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学生広報スタッフのコーナー

「ゆにらぼ」
活躍をバネに、
さらに前へ！

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!

花粉に負けないために
できること

キャンパスの
星は今日も挑む。 

むすび
アクティビティ
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京都産業大学ウォーカー

KSU
WALKER

01
スペシャルコンテンツ

「むすぶ人」
になろう。 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。

京都産業大学は、産業を「むすびわざ」と読み解き、

「学問と企業をむすぶ」ことを建学の理念にしました。

何かと何かを「むすぶ」ことは、新たな何かを「うみだす」こと。

それは、未知への挑戦、新たな価値の創造です。

皆さんは、何かと何かをむすぶ拠点となる本学で学び、

社会に新しい物や価値をうみだす「むすぶ人」を目指してください。

本誌「サギタリウス」は、今知ってほしい情報を皆さんに届け
る情報誌。学生生活で役立つ情報はもちろん、「むすぶ人」
になる上で参考になる学生の活躍も紹介しています。年3回
発行していますので、欠かさずチェックしてくださいね。

キャンパスマガジン「サギタリウス」

まずは特集コンテンツからチェック！

「 む す ぶ 人 」に な ろう 。
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豊かな緑に囲まれた上賀茂エリアに広がる
このキャンパスには毎日を充実させる施設がいっぱい!!
歩きまわってお気に入りのスポットを見つけよう!!

京都産業大学
ウォーカー

桐島 沙也佳さん（左） 総合生命科学部 2年次生
（大阪府立東百舌鳥高校出身）

小野 魁斗さん（中央上）理学部 1年次生
（兵庫県立宝塚西高校出身）

山田 晃平さん（中央下） 経営学部 1年次生
（大阪府立牧野高校出身）

服部 静香さん（右） 文化学部 1年次生
（京都市立日吉ヶ丘高校出身）

★…お弁当などの
テイクアウト販売場所

並楽館、サギタリウス館、
5号館、6号館（大教室棟）、

11号館、16号館
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BABY FACE PLANET'S

並楽館
4F
1

ふじカツ

並楽館
1F
2

カツは注文が入ってから揚げるので、いつもア
ツアツ！人気のふじカツや若鶏の甘酢タルタル
ソースなど、味噌汁付きでも全てのメニューが
500円以内に収まり、手頃な価格で本格的なカ
ツが楽しめます。

ビュッフェスタイルを主にお惣菜から定
食まで低価格で多様なメニューが揃うお
店。平日は8時30分から20時まで営業
しているので、一人暮らしをする学生の
強い味方です。

ラーニングコモンズの一部が、昼食時間
のみ学食として利用できます。鉄板ハン
バーグランチやオムライスなどのカフェ
ランチを味わえ、ボリューム満点の大盛り

“メガ系”メニューも取り揃えています。

1個40円から買えるお手頃価格のパン
屋さん。メロンパンやチュロスなどの焼
きたてパンはもちろん、有機栽培のコー
ヒー豆を使用した本学オリジナルコー
ヒー「神山ブレンド」も人気。

安価でボリューム満点の定食が大人
気。さまざまなアラカルトメニューにごは
んを組み合わせて楽しむことができます。
日替りランチのバリエーションも豊富で
多彩。

釜 玉やぶっかけなど豊 富なうどんメ
ニューに加え、追加でトッピングもできる
ので自分だけの一杯を堪能できます。茹
で立ての本格的なうどんは、学食とは思
えないほどの美味しさ！

少人数パーティーも開催できる、ゆったり
と落ち着いた雰囲気のお店です。丼物
や鍋焼きうどん、松華堂弁当などバラエ
ティ豊かで、水曜日には定食限定のドリ
ンクサービスもあります。

化学調味料不使用の素材にこだわったラーメン
を提供。名物はなんといっても「油そば」。安くて、
コシがあって食べ応え抜群。充実のトッピングを
使って自分好みの味を見つけてみましょう！

関西エリアを中心に約100店舗も展開している人
気店。美味しさ満点の「ふわふわ帽子のオムライス」
と「ミックスジュース」が大人気。京都の街を望めるテ
ラスもあるので、天気が良い日は外もオススメ！

らーめん壱馬力

並楽館
1F
3

LIBRE

並楽館
3F
4 cosmic bakery cafe

並楽館
2F
5 MIYAKO製麺

並楽館
2F
6 むすびキッチン

雄飛館
2F
7 はんなり食堂

10号館
1F
8 ラウンジふるさと

神山ホール
4F
9

学食を
食べ尽くす

1 学びも部活も“はらぺこ”じゃ
始まらない!!

オムライスが
大人気!!揚げたてカツが

ボリューム満点!!

学内最大の
カフェテリア

種類豊富な
パンが味わえる！

みんな大好き
洋食レストラン

誰もが認める
“THE”学食

あの「麺屋しゃかりき」
2号店だよ!!

営業時間については
POSTを確認してね！

店内製麺の
本格的うどん専門店

和洋中が揃う
本格派のレストラン

テイクアウトが
なにかと便利!!

わたしたちが
ナビします!!

★ ★

チキン南蛮ランチ 420円 明太うどん 280円

ふじカツ（味噌汁付き） 480円

ふわふわ帽子のオムライス 400円

油そば 300円

鉄板ハンバーグランチ 550円 唐揚げ&焼肉 260円 むすびわざ丼 520円

★

大学生活を充実させるには？
新入生が気になるキャンパスライフ充実の極意を聞きました!!

とにかく色んな人と話すこと。大学には全国各地から学生が集まっているので、多くの人と話すほど視野が広がり
ます。関西弁は当初“？”だったけれど半年ほどでボケやツッコミにも慣れました（笑）。
経営学部 3年次生 近藤 僚太さん（長野県飯田風越高校出身）03 04



01
02

03ナレッジコモンズ
12P03_MAP中央図書館1F 04スチューデントコモンズ

13P03_MAP真理館2F

グループワークに最適な共創空間
ノートPCを接続できる大型モニターなど、ICT
機器も充実し、仲間が集まってのグループ
ワークやプレゼンの練習などに最適なコモン
ズ。学習支援カウンターでは専門のスタッフ
がレポートの作成やプレゼンテーションの資

料作りの支援をしてくれます。

身近にグローバルを感じて学ぶ
多言語・多文化共生空間
グローバルな視点から世界各国の言語・社
会・文化を学べるコモンズ。留学生と交流する
機会や体験型のイベントもあり、外国語の勉
強になるのはもちろん、世界を実感できます。

図書館の資料を使った学びが展開できるコモンズ。数人
で囲めるデスクとホワイトボードが一体化したスペースは
ゼミの議論にぴったり。机は可動式で、個人からグループ
の利用まで幅広く対応しています。

2019年4月に新設される本学4つめのコモ
ンズ。プレゼンテーションの準備学習やグ
ループでのディスカッション、授業の事前事
後学習など、自主学習のスペースとして利用
できます。

調べ・学び・考え合う知的創造空間 主体的な学びの空間

コモンズで
交わる

2 仲間と学び合う
“４つ”のコモンズ!!

ラーニングコモンズ 10P03_MAP

雄飛館2・3F

グローバルコモンズ 11P03_MAP

サギタリウス館1F

充実した設備に加えて
外国語の会話イベント

なども豊富!!

洋画はもちろん日本のアニメの
英語版などのDVDが多数あり、
語学や異文化の学習に役立ちます

タブレットやノートＰＣも
すぐ借りられて超便利!!

4つめの新しい
コモンズだよ!!

掘りごたつ式の
和室風スペースもあり、
落ち着いて勉強もできます

大型のホワイトボードが設置された
クリエイティブスペースでは、

対話を重視したグループワークに最適！

少人数用の
グループ学習室も完備

フリースペースでは
課題も進む!!11言語もの本や参考書、

雑誌などがずらり

ワークショップスペースは
小教室として利用できるため
ゼミでの活動にもおすすめ

｜

続々開設!!｜ このコモンズなら
勉強が進むこと
マチガイなし!!

大学ではまったく新しいことに挑戦できるチャンス！私自身、泳げないのにスキンダイビング部に入り、海中の景色や
無重力感を体験したことで世界観が大きく変わりました。新入生の皆さんもぜひ、初体験にチャレンジしましょう!

最初は独りで不安に思うこともありますが、僕も入学当初はそうでした。自分から積極的に声をかけることで、信頼
できる友だちができました！そこから友だちの輪が広がり、気づけば大学生活が楽しくなりますよ!!

現代社会学部 1年次生 木村 天音さん（神戸市立六甲アイランド高校出身）法学部 1年次生 白木 紀吉さん（三重県・高田高校出身）05 06



約114万冊の蔵書を誇る知の宝庫
書籍を読んだり借りたりするだけでなく、自学自習に適し
た図書館。学内で最も静かな環境を活かし、集中学習に
利用しよう。通常、平日は20時までの開館ですが、定期
試験期間中の平日は21時まで利用できます。

プロレベルのクリエイティブルーム
グラフィックデザインや3Dアニメーション制作、
高度な動画編集、Webページ制作など、プロの
デザイナーが使用するソフトウェアにチャレンジ
してみよう！

最新機器を揃える“ものづくり”工房
3Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタル工作
機器があり、本気の“ものづくり”ができる場。愛称は

「RE:DIRECTION（リダイレクション）」。オリジナル
のアクセサリーやスマホスタンドの自作、電子工作と
組み合わせてロボットやデバイスの開発に挑もう！

知を
きわめる

3 知的好奇心が刺激されること

マチガイなし!!

中央図書館 14P03_MAP

教材・コンテンツ制作室 15P03_MAP

10号館4F

ファブスペース 16P03_MAP

14号館1F

読みたい本や資料を
探すのも楽しいね

図書館をフル活用して
知識を増やしていこう!!

大画面の液晶タブレットに
直接描きこむことができるよ

モニターも大きめだから
とっても使いやすい!!

イラストや和文フォントなどの
素材も揃ってるよ!!

持ち運びに便利な布ポスターや
大判ポスターも出力できる!!

オリジナルアイテムを作って
神山祭で目立とう!!

本気の“ものづくり”の楽しさを
ここで思いっきり味わおう!!

3Dプリンタを使って
キミならナニをつくる？

講習を受けると
誰でも利用できる！

最先端の工作機器で
オリジナルアイテムも作れちゃう！

映画などが楽しめる
視聴覚スペースも充実！

入館には学生証が
必要なので、忘れずに！

読みたい本や雑誌があれば申請しよう。
購入してもらえるかも！？

パソコンを使えば
資料検索も簡単

困ったことがあれば
スタッフの方に
相談しよう

親の仕送りに頼らず、アルバイトで自立した一人暮らしをしています。おかげで経済観念が養われ、アルバイト先は
大手の飲食チェーン店なので経営学の勉強にもなっています。学業との両立が“リア充”のポイントだと思います。

男子ラクロス部のマネージャーやアルバイトなど、忙しい毎日ですが充実しています。1年次の春学期から単位を
しっかり取っておかないと…という反省から、学業最優先のスケジュールを組むことをおすすめします。

経営学部 1年次生 雲 将貴さん（福井県・啓新高校出身）外国語学部 1年次生 森 凪沙さん（滋賀県立守山高校出身）07 08



花粉に
負けないために
できること

～

今年
はいつ

もより快適に！～

春爛漫の時季、花粉症で辛い思いをしている人も少

なくないはず。花粉症の原因となる花粉は、種類も

豊富で年中飛散していることをご存知ですか？

そこで今回は、保健管理センターにもご協力

いただき、いつでもできる、花粉症の症

状を軽減させるための方法を

紹介します！

花粉症を抱える人の事例

外出時の対策

学生広報
スタッフ
募集中!!

今、皆さんが読んでいる「ゆにらぼ」ページの制作を担当している「学生広報スタッフ」。メンバー間で
話し合いながら企画を練り、取材や原稿作成をしています。仕上がったページを見たときの達成感は大
きく、しかもテレビやラジオへの出演をはじめ、取材を通じた地域との交流機会も多数。メディア関連に
興味のある人、大学生活を充実させたい人、私たちと一緒に活動しませんか？ メンバー募集の説明会
は4月に開催予定。興味のある人はぜひ、公式「Twitter」をチェックしよう!!▶＠ksu_kouhoustaff

Ａさん（1年次生女子）
発症したのは高校1年生の
頃。最も辛いのは鼻水が止
まらないこと。対策としては
病院からもらった点鼻薬を
使っています。

Ｂさん（2年次生女子）
発症したのは中学2年生
の頃。最も辛い症状は鼻
づまり。マスク着用と花粉
症用スプレーで対策して
います。

Q
A

薬を使わずに治す方法はありますか？

残念ながら、難しいのが実情です。ただ、どの花粉に反
応しているのか、アレルギーの原因がわかれば、減感作
療法（体内に敢えて少量ずつの花粉成分を注入して体
を慣れさせる方法）や鼻の粘膜をレーザーで焼いて反
応を鈍くするといった治療法が検討できます。

Q
A

花粉は春先だけ飛んでいますか？

花粉症でよく耳にするスギやヒノキの花粉は2月～
4月にピークを迎えますが、花粉は1年中飛散して
います。秋にはヨモギやブタクサの花粉が飛んでい
るので注意が必要です。

Q
A

症状が辛いときは
大学で対処してもらえるのですか？

本学の保健管理センター（雄飛館4F）では医師の
診察後、症状を抑える内服薬の他、点鼻薬や点眼
薬を処方することができます。ただ、詳しい検査や
減感作療法などはできないため、症状がひどい場
合は専門医のいる病院やクリニックで受診するよ
うにしてください。

Q
A

自然に治ることもあるのですか？

とても稀なことですが、身体が
花粉に慣れて耐性が増し、花粉
が体内に入っても反応せず、症
状があらわれなくなるケースが
あるようです。

？？ 花粉症の疑問 ？？

３つのポイントで自分に降りかかる
花粉の約1/3は防げます

４つのポイントで症状は
思いのほか抑えられます

❶花粉を連れて帰らない
外出時に着ていた上着や持っ
ていたバッグなどは玄関に置い
ておき、生活領域に花粉を入れ
ないようにする。

❷花粉を洗い落とす
帰宅時の手洗いとうがいはもち
ろん、洗顔したり、鼻をかんだり
と、体や粘膜についた花粉をす
ぐに落とす。

❸部屋を乾燥させない
乾燥していると花粉が飛び散り
やすいため、部屋の湿度は50％
を下回らないように気をつける。

❹拭き掃除をする
掃除機は花粉をまき散らすだ
け。濡れた雑巾などでの拭き掃
除をこまめ
に行うのも
効果的。

❷帽子やメガネで防ぐ
髪の毛は花粉が付着しや
すいため、帽子は常にか
ぶっておきたい。伊達メガ
ネやサングラスの着用も
効果的だが、もっと防ぎた
い場合はゴーグルタイプを
選ぶ。

❸衣服（特に上着）で防ぐ
ポリエステルなど、表面がな
めらかで花粉が付着しにくい
生地を選んで着る。ボタンや
ファスナーで前側をしっかり
閉めるのもポイント。

❶マスクで防ぐ
鼻から顎（あご）の下ま
でマスクで覆う。鼻の
部分の針金をしっかり
フィットさせるのもポイ
ント。マスクの内側、鼻
の下にガーゼをはさん
でおくのも効果的。

室内での対策

｜ い
つ で も 、誰 で も で きる ｜

策対の本基のへ粉花

理系学部では主に3年次の秋学期から研究室に配属されますが、それまでに実験などの基礎的な知識や技術を身に
つけておきましょう。あわせて苦手と感じる科目を1年次で克服しておけば、その後の学びはさらに充実します。

学生のうちに長期の海外旅行へ行くことをオススメします！学生時代の充実に向けて1カ月間の東南アジア旅を
計画中。多様な異文化体験を就活にも役立てたいと思っています。

総合生命科学部 3年次生 佐藤 南美さん（滋賀県立東大津高校出身）コンピュータ理工学部 2年次生 関口 湧馬さん（香川県・尽誠学園高校出身）09 10



活躍をバネに、さらに前へ！

U21日本代表として

アジア大会に出場。

昨年の成績を上回りたい

僕らが育てるミツバチが

大学周辺の花々から集める蜜は

とっても美味しいですよ!!

私たち学生チームで企画し

パーソナリティも務める番組を

コミュニティFMでオンエア!!

ビーチバレーU21日本代表

堀川 貴之さん
現代社会学部 1年次生（兵庫県・神港学園高校出身）

ビーチバレーを始めたのは高校生のとき。大会に
出場したことがきっかけで、今も男子バレーボー
ル部に所属しながら、ビーチバレーを続けていま
す。昨年はU19日本代表に選ばれて、アジア大
会と世界大会に出場。今年はU21日本代表とし
て、強化合宿の後、アジア大会に出場します。
ビーチバレーの特徴は、2人1組でプレーをするこ
と。ペアを組んだ相手との信頼関係が重要なの
で、練習時間外にもできるだけ話しをして、コミュ
ニケーションをとるようにしています。
僕は身長が173cmと、選手としては小柄。その
ためスパイクが相手のブロックに阻まれることが
多いので、相手の動きをよく見て時間差でタイミ
ングをはずしたり、スパイク位置をずらすなど工夫
しています。また、僕のプレーの特長はボールを
拾い続けるレシーブです。難しいボールを拾うこと
で、試合の流れをいい方向に変えられると感じて
います。
昨年のアジア大会は9位でしたが、今年の目標は
さらに上位。その先の世界大会にも再び出場し、
いい成績を残したいと思っています。

豊かな自然に囲まれた本学ならではの環境を活かし、ミツバチ
を育てる「養蜂」に取り組んでいます。活動目的は自然界の
食物連鎖を象徴するミツバチにふれ、その生態系を学ぶこと
ですが、採集した蜂蜜の美味しさを学生の皆さんに知ってもら

うこともテーマのひとつです。そのため学内
団体とも協働し、蜂蜜を使用した商品開発
を行った実績もあります。採蜜が始まる5月
以降、蜂蜜の魅力を知ってもらえるよう、今
年度もさまざまな企画を考えています。時期
によって香りや味わいの変化が楽しめるの

で、企画に参加していただき、味わってみてください。天敵のス
ズメバチを追い払ったり、病原対策などをしながら僕たちが育
てた数十万匹のミツバチが、賀茂川畔や神山に咲く花々から
集めてきた蜜のピュアな風味に感動してもらえると思います。

CHECK

CHECK

CHECK
開催日程 ： 6月19日〜23日
開 催 地 ： サミラ（タイ）

FIVBビーチバレーボール
U21男女世界選手権大会
2019に挑戦！

活動の様子は
Twitterをチェック！

採蜜が始まるのは
5月頃から!!

京産・現社カフェの
放送の様子はコチラ！

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

ミツバチ同好会BOOON!!

須佐見 朝日さん 総合生命科学部 2年次生（京都府・京都産業大学附属高校出身）

森川 風汰さん 総合生命科学部 2年次生（兵庫県立福崎高校出身）

田村 直也さん 総合生命科学部 2年次生（広島県立広島井口高校出身）

左から

京都市北区のコミュニティFM「RADIO MIX KYOTO 
FM87.0」で放送される番組「京産・現社カフェ」の制作を現代
社会学部の有志で担っています。第3クールを迎える今年もオ
ンエアに向けて準備中です。どのような構成にするかといった
企画や脚本づくり、地域に出向いての取材からマイクに向かっ
て話すパーソナリティ、スタジオでの収録や編集に至るまで、番
組制作のほとんどを学生だけで進めています。放送する内容も、
現代社会学部の先生や北大路エリアで活動されている学生団
体を招いてのトークをはじめ、地域の注目店をレポートするコー
ナーもあり、キャンパスライフの充実に役立つ情報が満載です。
しかも音声だけでなく、収録の模様は「YouTube」でライブ配信
しています。こうした実践は地域に根ざした活動がしたい人やメ
ディアへの就職を目指す人にとって良い励みになるはず。今後
も皆さんを刺激できる私たちでありたいと思っています。

コミュニティFM番組「京産・現社カフェ」制作チーム

伊達 晏路さん 現代社会学部 1年次生（京都府立鳥羽高校出身）

古川 優太さん 現代社会学部 2年次生（京都府・京都翔英高校出身）

鈴野 美千瑠さん　現代社会学部 2年次生（大阪府立箕面高校出身）

左から

アルバイトを通じて実社会を経験し、少しは人間的に成長できた気がしています。同時に勉強も頑張りましたが、
大学で過ごす時間が短くなってしまったことは少し残念。今後はキャンパスライフももっと楽しもうと思っています。

大学生活はとても充実していますが、興味をもちつつも教職課程を履修しなかったことを今でも後悔しています。
新入生の皆さんには興味があって「やりたい」と思ったことは、迷わず積極的に挑戦して欲しいですね。

経営学部 2年次生 蔵野 幹也さん（滋賀県立甲西高校出身）経済学部 3年次生 西 杏樹さん（香川県立高松南高校出身）11 12



4月 5月

課外活動の日常を紹介！
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!!

学内放送や報道活動を行っています！お昼休みの
放送をぜひチェックしてください！

放送局
体育会の48クラブのサポートや、応援バ
スツアーの企画・運営などを行っています！

体育会本部

11月の学園祭「神山祭」に向けた企画
や準備、運営を担当。来場者数増加を
目指して、さまざまな企画を行っています！

神山祭
実行委員会

文化系の29クラブをまとめる立場として、
本学の文化・学術・芸術の発展と振興に
取り組んでいます！

文化団体連盟常任委員会
放送局が新入生向けに行う、屋
外の公開生放送イベントです。
ぜひピロティへ来てください！

体育会クラブの試合応援をする
ため、大学から応援バスが出発！
友だちを誘って参加しよう！

神山祭のイベント出場者など
を募集します。

4月 8日○月 5月上旬ほか

5月 7日○火 

K・S・Bサテライト
スタジオ

体育会クラブ
応援バスツアー

神山祭
各種募集開始

わかさスタジアム京
都で行われる、硬式
野球部伝統の龍谷
大学戦。全学応援団
とともに応援しよう！

文化系団体の
展 示 やライブ
が行われる「春
の文化祭」！

シエスタ

産龍戦

4月 11日○木・12日○金

4月 25日○木 5月 4日○土・5日○日

全学応援団は主に、体育会クラブの公式戦の応
援活動を行っています。また、さまざまなイベントに
も参加し、京都産業大学を盛り上げています！

全学応援団
リーダー部・吹奏楽部・チアリーダー部

｜

PIC
K UP｜

詳しくは
P21へ

｜

PIC
K UP｜

詳しくは
P21へ

委員会・独立団のイベント大特集！
ユニークな企画や
提案を待ってるよ!!

私たちと
一緒に熱い

応援を!!役立つ情報を
入手しよう!!

詳しい内容や
日程については

POSTや各団体の
SNSをチェック!!

京都産業大学生が過ごしやすい
大学を創るため、多岐にわたる活
動に取り組んでいます！

志学会執行委員会

毎年スペシャルゲストを
招いたライブを神山ホー
ルで開催しています。

SPRING CONCERT

新 入 生を盛 大に
歓迎する一大イベ
ント！クラブ活動紹
介や応援団パレー
ドなど、さまざまな
イベントを楽しもう！

新歓祭

ゲストを招いてのトーク
ショーや映画上映会など
を開催！

6月下旬 志学会アッセンブリアワー

4月3日○水〜5日○金
｜

PIC
K UP｜

詳しくは
P21へ

バス
ツアーも
開催！

クラブやサークルに入ると学部をこえた仲間ができて、先輩からいろいろ学べます。朝練があるクラブなら早起きが
習慣になりますよ。私が所属する剣道部は初心者大歓迎なので、まずは見学に来てください!!

「通学時間を短縮したい」という理由で乗り始めたバイク。今では就活の志望先がバイク関連企業になっています。
そんな思いがけないこともあるから、なんでもまずは“やってみる”前向きな気持ちで毎日を過ごしてください。

経済学部 2年次生 兼 愛海さん（大阪府・東海大学付属大阪仰星高校出身）コンピュータ理工学部 2年次生 馬場 聖之さん（京都府・京都成章高校出身）13 14



課外活動の日常を紹介！

興味のある方は
Twitterを
要チェック！

興味のある方は
Twitterを
要チェック！

茶道研究部

射撃部
畑 美織さん

文化学部 3年次生
（長野県木曽青峰高校出身）

妙中 沙妃さん
経営学部 2年次生

（和歌山県立橋本高校出身）

射撃部では、圧縮空気で鉛弾を発射する空気銃
を主に使用しています。空気銃は、エアライフルと
エアピストルの2種類。音と反動があるため、迫力
や緊張感を味わえます。また、実弾を使わず光線
で的を撃つビーム銃も使用していますよ。

火薬を使わなくても
迫力満点の空気銃

茶道研究部の流派は
裏千家。薄茶を点てる
ときには、ふんわりと細
かい泡を立てるのが大
きな特徴です。

もっと身近に感じてもらうための
茶道マメ知識

薄茶用の抹茶が入っ
た器は、棗

なつめ

と呼ばれ、
茶席にあわせて選ば
れた各道具の鑑賞も
楽しんでください。

仕草のひとつひとつを極められる
奥深い茶道の世界へ。

必要なのは集中力と正確性。
連続して標的を撃ち続ける、
静のスポーツ。

週に2回、学内にある茶室「瑞秀庵」に集まり、お
茶を点てる一連の流れを稽古しています。点前（て

まえ）や運びと呼ばれる
一通りの役割を覚えてか
らも、細やかな仕草の追
究は終わりがありません。
こだわるほどに美しく見
え、奥深い世界です。

お茶会形式の稽古で
さまざまな役割を練習

学内での稽古のほか、年に2回は京都市内のお寺で茶会を開
いています。昨年開催した秋茶会では「合

あいえんきえん

縁奇縁」という不思
議なめぐり合わせの縁をテーマにしました。お茶菓子もテーマに
合わせて選んでおり、自分たちで手作りすることもあります。

お寺での茶会は
京都の大学ならでは

射撃競技はライフル種目と
ピストル種目に分かれ、火
薬銃では50m、空気銃で
は10m離れた場所から標
的を狙い撃ちます。標的の
中心近くに当たるほど高得点となります。エアラ
イフル種目の標的の中心は、わずか0.5mm！

50m先にある
極小の標的を狙い撃ち

初心者でも1ヶ月ほど練習
すれば、標的に当たるよう
になります。大学から始め
ても、努力次第で全国大
会を目指すことは可能。
大会となると命中するの
は当たり前で、いかに外さ
ずに当て続けられるかが勝敗を決します。

運動経験なしの初心者でも
全国レベルを目指せる

One Point Guide One Point Guide

| PICK UP |

4月3日〜5日の
新歓祭では
お点前を

披露します！

| PICK UP |

4月下旬
体験会を開催！
詳細は新歓祭で
配布するチラシを
ご覧ください。

ピストルは片手撃ち

空気銃を使うには
警察の所持許可が必要 きれいな漆塗りや、

蓋裏の細工にも注目！

手首のスナップを
利かせて！

テーマに合った
色と形のお菓子

エアライフルの標的
サイズは直径45.5mm

より多くの人と関わり、コミュニケーションする機会が増えるほど、満足した大学生活を送れます。それにはクラブや
サークルをはじめ、活動の場を広げるのがGood！！まずは積極的に自分から動いていこう!!

入学から1年が経ち、改めて思うのは4年間の計画を立て、自分らしいペースで毎日を過ごすことの大切さ。少し欲
張り過ぎかもしれませんが、勉強と女子ラクロス部の活動を両立しつつ、今は留学の計画も進めています。

経営学部 3年次生 品川 大晟さん（広島県立大門高校出身）外国語学部 1年次生 片岡 萌々さん（大阪府・大阪薫英女学院高校出身）15 16



シェエアリング
エコノミーの
主なタイプ

空間
シェア

移動
シェア

スキル
シェア

モノ
シェア

★フリーマーケットも広義には“モノのシェア”であり、個人の資金をシェアする
と考えれば「クラウドファンディング」もシェアリングエコノミーにふくまれる。

経営学部 在間 敬子 教授に
教えていただきました！

PROFILE
主な研 究 テーマは

「 経 営 課 題 解 決と
環境経営を両立させ
るオープン・イノベー
ション・デザイン」。主
な担当科目は「環境
マネジメント論」など。

シェアリングエコノミー
Sharing Economy

転勤などによって住まなくなった家や平日は乗らない車、英会話や料理といったスキルまで、個人
が保有する遊休資産を使いたい人に有償で貸し出す「シェエアリングエコノミー」。当初は個人間

（C to C）で利用され始めたのですが、信頼性や相手が見つけにくい等々の問題がありました。
そこで、企業がインターネットを使ったマッチング・プラットフォームを開設し、事業化（C to B to C）
することで広がっていきました。なお従来のレンタルとのちがいは所有者が利用していない状況を
リアルタイムで発信、瞬時にマッチングされる点にあり、借りる品やサービスの評価情報が得られ
る仕組みをふくめ、ＩＴ技術の進化によって成立した経済活動であることを覚えておきましょう。

「シェアリングエコノミー」が急速に普及・拡大したのはなぜですか？

学生の皆さんのようなデジタルネイティブ世代が
市場の担い手になってきたことが要因のひとつです

「シェアリングエコノミー」の世界市場は2013年頃、150億ドル（約1兆7千億円）でしたが、2025年には約22倍の
3,350億ドル（約38兆円）に達すると言われています。もちろん日本も同様であり、2016年に約500億円だった市
場規模は2020年、2倍強の約1,130億円になると予想されています。これほど急拡大した背景には、いつでも・ど
こでも・誰もが情報にアクセスできるスマートフォンの普及に伴うソーシャルメディアの発達があります。それは先述し
た個人間（C to C）取引の弱点、顔の見えない（知らない）人がシェアしようとする空間・モノ・スキルなどへの不信感
を情報入手によって払拭、信頼性が“見える化”できるようになったことを示唆しています。また、その牽引役はデジタ
ルネイティブ世代と呼ばれる若者に他なりません。学生の皆さんにも「シェアリングエコノミー」になんら抵抗感を覚え
ず、手軽で便利な仕組みと捉えている人は多いと思います。

今後の社会に「シェアリングエコノミー」はどんな影響を与えますか？

ものづくり産業のイノベーションに加え
新たな人と人の“つながり”が創出される社会が
到来する可能性を感じています

「買って気に入らなければ貸し出せば良い」。このように考える人が増えれば、これまで“売れ筋”でなかったレアな
品々、あるいは環境に配慮した製品を買ってみる人が増えるかもしれません。するとメーカーも大胆な商品開発ができ
るようになり、イノベーションが進むことが予想できます。また、シニア世代が仕事を通じ、蓄積してきた知識や技能を
シェアすることで次世代に繋ぐことも期待でき、産業基盤が再強化される可能性も感じます。但し「シェア」には本来

“わかちあう”という概念があり、それは人が古来から行ってきた人としての営み。経済活動と異なる側面も生じるよう
に思います。実際、マッチングはスマートフォンなどのデジタルメディアを媒介にして行われますが、空間・モノ・スキル
などをシェアする際、貸す人と借りる人が直接“会う”ケースは少なくないでしょう。その結果、もたらされるのは未知の
人と人が出会い、「新たな人と人の“つながり”が創出される社会」の到来なのかもしれません。

学生が「シェアリングエコノミー」を利用する際の注意点はありますか？

シェアを受ける側もシェアする側も
プラットフォーマーは慎重に選びましょう
ソーシャルメディアの発達により、シェアを受ける空間・モノ・スキルなどの信頼性が“見える化”できるようになりまし
たが、決して万全なわけではありません。プラットフォーマーと呼ばれるマッチング事業者がどのような責任を負ってい
るのか、トラブルに対応してくれるのか、返品や解約は個人間で交渉するのか、これらを利用に先立って確認すべき
です。また、大手保険会社がシェア事業に関する保険を開発したようであり、そうした保険への加入をふくめ、自身が
シェアする側になる場合もプラットフォーマーは慎重に選びましょう。さらに皆さん自身がプラットフォーマーになる（起
業する）ことも考えられますが、後発事業者が成功するのは難しいようです。但しリスクだけを注視していてはイノベー
ションは生まれません。まずは私が研究する「経営課題解決と環境経営の両立」を可能とするアイデアなどなど、
新たな「シェアリングエコノミー」について皆さんと議論してみたいと思っています。

家、部屋、農場、
駐車場、会議室と
いった“ 空間 ”を
シェアする。

自動 車（ 同 乗もふく
む）、自転車、バイク、
ボートといった“移動”
手段をシェアする。

衣服、バッグ、アクセ
サリー、家電、家具、
什器といった“モノ”を
シェアする。家事、育児、語学な

どの知識、料理、デ
ザインといった“スキ
ル”をシェアする。

必修科目が多い1年次は、履修する選択科目の数が重要。そのバランスを誤るとそれぞれの学びが中途半端にな
りがち。モチベーションを保ち続けるために、くれぐれもムリはしないでくださいね。

大学では新入生の皆さんが思っているよりレポートなどの課題が多いです。自分自身でそれぞれの課題に早めの
締め切りを設け、ひとつずつ着実にクリアすべき。そこから生まれる余裕が4年間の充実につながりますよ。

外国語学部 1年次生 前川 美優奈さん（大阪府立市岡高校出身）総合生命科学部 2年次生 栃川 勇樹さん（京都府立亀岡高校出身）17 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。」

2006年の大学選手権では、京都産業大学の

準決勝進出に貢献

スーパーラグビーに参戦する

日本チーム「サンウルブズ」でも活躍する

正確なパスと素早い判断力で、チームを勝利に導く

ラグビー
ワールドカップ
9月20日開幕
卒業生の活躍を

応援しよう！

｜ 日本代表候補選手に

選
出

 ｜

2007年
経営学部 卒プロラグビー選手 田中 史朗さん

1985年生まれ、京都府京都市出身。卒業後、三洋電機ワイルドナイツ（現
パナソニック ワイルドナイツ）に加入。2012年、ニュージーランドのハイラ
ンダーズに日本人として初めて入団しスーパーラグビーに参戦。2015年の
ハイランダーズ優勝により、日本人選手として初めてスーパーラグビーの
栄冠を得た。同年のワールドカップ予選リーグでの日本の3勝に貢献した。

海外で突きつけられた
現実と挫折、そして新たな希望の光

理想とするラグビーを目指して
毎日を存分に楽しみたい

チャレンジし続けること

私のラグビー人生における大きな転機
は、高校2年生のときの京都府大会決
勝で負けたこと。引退を迎えた先輩から

「次はお前たちががんばれ」と言われ
て、自分の中で何かが変わり、どうせやる
なら、もっと楽しまなきゃと考えを改めまし
た。その頃からスーパー12※1を見始め、
いつか海外でプレイしたいと思うように。
願えば叶うものですね。大学2年生に
上がるとき、監督から「ニュージーランド
へ留学しないか」と声をかけてもらいまし
た。英語を話せないのは不安でしたが、
大好きなラグビーの本場で挑戦できる。
人生にこんなチャンスは二度とないと思
いきって決断しました。ところが、悲しい
ことに、現地ではやはりフィジカルの違
いに圧倒されました。同い年の選手なの
に、足の速さや体の強さなどまったく歯

体で勝てないなら頭で勝つ。相手に対し
て、どのように動くと抜けるのか。練習中
もずっと考えました。考え続けて練習した
おかげで、試合では考えるよりも先に体
が動くようになりました。大学時代に全
国大学選手権でベスト4、卒業後に入っ
たチームでは日本選手権優勝。2015
年にはスーパーラグビーのハイランダー

大学にいる間に、将来どう
したいかを真剣に考えてほ
しい。僕は世界でラグビー
を楽しみたいと思いました。
だから、ここまで来れたのだ
と思います。同じがんばるな
ら、楽しめるテーマを見つけ
てください。やりがいは生き
がいになるし、何かに打ち
込める人生ほど素晴らしい
ものはないでしょう。そして、
できれば海外にも目を向け
てほしいですね。世界に飛
び出して友だちを作れば、
ものごとを見る目や考え方
が広がります。その先には
新しい世界がきっと見えてく
るはずです。

が立たない。やっぱり小さいとダメなのか
……。諦めかけた僕を引っ張り上げてく
れたのが、今日本代表とサンウルブズで
コーチをしているトニー・ブラウンでした。
散々怒られながらも「体の小ささを活かせ
るように頭を使え」とあるとき教わりまし
た。その瞬間から僕のラグビーは変わりま
したね。ラグビーが、フィジカルだけで決
まるスポーツではなくなりました。

ズで優勝も経験して全日本代表、そして
「あの南アフリカ戦※2」ではマン・オブ・
ザ・マッチに選んでもらえました。いろいろ
なチームでプレイし、人より圧倒的に多
くの試合で戦ってきました。試合経験で
は誰にも負けないし、それが僕の財産に
なっています。最近では1秒余裕があれ
ば、まわりの状況を把握し、動けるように
なり、追い求めてきた「賢い」ラグビーに
さらに一歩近づけたと思います。今年9
月には、いよいよ日本初開催のラグビー
ワールドカップが開幕します。ラグビーの
素晴らしさをもっと広げていきたいです
し、日本の良さを世界の人たちにアピー
ルしたいと思っています。

※1 スーパー12:現在行われているラグビー
の国際リーグ戦「スーパーラグビー」の前身

（1996年〜2005年）

※2 2015年、イングランドで行われたワールド
カップにおいて、通算16連敗中だった日本代
表が、過去2回の優勝経験を持つ南アフリカ代
表を終了間際に劇的なトライで勝利した試合。

田中さんからひとこと！

挑戦に踏み出す
ための、合言葉

とにかく
楽しめることに

取り組もう

田中選手が

日本初開催！

大学から近い上賀茂神社をはじめ、京都には名所旧跡がたくさんあります。それらを訪ね歩き、京都を好きになっ
ていってください。自ずと毎日が楽しくなり、大学生活も充実することマチガイなしです。

ゼミこそ大学で学ぶ醍醐味。法学部には2・3年次生の合同ゼミがあり、親しくなった先輩から試験や就活につい
てのアドバイスもしてもらえます。まずはゼミの説明会に参加して自分に最適なゼミを見つけましょう。

経営学部 3年次生 西村 祐輝さん（京都府・東山高校出身）法学部 2年次生 杉原 知果さん（兵庫県立伊丹北高校出身）19 20



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！PICK
UP!

Other EventsおすすめイベントPICK UP！

5
産龍戦伝統の一戦を

応援しよう！

シエスタ
新入生歓迎のクラブ紹介イベント

SPRING CONCERT
在学生みんなで一体になろう！

時間

時間 時間

場所

場所 場所

4日 18：00開始
5日 15:00開始

16:30開始 17:00開場　18:00開演

わかさスタジアム京都

神山ホール 神山ホール

関西六大学野球 春季リーグ戦で
活躍する硬式野球部にエールを！

関西六大学野球における本学の永遠のライ
バル、龍谷大学。リーグ優勝をする上で負けら
れない一戦となるため、1年で最も盛り上がる
試合の一つになっています。勝つのはもちろ
ん、京都産業大学！皆さんのエールが選手た
ちの力になります。応援バスツアーも開催され
るので、スタジアムに足を運んでみんなで熱く
応援しましょう！

文化団体連盟常任委員会主催の、文化系クラブの活動発表会「シ
エスタ」。“春の文化祭”とも呼ばれるこのイベントでは、全29クラブが
一堂に会し、新入生の皆さんを歓迎します！新入生は気になるクラブ
の活動をチェックし、入部するかの検討に活用してください。

新入生歓迎行事の最後に、特別ゲストを招待した大型イベントを開催！
SPRING CONCERTは、来場者全員で思い切り盛り上がって京都産
業大学の雰囲気を共有し、今後の学生生活への期待感をふくらませる
イベントです。学年を問わずみんなで参加し、一体感を楽しみましょう！

April41 ●入学式（〜２日）

●【図書館】図書館展示企画
「知の世界地図を広げよう
 Re:世の中×
 京都産業大学図書館」
 展示開始（〜6月27日）

●第17回企画展
「即位−京都産業大学図書館
 所蔵資料にみる−」

（〜5月2日）
※むすびわざ館2階ギャラリー

3 ●新歓祭（〜５日）
〔志学会執行委員会主催〕

8 ●K.S.Bサテライトスタジオ
〔放送局主催〕
※雨天時15日に延期

●春の神山天文ウィーク
（〜12日）
〔神山天文台サポートチーム〕

9 ●学内献血
〔学生部主催〕

11 ●シエスタ（〜12日）
〔文化団体連盟
  常任委員会主催〕

14 ●新入生歓迎京トラベラー
〔志学会執行委員会主催〕

May 5

7 ●神山祭各種募集開始
〔神山祭実行委員会主催〕

23 ●学内献血
〔学生部主催〕

4 ●産龍戦（〜5日）

●体育会クラブ応援バスツアー
〔体育会本部主催〕

●創立記念日

11 ●学内献血
〔学生部主催〕

中
旬

●お疲れサマーステージ
〔全学応援団主催〕

19 ●学内献血
〔学生部主催〕

July 7

15 ●留学春祭
「学生留学アドバイザー企画」
（〜16日）

●第17回企画展講演会
「京都迎賓館の調査で
見つかった昭和饗宴殿の遺構」
※むすびわざ館2階ホール

中
旬

●学生部アッセンブリアワー
〔学生部主催〕

21 ●新入生歓迎京トラベラー
〔志学会執行委員会主催〕

23 ●学内献血
〔学生部主催〕

25 ●SPRING 
CONCERT

〔志学会執行委員会主催〕

PICK
UP!

PICK
UP!

PICK
UP!

4 土 5 日

応援バスツアーに申込み、
みんなで応援に行こう！

5月4日（土）に応援バスツアーが開催されるので、
専用の応募用紙で申込もう！参加学生には、
京都産業大学オリジナルグッズをプレゼント！

4
11木 12 金

4
25 木

18 ●学内献血
〔学生部主催〕

下
旬

●志学会アッセンブリアワー
〔志学会執行委員会主催〕

June6

21 22
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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です！

左京区

中京区

HAIR & HEALING FEEL

天麩羅 きたむら

福島 宏一さん（1978年 法学部 卒）

北村 憲司さん（1975年 経済学部 卒）

先代から受け継いだ創業50余年の歴史あるサロン。あらゆる希望
はもちろん、髪の悩みなどもヒアリングしながら理想のヘアスタイル
に仕上げていくのが「FEEL」流。繊細なカット技術によるトレンドを
取り入れた『似合わせ髪』を叶えるため、日々研究を重ねられていま
す。昨今、男性にも人気の「光脱毛」も利
用でき、性別、年代を問わずリラックスで
きるお店です。春の新生活に向け、これ
からヘアサロンをお探しの方はFEELで
安らかなひとときを過ごしてみませんか？

先斗町の路地奥にあり、職人さんの丁寧な技が光る天麩羅
の専門店。新鮮な海老や魚、京野菜や湯葉など、厳選された
旬の食材を用いる天麩羅は味わい深く、ランチでは天然海
老天丼が大人気。京料理 北村グループの会長を務める北村
さんは、他にも「春神」や「花郷」
など京都市内だけで7店舗を展
開されています。10席限定のカ
ウンター席で、贅沢な時間をお楽
しみください。

SHOP Information

COU
PON
クーポン

COU
PON
クーポン

サギタリウスvol.83 持参の方

サギタリウスvol.83 持参の方

[ 有効期限 / 2019年5月末日 ]

[ 有効期限 / 2019年5月末日 ]

ご新規様に限り

初回限定“総額”から20％OFF

ワンドリンク無料

京都市左京区一乗寺南大丸町87

京都市中京区先斗町四条上る10m
西側路地奥

9：00〜18：00
（水曜のみ12：00〜21：00）
月曜 / 第2・3火曜定休

11：00〜15：00（L.o.14：00）
17：00〜22：00（L.o.21：00）
水曜定休

叡山電鉄「一乗寺」駅から徒歩すぐ

京阪電車「祇園四条」駅から徒歩5分

http://feel-kyoto.com/

http://harukami.jp/kitamura/

SHOP Information


