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Osaka Seikei 85th Anniversary

学校法人 大阪成蹊学園 創立

周年

さらなる躍進と
発展をめざして

創立85周年記念祝賀会を開催
2018 年 7 月 7 日（土）大阪・梅田のホテル阪急インターナショナルにて、大阪成
蹊学園創立 85 周年を祝う記念祝賀会を開催しました。85 年間の学園の歩みを振
り返るスライドショーから始まり、吹田の観音寺でわずか 13 名の生徒から始まった
高等成蹊女学校が相川へキャンパスを移し、現在の学園に発展していくまでの歴史
が、貴重な資料を基に紹介されました。石井茂理事長・総長の式辞では、学園の発
展を支えていただいている皆様への深い謝辞とともに、高等成蹊女学校の設立の
趣意書や当時の教育指針を紹介しながら、校祖中伊兵衛先生をはじめとする学園
草創期の教職員の信念や情熱を受け継いでいくことが述べられました。また後援会
寺家照二会長、学園同窓会「蹊友会」薮田一子会長からも、学園への愛情に満ちた温
かな祝辞が述べられました。
大阪成蹊大学 武蔵野實学長による乾杯の挨拶のあと、近年輝かしい活躍をした
学生 5 名、学園改革に尽力した教職員 21 名への特別表彰が行われました。会の後
半には記念コンサートが催され、学園コーラス部、日本センチュリー交響楽団、そし
て昨年大阪成蹊短期大学を卒業し、第 1 回「大阪成蹊学園ピアノコンペティション
『ピアノ Maestro 部門』」で優勝した岩見咲紀さんによる、素晴らしい演奏・合唱が
宴に華を添えました。最後に佐藤英夫専務理事より、学園の益々の発展を祈念した
閉会の辞が述べられ、祝賀会は閉会しました。
天候が心配された中、
多数の方々にご列席を賜り素晴らしい祝賀会となりました。

▲記念コンサートの様子

これまでの大阪成蹊学園の輝かしい発展
学びの分野の充実と学修環境の整備、
教職員が一丸となった教学改革を進め、
今年創立 85 周年を迎えました。
ここではこれまでの大阪成蹊学園の、
輝かしい発展の軌跡を振り返ります。

各校で幅広い
学びの分野を充実
大阪成蹊学園では時代の要請に即した多くの学
びを取り入れてきました。
2014 年には、大阪成蹊大
学に教育学部を開設。
マネジメント・教育・芸術の
３学部体制となり、2016 年にマネジメント学部ス
ポーツマネジメント学科を開設、2018 年にはマネジ
メント学部 国際観光ビジネス学科、
教育学部 教育学
科 中等教育専攻、および大学院 教育学研究科な
ど、次々と新たな学びを展開してきました。
さらに来
年 4 月には、芸術学部に「ゲーム・アプリケーション
コース」
「美術・アート表現コース」の開設が予定さ
れています。

教学改革により
学びの質を高め、
学生の
学修意欲が上昇
大阪成蹊学園では 2016 年より、20 を超えるプロ
ジェクトから成る教学改革を推進してきました。
その
成果の 1 つとして挙げられる学びの特色が、学生が
主体となって学ぶ「アクティブラーニング」
。
企業や自
治体と連携して課題を解決するプロジェクト型学修
や、学びに関する様々なコンペティションを通して学
修成果を可視化し、学生自身が課題解決能力の成
長を実感できる環境が整っています。
授業満足度調査の結果も極めて高く、年間出席率

キャンパス設備の拡充に
より、
学修環境が向上

競技部は、創部 5 年で日本インカレ総合優勝
（2016
年）という快挙を果たしました。
同じく強化クラブの
フットサル部は、全日本大学フットサル大会で 2 年連
続準優勝。
さらに、全国 9 地区のリーグチャンピオン

学びをさらに質の高いものにするべく、学修環境

が競い合う大会で 2 連覇を達成しました。
またバトン

の整備にも力を入れています。
昨年夏には、びわこ

トワーリング部は昨年、
世界大会で表彰台に上がると

成蹊スポーツ大学に新校舎「中央棟」が誕生しまし

いう実績を挙げ、注目を集めています。
一方、びわこ

た。
豊富な講義室や展望レストランを備え、
スムーズ

成蹊スポーツ大学からは、2016 年にウインドサー

な授業や学生の豊かな交流が可能となり、学生達

フィンの伊勢田愛選手がリオデジャネイロ五輪に出

からも好評です。
また、国際大会で採用される「ブ

場しました。
そしてサッカー部からは宮大樹選手が昨

ルートラック」へと生まれ変わった陸上フィールドの

年のユニバーシアード競技大会に出場し、金メダル

ほか、世界最高峰の人工芝を使ったサッカーフィー

獲得に貢献。
宮選手を含め、開学以来 10 人以上の J

ルドなど、
競技環境の向上も進んでいます。

リーガーを輩出しています。

大阪成蹊女子高等学校では、今年 3 月に新たに

が完成しました。
さらに、2019 年 3 月には
は 90％を超える
（※1）
など、非常に意欲的に学ぶ学 「美術棟」
大阪成蹊大学・短期大学
「グローバル館」
が竣工予
生の姿が見受けられます。
加えて、授業評価アンケー
トや教員研修を通した授業改善を常に行い、質の高
い学びの提供をめざしています。

定です。
今年 4 月に発足した英語教育専門の組織

「英語教育センター」
の施設が入るほか、各種イベン
トや展示が可能な大ホールを備えます。

学びの成果は学生の就職率にも現れており、
2018 年度は 2 大学・短期大学ともに約 99％（※2）
という高い就職率を実現しています。
また 3 月に初の
びわこ成蹊スポーツ大学では、様々な側面からス
ポーツの社会的役割を学ぶ 7 つのコースを展開し
ています。
独自の「野外スポーツ 3 大実習」などのカ
リキュラムを通して、新たなスポーツ文化を創造する
人材を育てています。

卒業生を送り出した大阪成蹊大学 教育学部では、小
学校教員希望者 46 名全員が憧れの教壇に立つこ

「選ばれる」
魅力ある学園へ。
志願者数は年々増加

とができました。
びわこ成蹊スポーツ大学でも約
3300 名の卒業生のうち 783 名が教員として活躍す
るなど、
教員採用の面でも強さを誇っています。

▲グローバル館完成イメージ

学生のめざましい活躍

大阪成蹊短期大学では、60 年に及ぶ伝統ある幼
児教育の学びに加え、2016 年には旧・総合生活学
科を改組し、生活デザイン学科、調理・製菓学科、栄
養学科を開設しました。7 学科 13 の幅広い学びで、

います。
大阪成蹊大学の志願者数はこの 5ヵ年で倍

近年各校では、学生・生徒の顕著な活躍が多く聞

増し、大阪成蹊女子高等学校においても過去 6 年

かれます。
大阪成蹊大学 芸術学部では学生が「日

間、
府内女子校で最大の外部入学者数を記録し続け

学園全体としては、2017 年度学園在籍者
本・アジア学生パッケージデザインコンペティション」 ています。

総合短期大学として日本一の規模を誇っています。
大阪成蹊女子高等学校では、
キャリア進学、
キャリア

で日本人最高の銀賞を受賞したほか、デジタルマン

数は 8 年前の約 1.5 倍となり、全国的にも大きな注

ガ・ノベルを扱う人気スマートフォンアプリ「comico

目を集めています。

（コミコ）
」の公式作家として学生がデビューするなど、

特進、幼児教育、スポーツの 4 コースから成る普通

芸術分野で多くの学生が才能を発揮しています。
科に加え、2016 年に大阪の私学として初めて
「美術 （※1大阪成蹊大学2017年度入学1年生年間出席率）
スポーツの面でも、強化クラブを中心に素晴らし
科」を設置しました。
将来を見据えた専門授業を多く （※2大阪成蹊大学：99.0％、
大阪成蹊短期大学：99.5％、
取り入れ、
社会で活躍できる女性を育成しています。

輝かしい発展の成果を受け、18 歳人口が減少す
る中にあっても、本学園の志願者数は年々増加して

びわこ成蹊スポーツ大学：99.6％
（2018年3月卒業生）
）

い活躍が相次いでいます。
大阪成蹊大学 女子陸上

今後も
「選ばれる」
魅力に溢れた学園をめざし、各
校園一丸となって、次なる90 周年、100 周年に向け
て、
一層の飛躍をめざしてまいります。

生い茂る桃の葉をイメージした
緑色は︑幅広い学科︵いわば知の森︶
という特徴を表現
2018年7月7日
（土）
より順次切り替えが開始となり、
同日に行われた学園創立85周年式典
（P.1参照）
で関係者を対象に正式発表されました。
今後、
広報媒体やWEBサイトなどで広く用いられる予定です。
阪急梅田駅やその他の駅に掲出されている看板も新しいデザインに一新されますので、
ぜひご覧下さい。
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教育コラム②

大阪成蹊大学

！
2019年
開設！
年4月
月開設
「ゲーム・アプリケーションコース」
芸術学部

ゲーム会社ディライトワークスと連携協定を締結

「激動の時代」にあるゲーム業界で活躍できる人材をめざす
2019年4月、大阪成蹊大学 芸術学部 造形芸術学科に新たに「ゲーム・アプリケーションコース」が開設されます。
このコース
では、
ゲームグラフィックのデザインを中心としてデッサン、
デザインの基礎力を身につけます。現場のノウハウを取り入れた
ゲーム制作実習を繰り返し、
さらに他コースとも連携することで、技術力だけでなくアートディレクション力、チーム運営能力
を養い、変化の激しいゲーム業界で活躍できる人材を育成します。

ゲーム・アプリケーションコースのポイント

企画・仕様・デザイン・
実装・完成まで一貫して学べる

①最新の制作現場のノウハウを体験できる学び
●「ディライトワークス株式会社」
との連携により、
ゲーム会社の現役クリエイターからゲーム創りのノウハウを学ぶ
●実際の商品開発に使用された企画書・仕様書を用いた実践的な演習授業を多数展開
●大手企業も採用するゲームエンジン「Unreal Engine 4」や、
「VR」を使って、
「今」求められるスキルを修得

②4年制大学だからこその充実したカリキュラム
●１年次に美術解剖学の知識やデッサンを学び、
デザインの基礎力を身につける
●２〜４年次はインターンシップや産学連携プロジェクトでプロの制作現場を体験し、豊富な制作実習を繰り返す

③クリエイターに必要な「人間力」の獲得
●デザインのスキルだけでなく、
「課題を解決する力」に重点を置き、
アイデア力や思考力を鍛える
●プロの制作現場と同じ制作プロセスに沿ったグループワークで、
アートディレクション力やチーム運営能力を磨く

連携協定締結式＆
コース開設記者会見を開催

国内累計1300万ダウンロード（※）を ※2018年5月時点
突破したスマホゲームで話題のゲーム会社と連携

▲塩川洋介 客員教授

コースの 開 設 に 先 立ち本 学では 、
『Fate/Grand
Order』など大人気作品を生み出すゲーム会社、
「ディ
ライトワークス株式会社」と連携協定を締結。様々な産
学連携プログラムの実施、現役クリエイターによる直
接指導、最先端の学修環境の導入などを実現します。
また、同社の執行役員クリエイティブオフィサーを務め
る塩川洋介氏を客員教授に迎えました。

新任教員 紹介

2018 年 3 月 13 日には、
ディライトワー
クス株式会社 代表取締役社長 庄司顕
仁氏、塩川洋介 客員教授、石井茂理事
長・総長、佐藤英夫専務理事、武蔵野實
学長、門脇英純 芸術学部長、糸曽賢志 造形芸術学科長、川和夕記
准教授（ゲーム・アプリケーションコース主任就任予定）が出席し、
連携協定締結式とコース開設記者会見を行いました。連携協定にも
とづく様々な取り組みが発表され、新聞や数々のネットメディアで取
り上げられ話題となりました。

▲人気スマートフォンRPG『Fate/Grand Order』

〜実務経験豊かな教員陣〜

大阪成蹊学園では2018年4月、各校に多くの新たな教員を迎えました。
各専門分野における実務経験豊富な教員をご紹介します。

マネジメント学部
国際観光ビジネス学科

芸術学部 造形芸術学科
ビジュアルデザインコース

経営会計学科

平賀 富一

桐原 一史

豊 憲一郎

教授

教授

教授

Profile

Profile

Profile

東京大学経済学部卒業後、東京海上日動火災保険に入社、国際事業、全社
経営戦略等を担当。外務省でアジア諸国へのODA(政府開発援助）に携わ
り、国際金融情報センターで欧州・アジア大洋州部長をつとめる。2009年
よりニッセイ基礎研究所でアジア地域の企業動向等調査に従事。2018年4
月より大阪成蹊大学マネジメント学部教授。
（博士（経営学）、修士（法学））

世界初「Walkman」携帯電話の導入に関するブランド戦略＆マ
ネジメントを担当。
ブランド力向上のため、
ソニー製品のパッケー
ジデザイン統一プロジェクトを推進。
ソニー株式会社の仕事を中
心にさまざまなプロジェクトに参加、数多くの受賞歴を誇る。
2018年4月より大阪成蹊大学芸術学部教授。

大手監査法人で上場企業等の会計監査及びベンチャー企業の上
場支援業務を経験したのち、独立開業。25年間、個人事務所とし
て各種税務・経営数字に基づく経営者の意思決定サポート・生産
性向上のコンサルティング等の経営支援業務に取り組む。2018
年4月より大阪成蹊短期大学経営会計学科教授。

海 外 市 場での 活 躍 に 展 望を持ち、
自 分 の 強 みを 磨こう
私は、
グローバルな企業経営・サービス業の国際化・グローバ
ル人材の育成などを専門に研究しています。
アジア新興国の急速
な経済発展により世界が大きく変化する中、
日本は少子高齢化や
財政難といった課題を抱えています。私は、若い皆さんには日本
市場のみに固執せず、拡大する海外市場での活躍にも展望を持っ
てほしいと思っています。
インターネットを使えば日本にいても世界中の情報を入手でき
るでしょう。
しかし実際に異国の地の空気を感じ、考え方や文化の
異なる人々と触れ合うことは、非常に貴重な学びをもたらしてく
れます。
それは同時に、
日本を客観的な視点で深く理解するチャン
スでもあります。様々な国の有能な人材と交流することは、輝かし
く豊かな人生を送ることへと繋がるのです。そのためには学生の
うちから、
自分の個性や強みを大切に磨くこと、そして語学力、異
文化適応力を強化することが重要です。
目標に向かって努力する皆さんを全力でサポートします。国際
ビジネスの意義、興味深い様々なテーマを一緒に学びましょう。

コミュニケーションデザインの
重 要 性を 伝えた い
長きにわたり、
自分の発想や感性を様々な媒体を介して伝えて
いく
「コミュニケーションデザイン」の仕事をしてきました。
モノづ
くりの過程では、
プロセス、チームワーク、
コミュニケーションがと
ても大切です。現代はSNSの影響もあり、
メディアを介した文字・
映像・ビジュアルによるコミュニケーションは非常に活発になって
います。一方で、言葉に出して自分の考えやアイデアを伝えたり、
想いを共有したりすることが苦手な人が増えているのではないで
しょうか。私の授業では、
ディスカッションや発表の場を多く設け、
コミュニケーション力、
プレゼンテーション力を強化していきたい
と考えています。
ビジュアルによるコミュニケーションは、
自分の発想や感性を視
覚的に伝えるための有効な
手段です。机上だけで物事
を考えず、広い視野で興味
のある分野を自由に回遊
し、地域や社会との結びつ
きを深めながら、有意義に
過ごしてください。
▲クリエイティブプロデューサーとして担当した
Sony「WALKMAN」phone

会 計 の 専 門 知 識を 修 得し、
課 題を解 決する力をつけましょう
公認会計士・税理士として独立開業して25年という節目の年
に、本学に教員として着任させていただきました。私は高校生の
時に公認会計士という職業を知り、将来独立したいという夢を抱
きました。公認会計士試験に合格後は大手監査法人で上場企業
の会計監査業務に従事しておりましたが、独立の夢を捨てきれず
関与先ゼロの状態で会計事務所を開業したため、数年間は休日
返上で働きました。
その後、一念発起して大学院で法学を学び、
そのことが、国や地
方自治体の各種委員、公益財団法人の監事といった新たな業務
に取り組むきっかけとなりました。
これらの業務を通して、大学教
員や行政及び関西経済界の方々と様々な議論をさせていただ
き、視野を広げたことが現在役に立っています。
学生の皆さんは、
まずは元気に２年間を過ごし、一生付き合え
る仲間を作ってください。それと並行して、簿記・会計や税法の専
門知識を修得し、
自由な議論を通して視野を広げ、
目の前の課題
を一つ一つ解決する力をつける支援をしたいと思います。皆さん
が夢を実現し、
「２年間を与えてもらってよかった」と実感する日
が来ることを期待しています。明るく楽しく学びましょう。
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もっと知りたい 大阪成蹊学園の学び

大阪成蹊大学

新しい学びが
スタート！
マネジメント学部

国際観光
ビジネス学科

中野

早速ですが、国際

今年4月、大阪成蹊大学に２つの学びが加わりました。１つは、国内外の企業
や観光産業でグローバルに活躍する人材を育成する「マネジメント学部 国際
観光ビジネス学科」、もう１つは、中学校・高等学校の教員をめざす「教育
学部 教育学科 中等教育専攻」です。今回、それぞれの第１期生の中から２人
ずつお集まりいただき、新学科・専攻の学びや雰囲気、在学中に頑張りたい
こと、将来の目標などについて、お話しいただきました。

１期生・教員

座談会
国際キャリアコース主任
梅田 肇 教授

際観光ビジネス学科を

観光ビジネス学科での

選んだのですか。

学びはいかがですか。

服部

服 部 とに かく英 語 を

国 際 的 な 仕 事 がした

以前から「何か

話している時間が多く、

い！」という想いがあり

英語に対する抵抗感が

まし た。国 際 キャリア

観光ビジネスコース1年
落合 温菜さん
（中野ゼミ）
観光ビジネスコース主任
中野 毅 准教授

な くな っ て き ま し た。 コースは幅広い職業分
「English Communi-

野 に 対 応 して い る の

cation」をはじめ、授業

で、国際的な教養と英

では毎回必ず英語を話

えられる所に魅力を感じました。今は、訪日外国

落合

人に関わる仕事に興味があります。

りスピーチをしたり、
「絶対に英語を話さなけれ

落合

ばならない」環境に身を置くことで、鍛えられて

スですが、観光系だけに限定して進路を考えて

私も似ています。私は観光ビジネスコー

いるなと感じます。ただ単に英語を口にするの

いるわけではありません。国際観光ビジネス学

でなく、きちんと内容を伝える必要があるので、

科では、観光産業に関する知識は豊富に学びつ

発音や話し方にも気をつけるようになりました。

つ、同時に英語力や経営学に関する知識、国際

「英語教育センター」でのネイティブの先生のレ

的な視点を広く身につけられる点が良いなと思

ッスンもとても役に立っています。

いました。今はなりたい職業の 1 つとして、グラ

中野

英語以外の授業はどうですか。

ンドスタッフを考えています。あとやはり、1 年次

落合

経営関係の授業は高校までになかった

で「全員が」カナダ・バンクーバー研修に参加で

学びなので、新鮮です。

きるというのも決め手で

「マネジメント入 門」や

した。

「国際経営総論」の授業

西釜

非常に意識が高

では、国内外の様々な経

い学生さんが多いです

営者について学んでい

ね。国際的な仕事、多く

ますが、日本の経営者と

の 人と接する仕 事 がし

質に加えて、今後語学力が備わればさらに可能

でしょうしね。
海外に行って終わりではなく、現地で

性が広がるでしょう。

学んだ成果を
「見える化」
し、成長に繋がるような

服部

私も留学が楽しみです。
自分から現地の

ます。

しますが、
頑張りたいです。

また、
休学の必要なく留学体験が可能で、
スムーズ

梅田 アメリカやカナダでは、日本よりも「言わな

に就職活動を迎えられるという理想的なカリキュ

ければわからない」文化があります。
察してもらう

ラム構成も本学科のポイントです。
ぜひ3年次の

のではなく発言し伝える、日本の社会でもそういっ

長期留学も検討してみてください。

た傾向にシフトしてきているのが現状です。
単に英

西釜 「経営」と「語学」を両方学べるのがこの学

語力の習得だけでなく、コミュニケーションの考え

科の強みです。
語学はあくまでツール。
物事を理

方という面でも、１年次

解するための知識や教養を学んだ上で、世界中

という早い段階で良い

のあらゆる相手とのコミュニケーションを可能にす

刺激を受けることができ

る英語力を兼ね備えることが目標です。
こんな人

ると思います。
グローバ

材になってほしいではなく、
「それぞれがなりたい

ルな人材をめざす上で、

人物像」を見つけ、それに近づくお手伝いができ

早期に意識を切り替え

れば嬉しいですね。

どが大変興味深いです。
梅田

力が高い。そういった素

お 2 人はなぜ国

教育学部

１期生が
教育学科
語る
中等教育専攻
「英語教育センター」
を活用し、
高い英語力とグローバルな視点を
身につけた教員になる
松山 京生さん（英語教育コース1年）

高校時代は英語が一番の得意科目でした。3年生になる頃
に英語教員という職業に興味がわき、担任の先生から中等教
育専攻のことを教えてもらい、入学を決めました。
高校まで文法や長文読解は得意な方でしたが、
スピーキン
グにはそこまで自信がありませんでした。英語教育コースに
入ってからは、英語を話す機会がとにかく多い。英語を話すこ
とへの抵抗感がなくなっていくのが嬉しいです。
コースの授業
は発表やディスカッションがメインなので、英語力はもちろん、
人前でうまく話して伝えるという力が鍛えられます。
授業を担当してくださる佐々木先生は、常にEnglish Only。授業の前後の雑談も英語で話して
います。個人面談が頻繁にあり、添削などもすぐに対応していただけて、わからないところが残らな
いので助かります。
さらに英語教育コースでは、
「英語教育センター」
でネイティブの先生の少人数制英語授業を受
けられます。
日頃からネイティブのスピード感に慣れることで、
まだ数ヶ月ですがリスニング力が強
化されたように思います。
センターではTOEIC対策講座も開催しているので、今後有効活用したい
です。教員採用試験では、TOEICの高スコア取得者には一部試験の免除や加点などの措置が行わ
れることがあるので、
それをめざして頑張ります。
2年次に予定されている海外留学プログラムにも是
非参加したいと考えています。英語運用力を磨くことは
もちろん、実際の教育現場で外国人の生徒と接する機会
も増えてくると思いますので、そういったことも見据え
て、
グローバルな視点で教育を考えられるようになりた
いです。一人ひとりの生徒に寄り添うことのできる英語
教員をめざして、4年間頑張りたいと思います。

学びがプログラムの中には豊富に盛り込まれてい

学生やホストファミリーに積極的に話せるか緊張

たいという学生が多く、 られるのではないかと。
皆コミュニケーション能 中野 もっと英語を話し

海外の経営者の違いな

国際キャリアコース
西釜 義勝 講師

語力を身につけながら、
じっくり将来進む道を考

しています。
学生同士、英語でディスカッションをした

国際キャリアコース1年
服部 麻唯さん
（西釜ゼミ）

たいという意欲も高まる

服部・落合 １期生として、今後後輩たちに「国
際観光ビジネス学科で学びたい」と思ってもらえ
るような学科にしていけるよう頑張ります！

教員になる夢と陸上競技、
両方に全力で取り組みたい
吉野 史織さん（保健体育教育コース1年）
中学・高校時代は陸上に打ち込んでおり、関西の強豪として
知られる大阪成蹊大学の女子陸上競技部で、瀧谷賢司監督の
もとで競技を続けたいと思ったことが志望理由の１つです。
一方で私には「教員になりたい」
という思いがありました。
きっかけは、中学時代の陸上部顧問の先生との出会い。
その先
生は競技の指導だけでなく、謙虚な姿勢や周囲に感謝の気持
ちを持つことなど、人として大切な様々なことを教えてくださ
いました。その先生のおかげで選手としてだけでなく人として
大きく成長できたと感じますし、そこで学んだことは今でも自
分が物事に向き合う上でのベースになっています。その経験から、
自分も教員として
「自分を成長
させてくれる」特別な経験を提供する側になりたい、
と思うようになりました。
そして大阪成蹊大学
に中等教育専攻・保健体育教育コースが開設されると知り、
自分にぴったりだと感じて入学を決め
ました。
コースでは先生との距離が非常に近く何でも相談できる環境なので、不安を抱えることなく過
ごせています。毎日のように実技授業があり、様々なスポーツを経験してきた学生たちの集まりな
ので、得手不得手をアドバイスし合いながら切磋琢磨できる環境で居心地が良いです。私は大会
出場などで授業に出られないこともあるのですが、先生や学生全員がそのことを理解してサポー
トしてくれるので、
とても助かります。今後、
より専門的な保健体育指導の理論や技能についての
授業を受けるのが楽しみです。
陸上競技部での毎日も非常に刺激的です。
高校までと違い、
身体の状態やタイムと自主的に深く
向き合って競技に取り組んでいます。
何よりも、
世界レベルの大会で活躍する先輩たちと共に日々練
習することで気が引き締まります。
今後も教員への道と陸上競技、
両方に全力で取り組んでいきたいと思います。

※上記の座談会・インタビューは2018年5月に実施しています。
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びわこ成 蹊スポーツ大学で、
新しい自分と出会う
琵琶湖と比良山系の豊かな自然に恵まれた風光明媚なキャンパスでは、日本の新しいスポーツ文化を創造する人材を育成・輩出しています。
学生たちは7つの多様なコースに分かれ、スポーツに関わる様々なニーズに応えるプログラムで学びます。
また、大学の中心的な設備を集めた新校舎「中央棟」をはじめ、
サッカーフィールド・陸上フィールドの改修など、教育・トレーニングに必要な設備の拡充にも力を入れています。
ここでは、充実した環境でスポーツ・学びに取り組む学生の声をご紹介します。

び わ ス ポ 生 イ ン タビュ ー

吉田 光輝さん

福島 由梨佳さん

スポーツ学部 スポーツ学科
トレーニング・健康コース4年

スポーツ学部 スポーツ学科
学校スポーツコース4年

自身の故障経験から、
リハビリに関する学びに興味を抱いた
高校時代に打ち込んだサッカーを大学でも続けたいと思っ
ていたところ、先輩からびわこ成蹊スポーツ大学のことを教え
てもらいました。周囲の自然が豊かで、やりたいことに集中で
きる環境に惹かれ、入学を決めました。
1年次は垣根なく全員で学びに取り組むことで、強い仲間意識が生まれました。特に印象に残ってい
るのは、
「野外スポーツ3大実習」。
「フレッシュマンキャンプ」、
「雪上実習」、
「水辺実習」の3つの実習を
全員で体験するもので、中でも皆で協力しながら登山に成功したのは最高の思い出です。3大実習は、
びわこ成蹊スポーツ大学が誇るプログラムだと思います。
2年次になりトレーニング・健康コースを選んだきっかけは、高校時代に足首を故障した経験からで
す。深刻な捻挫や骨折ではなかったものの、長い間違和感があってすっきりせず…整骨院に通いリハ
ビリを続けながら、少しの身体の変化が競技のパフォーマンスに影響を及ぼすということを実感しまし
た。
トレーニング・健康コースはリハビリテーションをはじめ、
アスリートを支えるトレーナーとして必要
な知識を学ぶコース。自身の経験を振り返りながら、筋肉や骨の構造、けがとスポーツの関係につい
て、非常に興味を持って学ぶことができました。卒業論文では、
「足首の柔軟性が及ぼすサッカー動作
におけるキックの正確性やスピード」をテーマに執筆する予定です。

新校舎「中央棟」
ができて変わった学生生活
昨年夏に中央棟ができて、学生生活も大きく変化しました。
まず、学生
同士のコミュニケーションが増えた事。特に展望レストラン「Lake Crest」
は皆のお気に入りの場所
です。三方ガラス張りで琵
▲定期的に内容が変わる
琶湖と比良山系を見渡す 人気の定食「アスリートランチ」
開放感いっぱいの空間は、交流と憩いの場になってい
ます。
コースや学年の垣根を越えて会話をする機会が
増え、大学全体が明るくなりました。
料理のメニューも豊富です。
よく注文するのは「アス
リートランチ」で、
スポーツ活動に必要なエネルギーが
考慮されていて、毎日練習に取り組む学生を栄養面か
▲ミーティングにも利用できる展望レストランからは、
らサポートしてくれる、看板メニューです。
世界最高水準の人工芝を敷いたサッカーフィールドも見渡せる

消防士をめざして公務員試験に挑戦
大阪府内の市の消防局採用試験を受ける予定で勉強して
います。
公務員試験を受験するにあたり、
学外の有料セミナー
を受講する人もいますが、私は学内の「コモンズ」を活用して
勉強してきました。
コモンズには各自治体の過去問が充実し
ているだけでなく、試験内容でわからないところや選考につ
いて不安な点を気軽に相談でき、独学でも安心して勉強を進
めることができます。
規模が大きすぎない大学ならではの教職
員との距離の近さには、
いつも助けられています。
国民の命や財産を守る仕事に従事したいです。
将来はいつか「高度救助隊※」になって、
びわこ成蹊スポーツ大学には、
当然ながらスポーツが好きな人達
が集まります。だからこそ、
強い共感と仲間意識が生まれます。私は
この大学で、
最高の仲間と
「新たな自分自身」を見つけることができ
ました。
びわこ成蹊スポーツ大学での最後の1年間、
楽しみながら悔
いの無いよう過ごしたいと思います。
※震災など大規模な災害や事故に対応するために高度な救出救助能力を有する消防の専門部隊。 ▲コモンズ

陸上に打ち込んだ学生生活
中学校・高校・大学までずっと陸上を続けてきました。もとも
と7種競技が専門でしたが、高校2年の時に怪我をしたことで
7種競技を続けるのが難しくなり、大学では得意種目だった走
幅跳を専門に取り組んで来ました。
現在は、160人の部員が所属する陸上部で主将を務めさせ
ていただき、大学生活のほとんどを陸上にささげています。主将として同期や後輩から競技に関するこ
とや個人的な悩みまで、あらゆる相談を受けることも多く、
そのたびに一人ひとりの考えや置かれた環
境を一緒に考えて、答えを見つけられるよう心がけてきました。
びわこ成蹊スポーツ大学は、周辺環境・学内設備・指導陣など、
どの点からみても100％スポーツに
打ち込める恵まれた環境です。毎日休みなく授業と部活に追われ大変だと感じることもありましたが、
この大学だからこそ、
その全てを頑張れたのだと思います。

陸上選手にとって憧れのブルートラック
昨年冬に陸上フィールドが改修され、色鮮やかなトラックに生まれ
変わりました。陸上選手にとって、
オリンピックや世界陸上でも採用さ
れるブルータータンは憧れです。硬さがあって走りやすく、断熱効果
もある。加えて跳躍ピットが２から３に増えたことで、練習環境はさら
に充実しました。公式戦に近い環境で本番を意識して練習を積める
のは非常に良い事だと思い
ます。
トレーニング設備もすぐそ
ばに増設され、今まで以上に
陸上と向き合える環境で、部
員一同集中して練習に取り
組んでいます。
▲全天候に対応する第3種公認陸上競技場で、国際大会を想定したトレーニングが可能

大学での経験で作られた自分の強みを活かしながら働きたい
就職活動では複数の業界の企業の選考を受け、その結果とあ
る不動産会社に内定をいただきました。本学ではどのコースで
も学生と教員の距離が大変近いため、進路について先生方や就
職部の方々にたくさん相談にのっていただきました。
会社ではおそらく営業職としてお客様と接していくことになる
と思います。
もともと人と接するのが好きな性格ですが、陸上部
主将として部員たちと向き合ってきた経験によって、それが単な
る「好き」から自分の「強み」になったと感じます。誰しも自分の
好きなやり方ばかり優先することはできないし、納得がいかな
いこともある。
きっと社会に出て働いても、それは同じだと思い
ます。もちろん私を育ててくれたのは陸上部だけではありませ
ん。学校スポーツコースでは、模擬授業をはじめ人前で話す機会
がとても多いです。
「アクティブラーニング」を取り入れた授業の
おかげで、複数の人と意見をすり合わせる力や、自分の考えをプ
レゼンテーションする力が身につきました。
これから私が挑戦する不動産の仕事は、お客様の希望をくみ取りながら、一人ひとりの暮らしや人
生に踏み込む仕事。人と人との関わり合いを大切にしながら精一杯頑張りたいです。
スポーツをやっ
てきたこともあり負けず嫌いな性格なので、バリバリ成績を上げて期待に応えたいです！
（笑）
※このインタビューは2018年5月に実施しています。
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大阪成蹊女子高等学校

新

2018年3月、大阪成蹊女子高等学校に新しい美術棟が完成しました
教室・実習室

美術棟では全ての教室にスクリーン・プロジェクターを揃えており、授業時に参考
映像や作品のデータを投影することが可能です。その他、豊富な実習室や工芸
室、陶芸窯まで揃った、美術科ならではの充実した環境で作品制作に打ち込むこ
とができます。各階のエレベーターホールが広く取られているのも特徴で、
フリー
スペースとして作品を展示できるほか、生徒同士のディスカッションのための場
所としても活用されています。

食堂

1階の食堂「Fleurir（フルリール）」はガラス窓に囲まれ、自
然光がたっぷりと差し込む明るい雰囲気。ゆったりとした空間
で美味しいランチを楽しむことが出来ます。
メニューは有名シェ
フ監修による日替わりランチをはじめ、おいしさと栄養価のバラン
スがとれた多彩なラインナップです。放課後は自習スペースとしても開
放しています。

鳥居 みう さん（美術科3年）

新しい美術棟は絵を描くための実習室も広く、
作業がしやすいです。教室にプロジェクターと
スクリーンがあるので、課題のテーマや作品例
などをすぐに見て理解することができ、
とても
スムーズに授業に取り組めます。1階の食堂も
綺麗でお洒落で、
とても快適です。その時々の
フェアや日替わりメニューが豊富なので、毎日
利用しています。

就職活動最前線！

大阪成蹊大学・びわこ成蹊スポーツ大学・大阪成蹊短期大学

全学で高い就職率

教育学部初の卒業生も大きな成果
2018年3月卒業生の就職率が確定
し、大阪成蹊大学では99.0％、びわこ
成蹊スポーツ大学では99.6％、大阪
成蹊短期大学では99.5％でいずれも
全 国 平 均 を 上 回 り 、学 園 全 体 で
99.4％の就職実績となりました。
（全
国 平 均：四 大 9 8 . 0 ％ 、短 期 大 学
99.1％）
大学・短期大学では、㈱関西アーバ
▲就職部での個別サポート
ン銀行や㈱カプコン、㈱ヴィッセル神
戸、パナソニック㈱、㈱ロイヤルホテルなどの大手企業を中心に、各学部学科の学生が学びと資格を活か
した企業への就職を決めています。
また3月に初めての卒業生を送り出した大阪成蹊大学教育学部では、46名の小学校教員希望者が公立
学校教員採用試験を受験し、最終的に18名が合格しました。
また残りの28名も常勤講師として採用され、
46名全員があこがれの教壇に立つ結果となりました。
さらに、幼稚園・保
育園教員の希望者、民間企業希望者についても全員が内定を獲得し、学
部就職率100％を達成しました。
就職部では今年も2019年3月卒業予定者を対象に、2月に学内業界研
究セミナー、3月に3大学合同の学園内合同企業説明会を開催。現在も早
期の内定獲得に向け、応募書類の作成サポートや面接練習、選考状況の
相談や希望企業に関する質問など、一人ひとりに合わせたきめ細かい就
▲合同企業説明会
職支援を行っています。

▲教育学部の教員採用試験合格者

＜大阪成蹊大学 教育学部 小学校教員採用試験市町村別合格者＞

大阪府
6名

大阪市
5名

豊能地区
1名

＜2018年3月卒業生実績表＞

学園全体
大阪成蹊大学
びわこ成蹊スポーツ大学
全国平均（四大）
大阪成蹊短期大学
全国平均（短大）

堺市
2名

京都府
2名
就職率

兵庫県
1名

（就職者数／就職希望者数）

99.4％
99.0％
99.6％
98.0％
99.5％
99.1％

横浜市
1名

合計
18名

就職希望率

（就職希望者数／卒業者数）

92.7％
92.0％
92.2％
75.3％
93.4％
84.2％

大阪成蹊短期大学

O

B探訪

社会で活躍する大阪成蹊学園の卒業生を紹介するコーナー。
今回は、
大阪成蹊短期大学 児童教育学科
（現：幼児教育学科）
を卒業し、
ドバイにある日本人幼稚園で園長として活躍する中谷佳応子さんにお話を伺いました。

カナダ・中国・インド・ドバイ
各国の日系幼稚園で勤務

ドバイ日本人幼稚園 園長

中谷 佳応子さん

大阪成蹊短期大学で過ごした2年
間は、昨日のことのように覚えていま
す。当時の友人達とは今でも近況を
報告し合うなど、時が経っても変わら

ず仲良しです。
卒業後、大阪府の私立
幼 稚 園に 勤 務してい た
時、
「海外で幼稚園の先
生をしてみたい。」という
思いが芽生え、単身カナ
ダに渡りました。カナダ
で語学を学びながら日系
幼稚園の仕事を探し、狭
き門ながら就職。帰国後
も、英語と保育を両立し
た環境で働きたいという思いからイ
ンターナショナルスクールで勤務し
ましたが、もう一度海外で働きたい
という思いは消えず、中国とインドの

日系幼稚園に勤務したのち、現在の
ドバイ日本人幼稚園で勤務すること
になりました。
日系幼稚園の使命の1つは、
「海
外にいながら日本と同じ幼児教育を
提供する」ことです。海外にいても日
本語力に欠けることのないよう、絵
本の読み聞かせやフラッシュカード
を用いて日本語の語彙を増やす工
夫を行っています。
また異年齢保育
も取り入れ、年上との会話を通じて
日本語の表現力を高めています。私
の園では単に日本の幼稚園と同様
の教育を提供するだけでなく、近隣
のインターナショナルスクールとの

グローバルな交流をはじめ、海外な た。
また中国では中国語も学びまし
らではの内容も組み込んでいます。
た。語学に限らず、何か得意なことや
日系幼稚園で勤める上では、
まず 資格を持つことで、将来の選択肢が
日本で幼稚園教諭として経験を積む 広がります。学生の皆さん、
まずは何
ことが重要だと思います。
また、
フッ か一歩、踏み出してみて下さい。今自
トワークを軽くすることも大切です。 分の夢が分からなくても、興味のあ
色々な場に足を運んで言語や文化 ることに向かって動いていれば、
きっ
を学ぶことで、保育者としての引き出 とやりがいを感じることに出逢える
しも増えます。
はずです。
大阪成蹊短期大学
で学んだことは、今に
つながる貴重な経験
です。同じ志を持って
学び、今は過ごす場所
が違っても、いつでも
▲併設のドバイ日本人学校
励まし合える仲 間 に
出逢えた母校に感謝
しています。
私はカナダで英 語
を学び、児童英語教師
▲短大時代の友人と
の 資 格を取 得しまし
▲ドバイ日本人学校の校庭
ドバイマラソンに参加

8

２０１８年７月２０日

第 33 号

スポーツ・クラブ活動／その他のお知らせ

大阪成蹊学園の活躍するアスリートたち
大阪成蹊大学

卓球部

復活
創部

男子監督

女子監督

ア ド バイ ザ ー

皆川 顕一

びわこ成蹊スポーツ大学

ハンド
ボール部

2018年より新たな強化クラブとして、大阪成
蹊大学 卓球部を創部しました。
実は、今回の卓球部創部は「復活」。
かつて大阪
成蹊短期大学 卓球部は古豪として知られており、
関西学生リーグでは9回優勝、春秋王座決定戦に
おいては昭和46年から昭和51年の間、6年連続
総合優勝し、一時代を築いた歴史があります。
卓球部再建にあたり、指導陣にはそうそうたる
顔ぶれが揃いました。オリンピック女子日本代表
監督をつとめた村上恭和氏をアドバイザーに迎
え、監督には、学生時代全日本学生ダブルスで優
勝し、関西卓球アカデミーでコーチをつとめる皆
川顕一氏と、全日本選手権で優勝経験があり、日
本体育協会公認卓球コーチをつとめる川嶋崇弘
氏の2名が就任し、選手育成にあたります。
そして1期生となる部員には、国体や高校総体
など全国レベルの大会にも出場実績のある選手
を含む、期待のルーキー5名が在籍しています。
今後、関西の頂点から日本の頂点、
さらにはオ
リンピックという夢の舞台を見据えた、卓球部の
活躍が期待されます。

村上 恭和

新クラブ続々発足！

世 界へ。
照準は、

びわこ成蹊スポーツ大学のハンドボール部は、
2年前まで同好会として活動していました。2018
年度に入学した1年生の中にハンドボール経験者
が多く、大学でも本格的にハンドボールをプレイ
したいとの要望が あったた
め、今回創部に至りました。
本年度は関西学生ハンド
ボール連盟への参入を目標
に活動します。また、滋賀県
内の社会人大会や滋賀県民
体育大会の参加も予定して
います。

ダンス部

もともと「フレンディ
ーズ」という名称でチア
ダンスに特化していたものが、2年前に多様なジ
ャンルのダンスを統合したダンスサークルとなり、
2018年5月、部員の増員や目標意識の向上を受
け、正式にクラブとして活動していくことに決定し
ました。
今年度は、学内や地域
のイベントを中心に活動
し、
ダンス部を広く知って
いただくことをめざしま
す。大学祭でのパフォー
マンスや自 主 公 演につ
いても計画しています。

川嶋 崇弘

ク ラブ

大阪成蹊大学

陸上競技部

ト ピ ッ ク ス

Topics

▲齋藤愛美選手

今年4月に大阪成蹊大学に入学、
同時に女子陸上競技部に入部した齋藤愛美選手
（倉敷中
央高校出身）
の活躍が注目されています。
齋藤選手は女子200ｍのアンダー20日本記録・高校
記録保持者で、
女子4×100ｍリレーの日本代表候補に数えられる実力を誇る選手です。
4月11日
（水）
〜12日
（木）
には「シンガポール・オープン2018」に日本代表選手として
4×100mリレー
（3走）
に出場し、
大会新記録で優勝。
入部早々快挙を成し遂げました。
また5月20日(日）
にヤンマースタジアム長居で
行われた｢セイコーゴールデングランプリ陸上
2018大阪｣に4年の青山聖佳選手とともに出場。
各種目に世界ランク50位以内が出場するレベル
の高い競技会において、
名だたるトップアスリート
達とともに走り、
女子4×100mリレー
（3走）
で2
位。
先輩の青山選手は女子4×400mリレー
（2走）
で2位という結果となりました。
陸上競技部期待のルーキーに、
熱いご声援をお
願いします。
▲青山選手と齋藤選手

第8回 大阪成蹊全国
アート＆デザインコンペティション
昨年は全国各地から
計2,243点の応募がありました！

大阪成蹊学園では、
未来のための人材発見を目的として、
大阪成蹊大学 芸術学部、
大阪成蹊女子高等学校 美術科との共催による
「第8回大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション2018」
を開催します。
また、
授賞式を2018年11月18日
（日）
に開催し、
受賞作品を大阪成蹊大学 芸術学部棟
（南館）
1F ギャラリー
〈space B〉
にて
11 月18日
（日）
〜12 月2 日
（日）
に展示します。

7 日 8 日 8
22
5
19 日
9 日 12
23
16 日

2018年度 総会を開催
2018年度総会を6月3日（日）に開催しました。当日は全国各地から150
名の卒業生が集い、学園関係者を含む約200名の方々にご出席いただきま
した。オープニングでは学園コーラス部が「学園歌」を合唱。続いて朝ドラ
主題歌として有名な「若い広場」を合唱し、女子高校の生徒達の振り付け
も披露されました。
薮田一子会長、石井茂理事長・総長の挨拶の後、議事へと進み昨年度の
事業報告、決算報告、役員の選出、本年度の事業計画案および予算案につ
いての説明があり、全て異議無く承認可決しました。
続いて、料理研究家としてテレビなどで活躍する浜内千波氏（大阪成蹊
女子短期大学 家政学科卒業）が登壇
し、野菜を中心とした健 康的なダイエ
ットの体験談をはじめ、野菜の持つ力
やたんぱく質の重要性について講演さ
れました。その後の昼食会では、浜内
氏を囲んで同窓生の皆さんが学生時代
の話題に花を咲かせていました。

びわこ成蹊スポーツ大学

7 日 7 日
22
29
8 日 8
12 日
5
19 日
9

大阪成蹊女子高等学校
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詳しくは
コチラ！

開催日程

大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学

2015年の創部より、元中国
ナショナルチーム代表胡山喬監
督の指導のもと5部からスター
トした男子バドミントン部は、
2018年春季リーグにて見事1
部リーグ昇格を果たしました。
中心メンバーである三宅航平選
手（4年）の活躍もあり、創部4年
目の快挙となりました。1部リーグには他に関西学院大学、立
命館大学などの強豪が名を連ねます。
1部校にのみ与えられる日本インカレの出場権も獲得し、
今後全国レベルでの活躍が期待されます。

学園同窓会「蹊友会」

詳しくは
コチラ！

オープンキャンパス・
オープンスクール

大阪成蹊大学WEBサイト内
http://univ.osaka-seikei.jp/news/441
テーマから連想するものを題材として、
自由に発想した作品を募集。

詳しくは
コチラ！

2018

詳細

対象

《高校生の部》国内に在住する高校生
《中学生の部》国内に在住する中学生

バドミントン部

