水 懐中電灯

常備薬
ヘルメット、
防災ずきん 非常食

健康保険証、住民票のコピー
本人確認がいち早くでき、保障を受けやすい。

ラップ、アルミホイル
怪我をした際の止血や、簡易皿にするなど
さまざまな用途で使用。

ライター
軍手、工具類
下敷きになっている人を救助するときに使用。

救急箱
軽い怪我の手当に使用。

簡易トイレ
毛布、寝袋
缶切り、栓抜き
非常食を開けたりするときに使用。

井村屋
えいようかん

UAA食品
「美味しい防災食」

防災食だからといって、味が
落ちるわけでもなく、ほど良
い甘さで風味も食感も良い
です。パッケージの裏には
災害用伝言ダイヤルの使用
方法も記載されています。

火を使わずに本格的なおか
ずが食べられるシリーズ。「き
んぴらごぼう」はピリ辛な味
付けで、食感もしっかり味わ
えます。肉じゃがやラーメン
など全9種類の豊富さも大き
な魅力です。

共助って知ってる？

「共助」とは、災害が起こったときに地域の住人や消防団などと協力
し、助け合うことです。物資の不足やケガの時など、一人ではどうに
もならないことがあります。非常時にお互い声をかけ合って援助し
合えるよう、日頃から地域の行事に参加したり顔なじみの人を作っ
ておくことも、災害に向けての大切な準備の一つです。

実際に遭ってしまったときのために
準備しておこう！

災害が起こり、ライフラインが止まってしまったり、避難をする際に必要に
なる物資を京都市市民防災センターの方に聞きました。皆さんはしっかり
準備できていますか？これを機にチェックしてみましょう！

予備の電池も確認、
一人一台が望ましい

３日分（1日3ℓ）を
用意しましょう

できるだけ公共の
情報を得ましょう

携帯ラジオ

準備完了！
しかし、満足するのはまだ

早い！

学生広
報スタッフの

オススメを紹介

最低限必要なもの

料理のレシピを早送り動画で見られる「DELISH KITCHEN」。火加減など、普通のレシピでは分かりにくいこと
も簡単に知ることができます。食材からメニューを選ぶ機能もあるので、冷蔵庫の中の無駄が減るかも！？
経済学部 3年次生 村瀬 礼奈さん（愛媛県立北条高校出身） 10



活躍をバネに、さらに前へ！

京都学生祭典は地域活性化を目的に毎年平安
神宮前で行われる一大イベントで、10万人以上の
方にご来場いただいています。創作ダンスやマー
チング演奏など学生が繰り広げる数々のステー
ジに加え、企業や学生が屋台などを出店。私たち
実行委員は京都の大学生300人で構成する団体
で、このイベントの企画や当日の運営を行ってい
ます。そして、いかに学生が輝ける場をつくるか、
地域の方とともに話し合い、その実現のために協
力企業の方と当日の設備など、交渉を何度も重ね
るのも私たちの役割。困難なことも多いですが、
幾度となくやり取りをするうちに、実行委員同士
や企業、地域の方 と々関係を深められること、一
人ひとりが自身の役割を果たすことで日々成長を
感じられることが実行委員として活動する最大
の魅力だと思っています。来年10月に開催予定の
第17回に向けて、委員長として責任も重大ですが、
何でも気軽に相談してもらえる身近な存在になり
たいです。これまでよりも良いものをつくり、地域
や企業の方とさらに密に関われるよう、実行委員
全員で一丸となってやり遂げます。

CHECK!

京都学生祭典の
様子はコチラ！

第16回

当日の様子を動画でも
公開しています。

山田 聡司さん

第17回京都学生祭典実行委員長

外国語学部 2年次生（愛知県・名古屋高校出身）

京都のまちを活性化するため

学生としてできることに

挑戦したい。

「セブン-イレブンマルチコピー」は、コンビニのマルチコピー機を使って写真などをプリントできるアプリ。一人暮
らしでプリンターが家に無くても24時間いつでも使えるので、レポートの印刷などに非常に重宝しています。
外国語学部 1年次生 坂口 優輝さん（静岡県・クラーク記念国際高校出身）11



展示会のポスタ
ー

左から

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！募集中！

学芸員資格の取得を目指すための授業「博物館実習」において、
今回私たちは京都のコーヒーをテーマにむすびわざ館ギャラ
リーで展覧会を開催します。京都のコーヒー消費量が日本一であ
ることなどを背景に、老舗喫茶店や人気店を取材し、京都に根付
いたコーヒー文化について紹介します。幅広い年齢層の方に楽
しんでいただこうと、昔ながらの喫茶店から現代らしいカフェま
でをVR(バーチャルリアリティ）を用いた疑似体験ができる企画
も実施。若者の喫茶店離れについて、「カフェとは違った空間を
楽しんでもらえたら嬉しい」と前向きに話す喫茶店オーナーの思
いなども、この展覧会を通して伝えたいと考えています。ぜひ
ギャラリーに足を運んでいただき、コーヒーの奥深さなど、ここで
しか味わえない空間を体験してみてください。

特別展「きょうの珈琲さんぽ」開催！
むすびわざ館ギャラリーにて
1月15日(火)～3月9日(土)の期間

CHECK!

学芸員課程履修生が
特別展を開催

コーヒーに彩られた

京都の魅力を感じてほしい。

吉村 悠さん 文化学部 4年次生（京都府・京都産業大学附属高校出身）

上田 幸実さん 理学部 4年次生（奈良県立平城高校出身）

どんな写真や画像でも背景を切り取り、他の画像などに貼り付けできる「合成スタジオ」。授業のプレゼン資料を
作成する際に活用しています。テキストを入れられたりとその他の編集機能もさまざまなのでおすすめです。
外国語学部 1年次生 山根 大樹さん（京都府立洛西高校出身） 12



課外活動の日常を紹介！

弓道部
個人競技のように思える弓道ですが、団体戦ではチーム全体で流れをつく
り、5人が4本ずつ20本の矢を射て、的にあたった数を競います。一人ひと
りが放つ一射で強固なチームワークを作りあげています。

技術面はもちろん、
気持ちの切り替えを素早くできるよう、精神の鍛
錬も必要です。試合で本来の実力を発揮できるよ
う日々訓練しています。

日々の練習

切り替えの
早さが重要に技術面と精神面

どちらも磨き続ける
彼らの一年とは。

1 2

3

REPORT!

9月上旬

昇格を狙う秋季リーグ戦

5 9月上旬～10月末4

男子は8人、女子は4人で1チーム
の団体戦で、全勝すると上位リー
グに昇格するチャンスも。試合後
は、内容を分析し練習メニューを
組み直すなど課題を明確にして
さらなる高みを目指します。

現代社会学部 2年次生
（熊本県立東稜高校出身）

中谷 達彦さん

興味のある方は
Twitter

を要チェック！

男女別に行われる、年間最大の大
会。また、この大会で優勝すると、
秋季リーグ戦の各地区優勝校とと
もに11月の「王座決定戦」に出場す
ることができます。

全日本学生
弓道選手権大会

８月中旬

EVENTEVENTEVENTEVENT

3月下旬
新人戦

応援お願いします！
詳細はWebサイトに
アップしますので、
確認お願いします！ 集中力を

高めて
矢を放て！

夏合宿

1週間、長野県の道場
で合宿を行います。合
間には、山や川などの
自然を存分に感じ、リ
フレッシュをする時間も。メリハリをつけながら
練習に励み、確実に実力を身につけます。

チームワークを
発揮する瞬間。

男女混合の6人でチー
ムを組む、特殊な大会
です。1年次生は1年間
の練習の成果をここで
発揮します。

3月下旬

新人戦で結果を残す

「waifu2x」はあらゆる粗い画像を高画質に修正できるアプリ。ほとんどのファイル形式に対応していて、プレゼン
で拡大画像を見せる時などに使用しています。写真にも対応する優秀アプリなので、ぜひ使ってみてください！
外国語学部 1年次生 植木 一成さん（大阪府立春日丘高校出身）13



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、

新しい物や価値をうみだす人になろう！

4

1年次生にとっては、本番で勝負する初めての大会です。
初心者メンバーも、いつもとは違う環境で戦う厳しさを
知るとともに、自分と同じ経験歴の選手と競うので非常
に刺激になっています。

春・夏の年2回行われる合宿。1年次生も新人戦に向けて基
本から鍛えていきます。さらなる課題改善のため、部員同
士で積極的に意見を交換します。

関西のゴルフ大会では最大となる、名誉ある大会。同年
代選手のプレーを見て学べる、またとない機会です。

10月中旬

一年の集大成！関西学生秋季新人戦

7月上旬

関西最大！関西学生ゴルフ選手権

希望者には琵琶湖カント
リー倶楽部でキャディーの
アルバイトを紹介していま
す。実際にコースを回るこ
とで客観的にプレーを学
び、アルバイト後はコース
で練習もできます。

日々の練習

練習でキャディーに！
1

2

8月中旬

合宿で体の芯から鍛える！
3

冷静な分析を重ね
課題に向き合う
彼らに注目！

REPORT!ゴルフ部

法学部 3年次生（京都市立堀川高校出身）
山崎 剛和さん

初心者からスタートした部員も多く、握り方から振り方
まで先輩が丁寧に教えています。実践以外でも練習ノー
トに課題を書いて共有したり、活動後のミーティングで
は学年に関係なく意見交換できる場を設けたりと、技術
を磨くために部員一丸となって取り組んでいます。

興味のある方は
公式Webサイトを
要チェック！

年に6回！
関西学生月例杯
応援お願いします！
詳細はWebサイトに
アップしますので、
確認お願いします！

EVENT

握り方から先輩が熱血指導！

部員みんなで
さらに

腕を磨きます！

夜空にスマホをかざすと星座の名前などを詳しく教えてくれる「星座表」。話題づくりになるのでとても気に入って
います。帰り道で簡単に調べられるのはもちろん、デートなどロマンチックなシーンで役立つかも！
外国語学部 2年次生 クォン ヒョクジンさん（韓国・仁川暁星高校出身） 14



課外活動の日常を紹介！

囲碁・将棋部

地道で着実な
研究が導く勝利。
そこから見える
彼らの努力とは。

REPORT!

興味のある方は
公式Twitter
を要チェック！

入場無料
3月開催

学生団体最強戦
詳細は京都産業大学
囲碁・将棋部
Twitterで！

EVENT

対戦相手の傾向などを研究し、先の先を考えながら
戦う囲碁・将棋部。瞬時に正確な一手が打てるよう、
普段から部員同士で意見交換を重ねています。

競技歴の長い方も参加する
とてもレベルの高い試合で
す。初戦で当たる相手の傾
向などを事前に調べ、作戦
を細かく練ります。

毎週水・金曜日に集合
し、1対1でローテー
ションしながら対局しています。対局後はお互
いの手の見直しのために感想戦も行い、練習
を重ねて腕を磨きます。

日々の練習
基本の練習は週２回。

4月中旬
作戦を練り挑む、
春季個人戦

1 2

6月中旬310月上旬

秋季個人戦で
記録更新を狙う！

5 11月中旬～下旬

昇格のチャンス！？
秋季一軍戦

4

1対1が7組並んで同時に
対局し、先に4勝を挙げた
チームが白星を挙げる団
体戦。自分の結果が仲間
の勝敗にも影響する、緊
張感のある戦いです。

6月の春季一軍戦の結果を反
映して行われる大会。上位A
級からC級のリーグに分かれ
ており、現在はA級を目指して
特訓中。部員一丸となってさら
に良い結果を目指します。

春季に続く個人戦。春に
は初心者だった選手が
研究や練習を重ね、見違
える程レベルアップして
いることもあるので気が
抜けません。

「この手は良かった！」他のメンバーも意見交換に参加

経営学部 2年次生
（広島県・崇徳高校出身）

津賀 雄大さん

7人で戦う
春季一軍戦

並んで勝負する
この光景は

なかなかのもの。

「毎日家計簿」で日々の金銭管理をしています。食費や交通費など、1ヶ月の支出を項目ごとにグラフ化してくれるの
で一目で把握でき、「今月は食費が多いから外食を控えよう」など無駄を減らせて助かります。
法学部 2年次生 五十嵐 かりんさん（京都府立北稜高校出身）15



4

1

2

3

REPORT!
落語長屋

1年の集大成として200人もの観客に笑いを披露する
このステージ。この寄席で引退となる3年次生を中心
に、漫才や落語はもちろん、大人数コントなど普段の
漫才寄席では見られない演目も行います。

秋に神山ホールで開催さ
れるステージ。毎年多くの
学生や教職員の方が観に
来てくださっています。1年
次生が初めて持ちネタを
お披露目する場なので、先
輩も緊張しながら見守り
ます。

今年は2泊3日で金沢へ。観光は
もちろん、お笑いステージの時間
も。くじ引きで相方を決めて行う
即興漫才や、1年次生が初めて舞台に立つなど落語長屋
伝統のプログラムが盛りだくさんです。

11月上旬 寿寄席で有終の美を飾る

お笑い要素も満載の夏合宿

８月下旬

他大学と共同で開催するス
テージ。各大学の漫才・落語
と、合同の大喜利を披露し
ます。三味線や太鼓などの
お囃子（はやし）も本格的で
見応え抜群です。

7月中旬

本格的演出！
あさがお寄席

10月上旬 大盛況の神山勉強会

お笑いだけではなく

パフォーマーとしても

成長していく姿に注目。

経済学部 3年次生
（福井県・仁愛女子高校出身）

村中 智香さん

個性的なメンバーが揃う落語長屋。落語はもちろん、
漫才やコント、三味線など多様なジャンルに挑戦中。
大喜利で発想力を高めたり、人前で話すことでトーク
力を鍛えるなど、より良いパフォーマンスを目指して磨
きをかけています。

毎週月・水に活動
しているので、気軽に
遊びに来てくださいね。

詳細は公式
Webサイトで！

PICK UP

いざお披露目！

最高の
仲間たち！

興味のある方は
公式Twitterを
要チェック！

メンバー
随時募集中！

初心者大歓迎

店内に流れる「この曲なんだっけ？」のモヤモヤを一瞬で解決してくれる「Shazam」。ボタンを押すと、音を拾っ
て歌手と曲名を教えてくれます。ダウンロード機能もあるので、気に入った音楽はそのまま保存もできますよ！
法学部 2年次生 松南 里歩さん（鳥取県立米子東高校出身） 16



キャッ
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ップ・

ワー
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今知
って
おき
たい
旬な
トピ
ック
をポ
イント

解説！

WORLD 現代社会学部 伊藤 公雄 教授に
教えていただきました！

文化社会学・メディア社
会学、ジェンダー論など
を研究。ダイバーシティ
推進室長を務める。

PROFILE

いとう 　きみお

DIVERSITY

ダイバーシティ今号
の

今、世界中の企業で戦略化され始めているダイバーシティ（多様性）という言葉。ダイバーシティ戦
略の背景には、組織の活性化には多様性がきわめて重要だという考えがあります。人種、性別、年
齢、思考などの多様性を認め合い、新しい活躍の場が創り出されることで、今後、企業のあり方や
労働の仕組みは大きく変わっていくことが予想されます。その一環として女性活躍の声が広がり
つつある日本社会では、これからの働く環境はどのように変化していくのでしょうか。

ダイバーシティ
Diversity

「Lifebear」で1ヶ月のスケジュールを管理しています。To Doリストや日記機能もついていて、手帳をデコレーションし
たように可愛く色付けできるのがお気に入り。手帳を忘れてもスマホでサッと見られて便利ですよ！
総合生命科学部 1年次生 荒内 優希さん（兵庫県立明石北高校出身）17



A
学生が就職活動する際、企業選びにおいて注意することはありますか？

企業サイトを通してじっくりチェックしてください。

女性活躍推進法により301人以上の従業員のいる企業は、行動計画とともに女性の採用比率、男女の勤続年
数差、労働時間、女性の管理職割合などを公表する義務が付せられています。まずは、これをチェックしてくださ
い。またワークライフ・バランスの状況やダイバーシティ推進といった具体的な計画内容などにも注目してくだ
さい。もちろん、こうした女性が活躍できる企業の多くは、男性にとっても働きやすい職場だということも付け
加えておきたいと思います。

Q
Aもちろん、まだ課題はあります。

女性の働き方について、完全に定着したといえるのでしょうか？

日本の企業の多くが女性を低賃金で雇用する非正規労働力として考えてきたため、女性の働き方が完全に整っ
ているとは言えません。ただし、国際感覚に優れ、先見の明のある経営者は女性管理職の増加も含めてダイバーシ
ティ戦略を実行しつつあります。こうした企業は、今後も大きく発展する可能性を秘めていると考えます。

Q

A
かつて日本は女性の労働力率はトップクラスだったのに。
いつの間にかおいてきぼり状態の日本。

「女性の雇用」は、どのように推進されてきたのですか？

経済の発達した諸国の協議体であるOECD加盟国のなかで、1970年の日本の女性労働力率はフィンランドに次
いで第２位でした。しかし今では、どちらかといえば女性の労働参加が低いとされる国の一つに数えられるよう
に。日本でも1970年代以後働く女性の割合は少し増えていますが、他の国々の女性の労働参画が急増したため、
いつの間にかおいてきぼり状態になっているのです。働く女性の割合が多い国々は、男女ともに仕事と家庭・個人
生活がバランスよく担える仕組みを作ってきたため、少子化にも歯止めがかかっています。しかし、南欧や日本のよ
うな国々では、女性の労働力率と出生率ともに低い状態が目立っているのです。日本ではこの状態を問題視し、
2016年に女性活躍推進法を制定。301人以上の従業員のいる企業・事業所は女性活躍に向けた行動計画を作
ることが義務付けられました。

Q

A
女性の採用企業は増加しています。

女性の雇用推進、最近の傾向は？

20世紀の末に日本の夫婦の働き方が、男性稼ぎ主モデルから夫婦共働きが主流の時代へと大きく変化しました。
今や共働き夫婦が多数派です。近年では、CSR（企業の社会的責任）やSDGs(国連の持続可能な発展目標)など
を視野に、女性の昇進を積極的に進める動きもあります。企業の社会的責任に敏感な企業は信用できるというこ
とで、投資家が優先的に投資をするようになっている背景もあります。

Q
※OECDとは、Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構の略。先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、経済
成長や貿易自由化、途上国支援に貢献することを目的として活動している。

「Chromeリモートデスクトップ」はスマホから自宅のPCにアクセスできるアプリ。外でPCのデータを開きたい
時や好きな体勢でデータを見たい時に利用しています。セキュリティに注意しながら使えばなかなか便利ですよ！
コンピュータ理工学部 2年次生 城臺 修太朗さん（大阪府立大手前高校出身） 18



実は私、最初からラジオのDJを目指して
いたわけではないんです。大学卒業後は
したいことを見つけられないまま、なんと
なく一般企業に就職し、なんとなく営業
として1年半を過ごしました。でもこのまま
じゃいけないと感じていて。そんなときに
友人の誘いがきっかけで、披露宴の司会
者として人前で話す仕事を経験しました。
最初はアルバイト感覚でしたが、いざ会場
に行って私が話すと、大勢の人たちが笑
うんですよ。「みんなが喜んでくれている」。
その感覚がすごく新鮮で、快感だったん
です。それで心を決め、いま所属している
タレント事務所の勧めでラジオのオー
ディションに挑戦し、DJの道を歩み始め
ることにしました。ラジオの向こうにいる
リスナーに自分の声を届けられることに
胸を高鳴らせてね。ラジオって聞いている

誰かの毎日の、
小さな支えになれるという喜び。

ラジオDJ
タレント 谷口 キヨコさん 法学部 卒

兵庫県西宮市出身。法学部卒業後、一般企業で2年間勤務。その後、DJに
転身し、ラジオ番組やイベント司会、タレントとしてテレビに出演。α
-STATION、FM OH!、KBS京都テレビなどレギュラー番組多数。2010年に
は、法学研究科博士前期課程修了。その後も法律だけではなく哲学など、
勉学に勤しんでいる。2018年4月から現代社会学部の客員教授に就任。

「現代社会と
キャリア」で

の講義

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。」

ラジオのオンエアで楽しそうに話す谷口氏
α-STATION

FM KYOTO 89.4
CHUMMY TRAIN

「Dream Challenge」

毎月第2・4金曜日
16：50～放送

本学学
生が出演

α-STATION
では 

本学の学生と
共演

目覚ましでは起きられない悩みを解決してくれた睡眠追跡アプリ「Sleep Cycle」。起きる時間帯を設定すれば、
時間内で最も眠りの浅いタイミングを選んで起こしてくれるので、短時間でもスッキリと目覚められます！
コンピュータ理工学部 2年次生 増田 亜里紗さん（大阪府・大阪国際大和田高校出身）19



みんなに元気を届ける仕事だからこその
しんどさもあります。例えば、体調が悪
かったり、辛いことがあったりしたときも、
私はいつも通りのテンションでいないと
いけない。それってなかなか難しいことで
す。でも不思議なことに、私はどんなに大
変でも、スタジオに入って、オンエアのサ
インが点灯して声を張り上げた瞬間、い
つも通り元気なキヨピーになれるんです。
まるでもう一人の人格にスイッチするよう

自分の描いた将来に進むた
め、何をすればいいのかと
迷っている人もいると思い
ますが、周りと比べて何を
“すべき”かではなくて、自分
は何を“したい”かを一人ひ
とり考えてみてほしいです。
今経験するどんなことも、
きっと将来の養分になりま
す。だから、「何がしたいね
ん」と誰かに突っ込まれるく
らい、まずは手当たり次第
にやってみる。そんな姿勢で
前に進み続けてください。

なんでもない日々の積み重ねが、
生きていく底力になる。

挑戦に踏み出す
ための、合言葉

自分は何をしたいかを
考えてみよう。

人にしたら日々のホンの小さな楽しみだ
と思うんです。私が言ったことでその人の
人生が大きく変わるなんてドラマはあり
ません。でも聞いている人が「キヨピーも
頑張ってるし、今日も頑張ろう」と思える
くらいの支えにはなれるじゃないですか。
それが私にとって最高の喜びなんです。

に。これはきっと、いままでずっと、ひたむ
きにこの仕事を頑張り続けてきたことの
成果。過去の私が、いまの私にくれる「ご
ほうび」かな、と。そしてこれは、私だけ
じゃなく、誰にでも起こることだと思いま
す。いま学生の皆さんは、自分にはそんな
強さはないと思うかもしれないけど、自分
がこれだと思う仕事に対して、ただ正直
に取り組み続けてください。毎日コツコツ
と。そうすれば、きっとあなたが苦しい状
況に陥ったとき、いままでの自分がちょっ
と力を貸してくれ、挫けずに進み続けられ
るはずです。それが、今日を生きていく底
力。知っていますか？人間って“意外と”強
いんです。私はもっと強くなりたいですね。
ここ数年、仕事を続けながら大学院で法
律や哲学を学んできたことも、さらに自
分を磨いて、この仕事を全力で全うして
いくためです。私はこれからもDJという
仕事と、ラジオの前の皆さんに、本気で
向き合い続けていきます。

谷口さんからひとこと！

「自分」は
何をしたいかを
考えてみて。

シフトを管理できる「シフトボード」。交通費や給料など支給先の条件を設定しておけば複雑な計算もあとはお
まかせ。アルバイトを掛け持ちしている人も、日程の重なりを避けられるので特におすすめです。
総合生命科学部 1年次生 馬越 萌果さん（香川県立三木高校出身） 20



10月に行われた第36回全日本大学女子駅
伝対校選手権大会で6位に入賞し、今大会
の出場権を獲得した陸上競技部女子駅伝
チーム。日本一を競う舞台は全7区間、全長
43.4kmで、高低差が172mもあるアップダウ
ンの激しいコースになっています。特に最長
区間の5区(10.5㎞)では、各大学のエースが
集まり、手に汗握るレース展開に注目です。
テレビでの生中継も行われるので、ご声援
のほどよろしくお願いします。

本学は京都マラソン2019の『大学唯一の
公式パートナー』として協賛しており、全学
応援団や京炎そでふれ！咲産華、フラメン
コクラブ～Las☆Estrellas～らの個性溢れ
る応援など、“オール京都産業大学”で大会
を盛り上げています。世界・全国各地から
集まるランナーのみなさんを本学とともに
応援しましょう！

４大会連続入賞中！
優勝を目指すタスキリレーに注目！

おすすめイベントPICK UP！

時間 10：00スタート

放送 フジテレビ系列生中継（9:55～）

時間 8:55 車いす競技スタート
9:00 マラソン・ペア駅伝スタート

PICK
UP!

30 日12
2018

日

KSU INFORMATION

富士山女子駅伝
(全日本大学女子選抜駅伝競走)

京都マラソン 2019

オール京都産業大学で
「京都マラソン2019」を
応援しよう！

本学を代表する学生ランナーが決定
しました。「大学オリジナルTシャツ」
を着て出走しますので、みなさん応
援よろしくお願いします！

2月15日、16日に京都市勧業館みやこめっせ
で開催されるイベント『おこしやす広場』
に、本学ブースを出店します。

本学の各団体が「沿道盛り上げポイント」
にてオリジナルのパフォーマンスを披露
し、ランナーに声援を送ります！

京都産業大学を
代表するランナーが
決定しました！

おこしやす広場沿道盛り上げ隊

172
2019

青い
Tシャツが
目印！

写真提供：体育会本部編集局
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上
旬

京都産業大学インフォメーション

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

12December 1January

2February

3March

● 富士山女子駅伝
   （全日本大学女子
　  選抜駅伝競走）

30

● 冬期休業（～1/6）26

● 漫画部主催　パネル展
　[神山ホール]

中
旬

● ギタークラブ主催 
　定期演奏会
　[京都市北文化会館]

24

● グリークラブ主催
　 定期演奏会
　 [神山ホール]

10

● 京都マラソン2019
　おこしやす広場
　（～2/16）
　[みやこめっせ]

15

● 学生団体最強戦
　（囲碁・将棋部）

● 新人戦 （弓道部）下
旬

● 卒業式（～3/17）16

● デザインクラブ主催
　学内展示 （～12/21） 
　[神山ホール]

17

● 京都マラソン
　201917

2018 2019

● 写真部主催  
　新人展 （～12/16）
　[ギャリエヤマシタ 2号館2階]

13

PICK
UP!

PICK
UP!

PICK
UP!

HOT TOPIC 第5３回神山祭の部展大賞・神山祭Mogi-1の結果は
下記の通りになりました！

○装飾賞 体育会 スキンダイビング部

○大教室棟エリアグランプリ
　経営学部3年次 中井ゼミナール

屋内Mogi -1総合グランプリ
届出団体 ビリヤードサークルCUE
屋内Mogi-1準グランプリ
届出団体 ボランティアサークルNONTS

　  部展大賞　文化団体連盟 天文同好会

エリア別グランプリ

屋外Mogi -1総合グランプリ
届出団体 京炎そでふれ！咲産華

○神山ホールエリアグランプリ
　文化学部3年次 志賀ゼミナール
○壱馬力エリアグランプリ
　届出団体 
　テニスサークルグッドフェローズ

部展大賞

神山祭Mogi-1結果

○三叉路エリアグランプリ
　有志団体ミツバチ同好会BOOON！！

○サギタリウスプラッツエリアグランプリ
　届出団体 京炎そでふれ！咲産華
○12号館エリアグランプリ
　外国語学部3・4年次 
　仁平ゼミナール

○ 神山祭実行委員会特別賞 
　届出団体 琴サークルこと☆こと

○ユニーク賞 届出団体 神山ポケモンサークル

● 特別展
　「きょうの珈琲さんぽ」（～3/9）
　[むすびわざ館 2階ギャラリー]

● 森 博達 外国語学部教授
　退職記念講演会
　「それからの日本書紀区分論」
　[Lib.コモンズ（図書館ホール）]

第２位 文化団体連盟 電子計算機応用部
第３位 文化団体連盟 茶道研究部

15

9

● 関西学生男子連盟杯予選
　（ゴルフ部）

中
旬

グランプリ

5 ● 写真部主催
   卒展（～2/10）
　[ギャリエヤマシタ 2号館1階]
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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です！

夢を
追求
して
いる
卒業
生に

会い
に行
こう！

むすびわざ

中京区 御肉処銀閣寺大にし
大西 雷三さん（1982年 経営学部 卒）

老舗精肉店の銀閣寺大西がプロデュースする料理店。和牛最高
峰と言われるA5ランクの牛肉を中心とする、厳選された良質
な素材はすべて一頭買いによるも
の。焼肉はもちろん、赤ワインの煮込
みなどの一品料理にも、京野菜を
使って季節の変化を表現するなど老
舗ならではのこだわりが。四季折々
の繊細で味わい深い料理はまさに
逸品です。

希少な部位を使った多彩なメ
ニューをお楽しみください。

17：00～23：00（L.O.22：00）
月曜定休

地下鉄「京都市役所前」駅から徒歩3分

http://www.yakiniku-onishi.jp/

京都市中京区寺町通
二条下ル榎木町98番地8

クーポン

サギタリウスvol.82持参の方

[ 有効期日：2019年1月末日まで ]

ソフトドリンク1杯無料

クーポン

サギタリウスvol.82持参の方

[ 有効期日：2019年1月末日まで ]

Kaikadoアールグレイなど
紅茶1杯無料

八木 隆裕さん（1997年 外国語学部 卒）

京都市下京区住吉町
（河原町通）352 河原町通七条上ル
10:30～19:00（L.O.18:30）
木曜日、第一水曜日定休
京阪電鉄「七条」駅から徒歩4分
http://www.kaikado-cafe.jp/

下京区 Kaikado Café

茶筒製造の老舗「開化堂」の6代目 八木さんがオーナーを務める
カフェ。気軽に立ち寄りたくなるくつろぎの空間をつくりたいと、
コーヒーを飲みやすいようにカップの口が
楕円型になっているなど随所に工夫が。メ
ニューも、那須高原の人気店で製造される
チーズケーキを茶筒型にアレンジしてもら
うなど惚れ込んだものを厳選し、斬新なア
イデアと京都の伝統をのせて提供。幅広い
層のお客様から愛されています。

お茶だけではなく、現代にあ
わせてコーヒー用の茶筒も。


