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安全で快適なキャンパスライフのために安全で快適なキャンパスライフのために安全で快適なキャンパスライフのために
大学生が薬物の所持や使用、売買等の疑いで警察に逮捕される報道が多数あり
ます。“薬物は所持している時点で犯罪”です。中枢神経（脳）を中心に身体的に
も計り知れない影響があります。もし、みなさんに大麻などの薬物に関する何ら
かの勧誘があった場合は、断固として拒否し、決してかかわらないこと。また、
危険ドラッグも幻覚症状を引き起こす危険な薬物です。本学は、薬物の所持・
使用などあらゆる行為に対し、厳正な処分を行います。

大阪府でも2016年7月1日より自転車保険への加入を義務化する条例が施行
されました。
自転車で事故を起こして相手にケガをさせてしまった際に補償される保険への加
入が義務付けられます。つまり、個人賠償責任保険への加入が必要になります。
加入義務の対象となる自転車保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命
又は身体の傷害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。いわゆ
る自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特
約、傷害保険に付帯するものなど、様々な種類があります。
また、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付いてくるT Sマークな
どもあり、人に掛ける保険と自転車に掛ける保険の２種類があります。なお、事
業者向けには、業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設賠償
保険等があります。

寝屋川キャンパスでは、怪我などやむを得ない場合を除き、自動車通学を禁止して
います。その理由は次のとおりです。
●自損、他損の交通事故が多発しており、重症、死亡事故等により休学、退学を余
儀なくされる恐れがあること
●通学時間帯には最寄駅から大学までの直通バスを増便するなど、公共交通機
関による通学が十分可能であること
●違法・迷惑駐車、騒音、交通妨害等により地域住民や近隣商業施設に多大な
迷惑をかけること

しかしながら、自動車で通学し近隣の商業施設（特にコンビニエンスストア、ホンダ
モトランド、かごの屋、パチンコ店）や大学内の駐車場に違法駐車をする学生が後
を絶ちません。この行為は各商業施設等に多大な迷惑をかけるだけでなく、業務
妨害、不法侵入などの犯罪にもなりかねません。
摂南大学の学生として、かつ、マナー・素養や常識的判断力を備えた社会人にな
ろうとする者として、絶対に他人に迷惑をかけることのないよう、みなさんの良識あ
る行動を強く望みます。
みなさんは入学時に保護者と連名で大学に対して自動車通学をしないことを誓約
しています。この誓約を破り自動車通学をした学生に対しては、学則等により「停
学」など厳しく処分します。

近年、健康面からも禁煙が社会の流れとなっており、公共施設や企業内でも禁
煙が推進されています。本学ではみなさんの健康を考え、キャンパス内に喫煙
コーナーを設置し分煙を実施しています。喫煙する学生は喫煙場所を必ず守ると
ともに禁煙について考えましょう。

電車やバスの中で、他人が大声で電話しているのを聞いて、「うるさいなぁ。外
で話したらいいのに」と思うことはありませんか？友達同士で仲良く通学すること
は、友情を深める大切な機会です。しかし時として会話が盛り上がり、大声で話
したり騒いだりしてしまうことがあります。特に通学中の電車やバス内で大声で話
すことは、他の乗客への迷惑行為になりますので、絶対にしないでください。
他の乗客から、「摂大生はうるさいなぁ」と思われてしまいますよ。
その他、次のマナーも守ってください。
●お年寄りや身体の不自由な方、妊婦の方などに席を譲る
●車内が込み合う場合は、できるだけ乗客が乗れるよう間を詰める
●電車・バスを待っている列に割り込みをしない

薬物は絶対ダメ！

大阪府は自転車保険への加入を義務化

寝屋川キャンパスは 自動車通学厳禁！

喫煙場所を守ろう

電車・バス内のマナーを守ろう！

クレジットカードの付帯保険 カード会員向けに付帯した保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険

会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
共　済
団体保険

個人賠償
責任保険

全労済、市民共済など
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険

自転車保険の種類 保険の概要
自転車向け保険 自転車事故に備えた保険

自転車で通学する場合は必ずこのルートを利用してください
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自転車通行
禁止！

菅原神社前交差点

府道13号（外環状線）
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清掃車、搬入車のみ通行可
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菅原神社方面からの
通行禁止

自転車駐輪場
自転車通用門
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国道170号（外環状線）

自転車駐輪場以外、
学内での自転車
通行禁止!!

自転車は
自転車通用門から
出入りすること！

キャンパス内は、自転車の走行を禁止します（自転車駐輪場は除く）。
駐輪場は、12号館横の自転車駐輪場のみです。
正門、東門、南門は、歩行者、バス等の出入りがあるため、終日自転車の入退
構を禁止します（南門～正門の通行も禁止）。12号館横の自転車通用門から入っ
てください。
守口方面から自転車で通学・通勤する場合は、府道13号線から石津元
町交差点を左折、外環状線沿いを走行してください。
「東門から出た方が家やバイト先が近い」「郵便局に用事がある」などの理由で自転
車通用門以外から出ることは一切認めません。

寝屋川キャンパス自転車通学ルート
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卒業生から

恩師・在学生から

【講習日時・場所等】

講習日
4月 9日㈪
10月 1日㈪
 5月 2日㈬
 6月 4日㈪
 7月 2日㈪
 9月 3日㈪
11月 1日㈭
12月 3日㈪
 1月 9日㈬

18：30～19：30
842教室
未定

不要 無料

1,000円
当日受付にて
支払

必要

【申込場所】
総合サービスセンター内
運転免許案内所（5号館1階）
【申込期限】
講習日の前日まで

香里自動車教習所19：00～20：00

時　間 場　所 申込み 受講料

2018年度に新たにバイク通学を希望される学生は、（1）～（4）
に従い許可を受けてください。
　（1）以下の日程で実施される講習会を受講する。
　（2）バイク通学WEB申請により、ナンバープレートの番号など

を入力（登録）する。
　（3）学生課窓口でバイク通学許可シールを受け取る。
　（4）許可シールをバイクの後輪フェンダー（泥除け）またはボ

ディ後部に貼付ける。
　　  【有効期間：卒業まで】

寝屋川キャンパスのバイク通学について

【注意】
１．バイクの買い替えや修理等による代車の場合は、速やかに学生課で変更手続きを
行うこと。許可シールを紛失した場合も学生課に申し出ること。

２．警備員が駐輪場を巡回し、登録されたナンバープレートの番号、許可シールの双
方を確認する。どちらかが無い場合は、チェーンロックを行い、厳しく処分する。

３．他人の許可シールを貼っている場合は、窃盗とみなし、懲戒処分の対象とする。
許可された学生は、許可シールを他人に譲渡・販売しないこと。同じく懲戒処分
の対象とする。

4．2017年度に既に許可を受けている学生は、卒業まで有効としますので、更新は
不要です。

表紙学生インタビュー
リーダー研修会を開催しました！
学長表彰
学生プロジェクトの紹介
２０２０年４月 農学部 開設の紹介
安全で快適なキャンパスライフのために

表紙学生インタビュー
リーダー研修会を開催しました！
学長表彰
学生プロジェクトの紹介
２０２０年４月 農学部 開設の紹介
安全で快適なキャンパスライフのために

・永栄春花さん（薬学部）表紙／小西菜々恵さん（薬学部）・永栄春花さん（薬学部）
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贈る言葉
恩師から卒業生へ

みなさん、ご卒業おめでとうございます。大学時代に得た知識、つちかっ
た能力を活かして実社会で活躍してください。みなさんにジョン・ラスキン
のことばを贈ります。 “There is no wealth but life.  Life including all 
its powers of love, of joy, and of admiration.” 　訳せば「生（ライフ）
なくして富はない。愛する力、喜ぶ力、称賛する力をもって生きよ」というも
のです。

学長/八木紀一郎
愛する力、喜ぶ力、
　称賛できる力をもって生きよ

副学長・教務部長/荻田喜代一
クリエイティブな人生を
　　　　　　　朗らかに前進

学生部長/佐藤正志
一日一日を大切にし、
　　　生涯学び続けよう

皆様、ご卒業おめでとうございます。チームで仕事をするときには、「春風を
以て人に接し、秋霜を以て自ら粛む」（佐藤一斎）ことを心がけてください。
春の風のように暖かい心で他人に接し、秋の霜のように厳しい気持ちで
自らを律するように努めてください。

副学長/八木俊策
春風秋霜

ご卒業おめでとうございます。自分自身の立ち位置で「創造性」を意識
し、考えて、判断して、それを的確に表現できる一人ひとりに。社会は君た
ちのような人財を求めています。『摂大プライド』を胸に悠 と々朗らかに前
進してください。

ご卒業おめでとうございます。かのウォルト・ディズニーは「夢見ることがで
きれば、それは実現できる。」と言っています。自分の人生に夢を持って生
きてください。夢は逃げない。実現できないのは自分が逃げているだけで
す。皆さんのすばらしい未来にエールを送ります。

理工学部長/川野常夫
夢は逃げない

ご卒業おめでとうございます。皆様のこれからの人生に幸多きことを祈り
ます。そして、苦しくつらい時でも成長の良い機会ととらえ、周りのすべて
に感謝しながら、自分らしく歩んでいかれることを願っています。

外国語学部長/西川眞由美
感謝の心を忘れずに

充実した・悔いのない学生生活だったでしょうか。
そうであったことを心より望みます。
今後、社会人として、前向きに「不断の努力」を心掛け、人生に仕事に
取り組んで下さい。
そうであれば、充実した・悔いのない人生を送ることができる、そう信じてい
ます。

経営学部長/高尾裕二
前向きに「不断の努力」を

「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、
実行なき者に成功なし、故に、夢なき者に成功なし。」明治維新を成
し遂げた多くの若者に影響を与えた吉田松陰の言だそうです。君達と
一緒に仕事ができることを楽しみにしています。卒業、おめでとう。

薬学部長/河野武幸
これからの志は？

ご卒業おめでとうございます。時間が経つのが長いと感じるときとあっと
いう間だったと思うときがあります。生きがいを見つけて自分の成長が実
感できると、人生の時間の流れも充実し、もっと時間がほしいと感じるこ
とになります。

法学部長/小山昇
充実した時間を持ちましょう

皆さん、ご卒業おめでとうございます。経済学の一分野である行動経済
学には、行動した事による後悔と、行動しなかった事による後悔であれ
ば、後者の方が大きいという法則があります。要するにチャレンジをしなさ
いということです。これから皆さんは様々な試練に直面するでしょう。その
際、果敢にチャレンジされ、解決法を見出していくことを期待しています。

経済学部長/久保廣正
果敢にチャレンジを

看護学部長/後閑容子
卒業生へ贈る言葉

ご卒業おめでとうございます。摂南大学看護学部で過ごした年月は、皆
様の医療人としての基礎づくりです。これからの皆様のご活躍と発展を
期待しています。10年後にどんな自分でいたいか考えていますか？その目
標に向けて、自身に投資をしてください。医療人として、社会人として、「な
りたい自分になる」ために。

ご卒業おめでとうございます。新たな人生の航海に旅立つ皆さんへ、
非暴力・不服従によってインドを独立に導いたマハトマ・ガンジーの言
葉を贈ります。
「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」。

ご卒業おめでとうございます。
入学した日に、この卒業の日を想像できましたか？
想像を遥かに超えた「自分」が今ここにいるのではないでしょうか。
卒業後もみなさんは想像を超えて成長できます。卒業を新しい出発点と
してさらに羽ばたいて下さい！

文化会本部顧問/久保貞也
さらなる成長を！

みなさん、ご卒業おめでとうございます。
これからもっと楽しいことが待っています。大学で学んだことに誇りと自信
をもって、旅立ってください。ときには困難に直面することもあるでしょう。
謙虚な姿勢で臨み、笑顔を絶やさず邁進すれば、必ず乗り切ることがで
きるはずです。ご活躍を期待します！

体育会本部顧問/石井信輝
誇りと謙虚さ、そして笑顔を大切に

摂南大学 / 
Setsunan University

摂南大学

旅立ちの言葉@経営学部 経営情報学科/釘崎佑香
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2,018人が「いいね！」しました

贈る言葉

学長/八木紀一郎

副学長/八木俊策

副学長・教務部長/荻田喜代一

理工学部長/川野常夫

外国語学部長/西川眞由美

経営学部長/高尾裕二

薬学部長/河野武幸

法学部長/小山昇

経済学部長/久保廣正

看護学部長/後閑容子

学生部長/佐藤正志

文化会本部顧問/久保貞也

体育会本部顧問/石井信輝

卒業生から在学生へ

▲

在学生から卒業生へ

▲

フォローする

後悔のないように、やりたいことに挑戦してください！

旅立ちの言葉@アメリカンフットボール部マネージャー/平野怜奈
４年間クラブ活動で楽しかったことより苦しいことの方が長く感じるけど、すべて糧となります。がんばってください！

旅立ちの言葉@経営学部 経営学科/岡本渉
後悔しても今もっている全力で、いろいろなことに挑戦してみてください。

旅立ちの言葉@摂大祭実行委員会 副委員長/常田真央
来年度以降も素敵な学祭を作ってください。遊びにいきます。

旅立ちの言葉@理工学部 住環境デザイン学科/清水チュクマ
一生で一回だけの大学生活！楽しめるだけ楽しんでください！

旅立ちの言葉@ボランティア・スタッフズ部長/山田尚輝
とにかく一生懸命がんばってください。何か一つだけでもやりきってください。

贈る言葉@外国語学部 外国語学科/矢野蔵人
ご卒業おめでとうございます。社会で働くにあたり、大きな困難があると思いますが、頑張ってください。

贈る言葉@ラグビー部マネージャー/大嶋梨沙
卒業おめでとうございます。社会で活躍されている姿を見れることを期待しています。頑張ってください！

贈る言葉@理工学部 電気電子工学科/小野智輝
ご卒業おめでとうございます。大学やクラブで学んだことを活かして、社会で輝いてください。

贈る言葉@陸上競技部主務/井関光慧
厳しいときや楽しいときも率先してくれた先輩方なら、社会に出ても活躍できると思います。卒業おめでとうございます！

贈る言葉@PEP JOY CREW/塚本翔
ご卒業おめでとうございます！社会に出ても大学に遊びにきてください！

贈る言葉@理工学部 建築学科/川野綾美
卒業おめでとうございます。社会人になっても大学で学んだことや出会った人たちのことを忘れずに頑張ってください！

2017年度卒業記念品寄贈式
枚方キャンパスでは2月19日（月）に植樹式が行われソメイヨシノが、寝屋川キャンパスでは3月7日（水）に記念品寄贈
式が行われ演台が、それぞれ寄贈されました。

（枚方キャンパス） （寝屋川キャンパス）
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理工学部長/川野常夫
夢は逃げない

ご卒業おめでとうございます。皆様のこれからの人生に幸多きことを祈り
ます。そして、苦しくつらい時でも成長の良い機会ととらえ、周りのすべて
に感謝しながら、自分らしく歩んでいかれることを願っています。

外国語学部長/西川眞由美
感謝の心を忘れずに

充実した・悔いのない学生生活だったでしょうか。
そうであったことを心より望みます。
今後、社会人として、前向きに「不断の努力」を心掛け、人生に仕事に
取り組んで下さい。
そうであれば、充実した・悔いのない人生を送ることができる、そう信じてい
ます。

経営学部長/高尾裕二
前向きに「不断の努力」を

「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、
実行なき者に成功なし、故に、夢なき者に成功なし。」明治維新を成
し遂げた多くの若者に影響を与えた吉田松陰の言だそうです。君達と
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期待しています。10年後にどんな自分でいたいか考えていますか？その目
標に向けて、自身に投資をしてください。医療人として、社会人として、「な
りたい自分になる」ために。

ご卒業おめでとうございます。新たな人生の航海に旅立つ皆さんへ、
非暴力・不服従によってインドを独立に導いたマハトマ・ガンジーの言
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「明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ」。
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入学した日に、この卒業の日を想像できましたか？
想像を遥かに超えた「自分」が今ここにいるのではないでしょうか。
卒業後もみなさんは想像を超えて成長できます。卒業を新しい出発点と
してさらに羽ばたいて下さい！

文化会本部顧問/久保貞也
さらなる成長を！

みなさん、ご卒業おめでとうございます。
これからもっと楽しいことが待っています。大学で学んだことに誇りと自信
をもって、旅立ってください。ときには困難に直面することもあるでしょう。
謙虚な姿勢で臨み、笑顔を絶やさず邁進すれば、必ず乗り切ることがで
きるはずです。ご活躍を期待します！

体育会本部顧問/石井信輝
誇りと謙虚さ、そして笑顔を大切に

摂南大学 / 
Setsunan University

摂南大学

旅立ちの言葉@経営学部 経営情報学科/釘崎佑香

ツイート
13

フォロー
1

フォロワー
2,018

2,018人が「いいね！」しました

贈る言葉

学長/八木紀一郎

副学長/八木俊策

副学長・教務部長/荻田喜代一

理工学部長/川野常夫

外国語学部長/西川眞由美

経営学部長/高尾裕二

薬学部長/河野武幸

法学部長/小山昇

経済学部長/久保廣正

看護学部長/後閑容子

学生部長/佐藤正志

文化会本部顧問/久保貞也

体育会本部顧問/石井信輝

卒業生から在学生へ

▲

在学生から卒業生へ

▲

フォローする

後悔のないように、やりたいことに挑戦してください！

旅立ちの言葉@アメリカンフットボール部マネージャー/平野怜奈
４年間クラブ活動で楽しかったことより苦しいことの方が長く感じるけど、すべて糧となります。がんばってください！

旅立ちの言葉@経営学部 経営学科/岡本渉
後悔しても今もっている全力で、いろいろなことに挑戦してみてください。

旅立ちの言葉@摂大祭実行委員会 副委員長/常田真央
来年度以降も素敵な学祭を作ってください。遊びにいきます。

旅立ちの言葉@理工学部 住環境デザイン学科/清水チュクマ
一生で一回だけの大学生活！楽しめるだけ楽しんでください！

旅立ちの言葉@ボランティア・スタッフズ部長/山田尚輝
とにかく一生懸命がんばってください。何か一つだけでもやりきってください。

贈る言葉@外国語学部 外国語学科/矢野蔵人
ご卒業おめでとうございます。社会で働くにあたり、大きな困難があると思いますが、頑張ってください。

贈る言葉@ラグビー部マネージャー/大嶋梨沙
卒業おめでとうございます。社会で活躍されている姿を見れることを期待しています。頑張ってください！

贈る言葉@理工学部 電気電子工学科/小野智輝
ご卒業おめでとうございます。大学やクラブで学んだことを活かして、社会で輝いてください。

贈る言葉@陸上競技部主務/井関光慧
厳しいときや楽しいときも率先してくれた先輩方なら、社会に出ても活躍できると思います。卒業おめでとうございます！

贈る言葉@PEP JOY CREW/塚本翔
ご卒業おめでとうございます！社会に出ても大学に遊びにきてください！

贈る言葉@理工学部 建築学科/川野綾美
卒業おめでとうございます。社会人になっても大学で学んだことや出会った人たちのことを忘れずに頑張ってください！

2017年度卒業記念品寄贈式
枚方キャンパスでは2月19日（月）に植樹式が行われソメイヨシノが、寝屋川キャンパスでは3月7日（水）に記念品寄贈
式が行われ演台が、それぞれ寄贈されました。

（枚方キャンパス） （寝屋川キャンパス）
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リーダー研修会を開催し
ました!

　2018年２月23日
（金）、寝屋川キャン

パスにおいて課外活動
団体の2018年度幹

部を対象とした「リー
ダー研

修会」を実施しました
。本研修はリーダーと

してのクラブ運営につ
いて議論し、今後のク

ラブ活動の円滑な実施
お

よびクラブ間の交流を
深めることを目的とし

ています

　体育会・文化会合
同の開会式で学長の

メッセージと学生部
長の講演を聴講した

あと、体育会は、「新
入生勧誘方

法」「課外活動を有意
義なものにする方法」

というテーマで、また
文化会では「他の部員

との交流を振り返る！
」

「理想のリーダー像と
は？」「リーダーにな

るための振る舞いとは
？」について熱い議論

を交わしました。
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」

「理想のリーダー像と
は？」「リーダーにな

るための振る舞いとは
？」について熱い議論

を交わしました。

新リーダーに聞いた、クラブの抱負！

ホッケー部
永江　大士

文化会本部
松岡　健王

ジャズクラブ同好会ＮＯＪ
堀　　佑実香

ボランティア・スタッフズ
尾上　有希

USA大会出場！

男女共に
全国大会出

場！

剣道部
幡中　裕也チアリーディング部

神田　瑠佳

宮本　摩子

２部リーグ
昇格！

みんなが感
動する

演奏をする
！

たのしい
大学生活を
送る！

「学生生活で得たもの」

　大学入学までは控えめで、積極的にコミュニケーションを取ることが苦手だった永
栄さんは、この弱点を克服するために様々な事に挑戦してきました。研究室でリー
ダーとなった永栄さんは、後輩たちにも重要な役割を与えて、同期だけでなく全体を
俯瞰し、チームをまとめあげました。学外ではボランティア活動をしていた永栄さん
はある夏祭りのボランティアで健康ブースを手伝いました。そこで沢山の人と触れ
合って、将来「薬剤師」として目指すべき姿を見出したと教えてくれました。「人に
寄り添える人材」として社会で活躍していきたいと最後に語ってくれました。

後輩へ一言：辛いことは沢山ある。それでも諦めないで乗り越えて！

薬学部薬学科　永栄　春花

　摂大薬学部の40年の歴史に魅力を感じ、入学を決意した小西さんは将来「薬剤師」
になるという漠然とした夢を持っていました。１年次に配属されたゼミ担当教員から
「MR」に興味はないかと紹介されて以来、「MR」を強く意識するようになりまし
た。研究室ではリーダーを務めた経験もあり、相手の立場に立つことの重要性を学
び、課外活動ではゴルフ部枚方支部に所属し、廃部寸前の状態から部員50人を超える
団体に成長させた経験を持っており、どんなことでも挑戦することが大事だと学びま
した。大学での生活や勉学に関することなど、「今までは両親や先生などから与えら
れる側だったが、これからは与える側になりたい」と話してくれました。

後輩へ一言：努力は実る！

薬学部薬学科　小西　菜々恵

表紙学生（謝辞代表者）インタビュー

文化会を
盛り上げる

！
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課外活動、研究活動等で功績のあった学生に対し学長表彰を行い、学長より表彰状と副賞を授与しました。
表彰式では、学長より受賞者へ日々の努力に対する祝辞がありました。学長表彰

2017年度 第2回学長表彰 2017年度 第3回学長表彰

学生プロジェクトの紹介クラブ以外にも活躍の場がある！

本が好きな人、
図書館が好きな人、

大歓迎！

２０２０年４月 農学部 開設（設置構想中）― 大阪府下で唯一の「農学部」 ―
農学部では、農作物の生産、食品加工、食育、食農ビジネスの基礎および学科ごとの専門分野について学修します。
更に、地域社会と連携し、生活の質向上や健康社会の実現への展開を含めた学修も積極的に取り入れます。

農業生産学科農業生産学科

応用生物科学科応用生物科学科

食品栄養学科食品栄養学科

食農ビジネス学科食農ビジネス学科

農作物の生産とその問題点の解
決策、並びに省力、高収量、
高品質生産を可能にする新たな
農業・先端的農業を学修します。

地域社会の健康、医療、食育な
どに貢献できる「農」の幅広い知
識を持った管理栄養士を目指し、
臨床栄養、栄養教育、給食管理、
公衆栄養などを学修します。

植物や微生物に関する基礎的
知識をはじめとして、発酵、遺
伝子操作、情報処理などの先
端的な知識・技術を学修します。

農産物および食品の生産・流
通・消費などについて、国内
のみならずグローバルな視点に
立って、経済や経営、マーケティ
ングなどの面から学修します。

1. 学部生
課外活動賞〈団体〉

経済学科 ２０１７年９月１６日から１８日に高知県で開催された「第３３回全国フットサル大会」に社会人チーム
（カレビッチFC）として出場し、優勝したため。

エコシビル部 ２０１７年７月２日に京都府で開催された「天若湖アートプロジェクト２０１７」に参加した様子が、同
年７月１７日付毎日新聞に掲載されたため。

エコシビル部 ２０１７年９月９日から１０日に福岡大学で開催された「第１０回いい川・いい川づくりワークショッ
プ」において、準グランプリを受賞したため。

準硬式野球部生
枚方支部

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、優勝したため。

硬式庭球部生
枚方支部

２０１７年８月１５日から２３日に石川県で開催された「第７１回関西薬学生連盟硬式庭球部大会」
において、女子団体戦で優勝したため。

課外活動賞〈個人〉

住環境デザイン
学科生

２０１７年６月８日から１６日にカナダ・トロントで開催された「IWBF男子U２３車椅子バスケット
ボール選手権」でU２３日本代表選手に選出され出場し、４位に入賞したため。
また、２０１７年８月３１日から９月２日に東京都で開催された「三菱電機 WORLD CHALLENGE 
CUP ２０１７」で日本代表選手に選出され出場し、３位に入賞したため。
また、２０１７年１０月２２日から２８日に中国・北京で開催された「２０１７IWBFアジアオセアニア
チャンピオンシップス（男子）大会」で日本代表選手に選出され出場し、３位に入賞し、銅メダル
を獲得した。これにより、２０１８年８月にドイツ・ハンブルクで開催される「２０１８IWBF世界選手
権」への出場権を獲得したため。
また、２０１７年１１月１０日から１２日に北九州市で開催された「２０１７北九州チャンピオンズカッ
プ国際車椅子バスケットボール大会」で日本代表選手に選出され出場し、優勝したため。

電気電子工学科生 ２０１７年１０月２２日に大阪府で開催された関西学生囲碁連盟主催の「平成２９年度学生囲碁王座
戦関西地区予選」において、Ｅブロックトーナメントで優勝し、日本学生王座戦に出場するため。

外国語学科生 ２０１７年１０月２９日に大阪府で開催された「第３５回全国中国語スピーチコンテスト大阪府大会」
において、朗読の部で３位に入賞したため。

法律学科生 ２０１７年１０月１４日から１５日に日本棋院ネット対局にて開催された囲碁・将棋チャンネル、囲碁プレミ
アム主催「第二期囲碁プレミアム杯Ｇ１グランプリ有段クラス」において、第三位に入賞したため。

アーチェリー部生 ２０１７年１０月７日から９日に広島県で開催された「第２９回全日本学生フィールドアーチェリー個
人選手権大会」に出場したため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（二塁手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、最優秀選手賞とベストナイン賞（遊撃手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、最優秀投手賞に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、打点王とベストナイン賞（外野手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（外野手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（一塁手部門）に選抜され、表彰されたため。

バドミントン部生
枚方支部生

２０１７年８月１０日から１４日に岐阜県で開催された「第７１回関西薬学生バドミントン大会」にお
いて、男子シングルスで３位に入賞したため。

研究活動賞〈個人〉

薬学科生 ２０１７年８月２６日から２８日に早稲田大学で開催された「第５７回日本先天異常学会学術総会」
において、ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年８月２６日に京都薬科大学で開催された日本薬学会薬理系薬学部会主催「次世代を担
う創薬・医療薬理シンポジウム２０１７」において、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年１０月１４日に兵庫医療大学で開催された「第６７回日本薬学会近畿支部総会・大会」に
おいて、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年１０月１４日に兵庫医療大学で開催された「第６７回日本薬学会近畿支部総会・大会」に
おいて、優秀ポスター賞を受賞したため。

2. 大学院生
研究活動賞〈個人〉

理工学研究科
社会開発工学専攻生

２０１７年５月２５日から２６日に東京大学生産技術研究所で開催された「日本写真測量学会平成
２９年次学術講演会」において、学術講演会論文賞を受賞したため。

理工学研究科
生産開発専攻生

２０１７年３月２５日に「一般社団法人日本人間工学会関西支部大会」において、優秀発表賞を受
賞したため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

２０１７年５月２７日（土）に大阪工業大学大宮キャンパスで開催された「平成２９年度土木学会関
西支部年次学術講演会」において、優秀発表賞を受賞したため。

理工学研究科
生命科学専攻生

２０１７年２月１１日から１２日に新潟市で開催された「第２７回生物試料分析科学会・年次学術集
会」において、優秀演題賞を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

２０１７年３月２４日から２７日に仙台市で開催された「日本薬学会第１３７年会」において、優秀発
表賞（ポスター発表の部）を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

２０１７年３月２４日から２７日に仙台市で開催された「日本薬学会第１３７年会」において、優秀発
表賞（口頭発表の部）を受賞したため。また、発表した内容が講演ハイライトとして取り上げら
れ、報道機関用の広報資料に掲載されたため。

1. 学部生
課外活動賞〈団体〉

陸上競技部 2017年9月8日（金）に福井運動公園陸上競技場で開催された「天皇賜盃第86回日本学生陸
上競技対校選手権大会」において、男子4*100mRに出場したため。

陸上競技部 2018年2月11日（日）に三重県亀山市で開催された亀山市体育協会主催「第64回亀山市駅
伝競走大会」において、一般の部で総合優勝したため。

陸上競技部 2017年7月9日（日）に紀三井寺陸上競技場で開催された「第91回和歌山県陸上競技選手権
大会」において、男子4*400mRで優勝したため。

課外活動賞〈個人〉

Ｄ科生
2017年11月18日（土）に大阪大学で開催された「全国大学ビブリオバトル2017首都決戦関
西Eブロック地区決勝」に出場し、準チャンプ本に選出され、2017年12月17日（日）によみうり
大手町ホールで開催された「全国大学ビブリオバトル2017首都決戦に出場したため。
また、同内容が2018年1月31日（水）付読売新聞全国版に掲載されたため。

陸上競技部生（３名）
2017年8月26日（土）に高知県立春野総合運動公園陸上競技場で開催された「第65回四国
陸上競技選手権大会兼第59回四国四県対抗陸上競技大会」において、男子走高跳で2位に入
賞、男子100m、200ｍで3位に入賞したため。

陸上競技部生 2017年9月9日（土）に福井運動公園陸上競技場で開催された「天皇賜盃第86回日本学生陸
上競技対校選手権大会」において、男子200mに出場したため。

陸上競技部生 2017年9月3日（日）に兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場で開催された「第85回近畿陸
上競技選手権大会」において、男子3000mSCで3位に入賞したため。

陸上競技部生 2017年10月17日（火）にヤンマーフィールド長居で開催された「2017関西学生陸上競技種
目別選手権大会」において、男子走高跳で2位に入賞したため。

陸上競技部生（２名） 2017年10月20日（金）にパロマ瑞穂スタジアムで開催された「第33回Ｕ20日本陸上競技選
手権大会」において、男子110ｍＨ、男子走高跳に出場したため。

陸上競技部生（３名）
2017年9月14日（木）にヤンマーフィールド長居で開催された「2017関西学生新人陸上競技
選手権大会」において、男子110mHで2位に入賞、男子棒高跳で3位に入賞、男子三段跳で2
位に入賞したため。

研究活動賞〈団体〉
住環境デザイン学科
岩田研究室

寝屋川市が実施したサクラプロジェクトに協力し、2017年12月15日（金）付で寝屋川市長よ
り感謝状を授与されたため。

住環境デザイン学科
榊研究室

2017年12月2日、16日に萱島まちづくりセンターで開催された大阪府・寝屋川市主催「第１
回、第２回防災まちづくりワークショップin萱島東」に協力し、寝屋川市長より感謝状を授与され
たため。また、その様子が2018年1月15日付NHK総合「ニュースほっと関西」、2018年1月16
日付NHK総合「おはよう関西」で放送されたため。

経済学科
植杉研究室

2017年9月22日（金）に東京ビッグサイトで開催された「2017年度産学連携ツーリズムセミ
ナー」において、最優秀賞を受賞したため。

経済学科
植杉研究室

2017年11月23日（木・祝）に日本銀行本店で開催された「第13回日銀グランプリ」において、
最優秀賞を受賞したため。また、翌日11月24日（金）にNHK「おはよう日本」でインタビューされ
た内容が放送されたため。

理工学研究科・学部
都市文化共生デザイン研究室

藤・家築建代近（」）年5和昭（邸木八・園里香「るあで源資築建の和昭の市川屋寝に月2年8102
井厚二設計）の保存活用に関わる成果が各種専門誌に掲載されたため。

研究活動賞〈個人〉

建築学科生 2017年12月14日に三協立山株式会社三協アルミ社主催「未来のとびらコンテスト2017（大
学生版）」において、特別賞を受賞したため。

都市環境工学科生
2017年11月11日（土）に国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所が開催さした「平成29
年度ふれあい土木展　第5回研究室対抗関西土木リーグ」において、ポスター発表を行い、特
別賞を受賞したため。

2. 大学院生
研究活動賞〈個人〉

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年9月11日から13日に九州大学で開催された「土木学会平成29年度全国大会・第72
回年次学術講演会」において、優秀講演者に選出されたため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年8月12日から31日に2017年度地球共生ワークショップ「End to End]に協力し、
Sagkeengの酋長と評議会等に鷲の羽を３枚共同受賞したため。また、同活動が2017年8月
30日付CTV（カナダ全国放送）で報道されたため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年9月23日に谷口工務店主催の「木の家設計グランプリ2017」に入賞し、萩野寿也賞を
受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

2017年11月14日（火）から15日（水）に鳥取県で開催された「第40回フッ素化学討論会」にお
いて、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

2017年10月28日（土）から11月1日（水）にカナダ・パンフで開催された「第10回国際プロテ
アーゼ学会」において、Travel Awardを受賞したため。

活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
　　　　　
参加方法：

私たち留学生サポーターは、主に長期・短
期留学生の日本での生活をサポートする団
体です。活動内容は、留学生の日常生活の
サポートや留学生と私たちが交流するため
のイベントを企画し、実行します。活動を通
して留学生と仲良くなることもできます！　
国際交流に興味のある方、ぜひ留学生サ
ポーターで活動してみませんか？
週１回程度（主にお昼休み）
3号館４階（国際交流センター隣）　　　
ミーティング室
国際交流センターで申し込み

留学生サポーター留学生サポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
参加方法：

私たちは、「大学をこんな風に変えてやりた
い！！」といった野心ある人や「いろんな学生
のために役立つことをしてみたい！！」といっ
た優しさあふれる人、「様々な企画を通して
多くの人と話してみたい」といった好奇心
旺盛な人たちを求めています。私たちの活
動は様々な人との繋がりの上で成り立って
います。大学生活中に何かしてみたいこと
があるなら、是非ご連絡ください。
週に一回程度　昼休み
５号館１階　学生課
５号館１階学生課まで

ピアサポーターピアサポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
　　　　　
参加方法：

「摂南大学にもっと女子を増やして学校を
もっと華やかに、活発に、賑やかにする！」こ
とを目的とした団体です。WEBサイトでの
PR活動や、オープンキャンパスで女子カ
フェイベントを実施しています。また、
ファッション誌とのコラボ企画やテレビ番
組出演、学食の新メニュー開発を行いまし
た。とても貴重な経験ができます！あなたの
女子力も活かして一緒に活動しませんか？
週1回～月2回　お昼休みのミーティング
7号館7階　第2会議室（寝屋川）　　　　
3号館3階　323教室（枚方）
4月に行う事前説明会に参加してください。
詳細はポスターならびにポータルサイトに
てお知らせします。

SETSUNAN GIRLS PRESSSETSUNAN GIRLS PRESS

学生による学生のための
ボランティア活動

国際交流に興味のある方、
大歓迎です！

盛り上げよう！
オープンキャンパス！

女子による女子のための
女子広報プロジェクト

活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
参加方法：

サポーター活動を通して、本に親しみ、読書
の楽しみを広げ、図書館の利用促進を図る
ことを目的としています。主な活動は「ビブ
リオバトル」「マイフェイバリットブックス」な
どのイベント参加や運営、「摂大文化大賞」
のサポート、「図書館報」寄稿、「サポーター
ミーティング」などです。「こんなにも本
LOVEなのに、思いを共有できる仲間がい
ない…。」という方、ぜひ参加ください！
月1～2回程度、お昼休みなどの空き時間
図書館本館（寝屋川キャンパス）
「図書館学生サポーター加入申込書」（図書
館カウンターに設置）に記入のうえ、同カウ
ンターに提出してください。

図書館学生サポーター図書館学生サポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
　　　　　
活動場所：
参加方法：

私達はイベント・プレゼン・展示の３つの
班に分かれてオープンキャンパスに向けて
日々活動をしています。部員数も多く、普
段は皆楽しく活動していますが、オープン
キャンパス当日や定期的に行う会議の時は
切り替えてまじめに取り組んでいます。人
との関わりがたくさんあるので自分の成長
に繋がると思います。一緒にオープンキャ
ンパスを盛り上げましょう！
オープンキャンパス当日・前日　　　　　
会議は毎月第２・４木曜日の18：30～
寝屋川３号館４階　学生活動ルーム
春と秋に学内に掲出する新入部員募集のポ
スターを見てください。

アドミッションスタッフアドミッションスタッフ
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
　　　　　
活動場所：
参加方法：

学内の清掃活動を中心に、無駄な電力削減
のための消灯活動・CO２の削減にもつな
がる緑化活動など、キャンパス内の環境を
よくするために活動しています。昨年や学
内廃棄物のリユースを目的として、排油石
けんやペットボトルツリーの作成にも取り
組みました。活動内容に興味のある方はぜ
ひご参加下さい。
毎週火曜日　２限終了後　　　　　　　　
※参加者の履修状況などで調整します。
学内（寝屋川キャンパス）
寝屋川５号館１階　学生課まで

Campus Clean Supporter （C.C.S.）Campus Clean Supporter （C.C.S.）

快適なキャンパスライフを
私たちの手で！

農学部特設サイト（http://www.setsunan.ac.jp/nogaku/）

枚方キャンパス
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課外活動、研究活動等で功績のあった学生に対し学長表彰を行い、学長より表彰状と副賞を授与しました。
表彰式では、学長より受賞者へ日々の努力に対する祝辞がありました。学長表彰

2017年度 第2回学長表彰 2017年度 第3回学長表彰

学生プロジェクトの紹介クラブ以外にも活躍の場がある！

本が好きな人、
図書館が好きな人、

大歓迎！

２０２０年４月 農学部 開設（設置構想中）― 大阪府下で唯一の「農学部」 ―
農学部では、農作物の生産、食品加工、食育、食農ビジネスの基礎および学科ごとの専門分野について学修します。
更に、地域社会と連携し、生活の質向上や健康社会の実現への展開を含めた学修も積極的に取り入れます。

農業生産学科農業生産学科

応用生物科学科応用生物科学科

食品栄養学科食品栄養学科

食農ビジネス学科食農ビジネス学科

農作物の生産とその問題点の解
決策、並びに省力、高収量、
高品質生産を可能にする新たな
農業・先端的農業を学修します。

地域社会の健康、医療、食育な
どに貢献できる「農」の幅広い知
識を持った管理栄養士を目指し、
臨床栄養、栄養教育、給食管理、
公衆栄養などを学修します。

植物や微生物に関する基礎的
知識をはじめとして、発酵、遺
伝子操作、情報処理などの先
端的な知識・技術を学修します。

農産物および食品の生産・流
通・消費などについて、国内
のみならずグローバルな視点に
立って、経済や経営、マーケティ
ングなどの面から学修します。

1. 学部生
課外活動賞〈団体〉

経済学科 ２０１７年９月１６日から１８日に高知県で開催された「第３３回全国フットサル大会」に社会人チーム
（カレビッチFC）として出場し、優勝したため。

エコシビル部 ２０１７年７月２日に京都府で開催された「天若湖アートプロジェクト２０１７」に参加した様子が、同
年７月１７日付毎日新聞に掲載されたため。

エコシビル部 ２０１７年９月９日から１０日に福岡大学で開催された「第１０回いい川・いい川づくりワークショッ
プ」において、準グランプリを受賞したため。

準硬式野球部生
枚方支部

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、優勝したため。

硬式庭球部生
枚方支部

２０１７年８月１５日から２３日に石川県で開催された「第７１回関西薬学生連盟硬式庭球部大会」
において、女子団体戦で優勝したため。

課外活動賞〈個人〉

住環境デザイン
学科生

２０１７年６月８日から１６日にカナダ・トロントで開催された「IWBF男子U２３車椅子バスケット
ボール選手権」でU２３日本代表選手に選出され出場し、４位に入賞したため。
また、２０１７年８月３１日から９月２日に東京都で開催された「三菱電機 WORLD CHALLENGE 
CUP ２０１７」で日本代表選手に選出され出場し、３位に入賞したため。
また、２０１７年１０月２２日から２８日に中国・北京で開催された「２０１７IWBFアジアオセアニア
チャンピオンシップス（男子）大会」で日本代表選手に選出され出場し、３位に入賞し、銅メダル
を獲得した。これにより、２０１８年８月にドイツ・ハンブルクで開催される「２０１８IWBF世界選手
権」への出場権を獲得したため。
また、２０１７年１１月１０日から１２日に北九州市で開催された「２０１７北九州チャンピオンズカッ
プ国際車椅子バスケットボール大会」で日本代表選手に選出され出場し、優勝したため。

電気電子工学科生 ２０１７年１０月２２日に大阪府で開催された関西学生囲碁連盟主催の「平成２９年度学生囲碁王座
戦関西地区予選」において、Ｅブロックトーナメントで優勝し、日本学生王座戦に出場するため。

外国語学科生 ２０１７年１０月２９日に大阪府で開催された「第３５回全国中国語スピーチコンテスト大阪府大会」
において、朗読の部で３位に入賞したため。

法律学科生 ２０１７年１０月１４日から１５日に日本棋院ネット対局にて開催された囲碁・将棋チャンネル、囲碁プレミ
アム主催「第二期囲碁プレミアム杯Ｇ１グランプリ有段クラス」において、第三位に入賞したため。

アーチェリー部生 ２０１７年１０月７日から９日に広島県で開催された「第２９回全日本学生フィールドアーチェリー個
人選手権大会」に出場したため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（二塁手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、最優秀選手賞とベストナイン賞（遊撃手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、最優秀投手賞に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、打点王とベストナイン賞（外野手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（外野手部門）に選抜され、表彰されたため。

準硬式野球部生
枚方支部生

２０１７年８月６日から１０日に福井県で開催された「平成２９年度関西薬学生連盟準硬式野球大
会」において、ベストナイン（一塁手部門）に選抜され、表彰されたため。

バドミントン部生
枚方支部生

２０１７年８月１０日から１４日に岐阜県で開催された「第７１回関西薬学生バドミントン大会」にお
いて、男子シングルスで３位に入賞したため。

研究活動賞〈個人〉

薬学科生 ２０１７年８月２６日から２８日に早稲田大学で開催された「第５７回日本先天異常学会学術総会」
において、ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年８月２６日に京都薬科大学で開催された日本薬学会薬理系薬学部会主催「次世代を担
う創薬・医療薬理シンポジウム２０１７」において、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年１０月１４日に兵庫医療大学で開催された「第６７回日本薬学会近畿支部総会・大会」に
おいて、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学科生 ２０１７年１０月１４日に兵庫医療大学で開催された「第６７回日本薬学会近畿支部総会・大会」に
おいて、優秀ポスター賞を受賞したため。

2. 大学院生
研究活動賞〈個人〉

理工学研究科
社会開発工学専攻生

２０１７年５月２５日から２６日に東京大学生産技術研究所で開催された「日本写真測量学会平成
２９年次学術講演会」において、学術講演会論文賞を受賞したため。

理工学研究科
生産開発専攻生

２０１７年３月２５日に「一般社団法人日本人間工学会関西支部大会」において、優秀発表賞を受
賞したため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

２０１７年５月２７日（土）に大阪工業大学大宮キャンパスで開催された「平成２９年度土木学会関
西支部年次学術講演会」において、優秀発表賞を受賞したため。

理工学研究科
生命科学専攻生

２０１７年２月１１日から１２日に新潟市で開催された「第２７回生物試料分析科学会・年次学術集
会」において、優秀演題賞を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

２０１７年３月２４日から２７日に仙台市で開催された「日本薬学会第１３７年会」において、優秀発
表賞（ポスター発表の部）を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

２０１７年３月２４日から２７日に仙台市で開催された「日本薬学会第１３７年会」において、優秀発
表賞（口頭発表の部）を受賞したため。また、発表した内容が講演ハイライトとして取り上げら
れ、報道機関用の広報資料に掲載されたため。

1. 学部生
課外活動賞〈団体〉

陸上競技部 2017年9月8日（金）に福井運動公園陸上競技場で開催された「天皇賜盃第86回日本学生陸
上競技対校選手権大会」において、男子4*100mRに出場したため。

陸上競技部 2018年2月11日（日）に三重県亀山市で開催された亀山市体育協会主催「第64回亀山市駅
伝競走大会」において、一般の部で総合優勝したため。

陸上競技部 2017年7月9日（日）に紀三井寺陸上競技場で開催された「第91回和歌山県陸上競技選手権
大会」において、男子4*400mRで優勝したため。

課外活動賞〈個人〉

Ｄ科生
2017年11月18日（土）に大阪大学で開催された「全国大学ビブリオバトル2017首都決戦関
西Eブロック地区決勝」に出場し、準チャンプ本に選出され、2017年12月17日（日）によみうり
大手町ホールで開催された「全国大学ビブリオバトル2017首都決戦に出場したため。
また、同内容が2018年1月31日（水）付読売新聞全国版に掲載されたため。

陸上競技部生（３名）
2017年8月26日（土）に高知県立春野総合運動公園陸上競技場で開催された「第65回四国
陸上競技選手権大会兼第59回四国四県対抗陸上競技大会」において、男子走高跳で2位に入
賞、男子100m、200ｍで3位に入賞したため。

陸上競技部生 2017年9月9日（土）に福井運動公園陸上競技場で開催された「天皇賜盃第86回日本学生陸
上競技対校選手権大会」において、男子200mに出場したため。

陸上競技部生 2017年9月3日（日）に兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場で開催された「第85回近畿陸
上競技選手権大会」において、男子3000mSCで3位に入賞したため。

陸上競技部生 2017年10月17日（火）にヤンマーフィールド長居で開催された「2017関西学生陸上競技種
目別選手権大会」において、男子走高跳で2位に入賞したため。

陸上競技部生（２名） 2017年10月20日（金）にパロマ瑞穂スタジアムで開催された「第33回Ｕ20日本陸上競技選
手権大会」において、男子110ｍＨ、男子走高跳に出場したため。

陸上競技部生（３名）
2017年9月14日（木）にヤンマーフィールド長居で開催された「2017関西学生新人陸上競技
選手権大会」において、男子110mHで2位に入賞、男子棒高跳で3位に入賞、男子三段跳で2
位に入賞したため。

研究活動賞〈団体〉
住環境デザイン学科
岩田研究室

寝屋川市が実施したサクラプロジェクトに協力し、2017年12月15日（金）付で寝屋川市長よ
り感謝状を授与されたため。

住環境デザイン学科
榊研究室

2017年12月2日、16日に萱島まちづくりセンターで開催された大阪府・寝屋川市主催「第１
回、第２回防災まちづくりワークショップin萱島東」に協力し、寝屋川市長より感謝状を授与され
たため。また、その様子が2018年1月15日付NHK総合「ニュースほっと関西」、2018年1月16
日付NHK総合「おはよう関西」で放送されたため。

経済学科
植杉研究室

2017年9月22日（金）に東京ビッグサイトで開催された「2017年度産学連携ツーリズムセミ
ナー」において、最優秀賞を受賞したため。

経済学科
植杉研究室

2017年11月23日（木・祝）に日本銀行本店で開催された「第13回日銀グランプリ」において、
最優秀賞を受賞したため。また、翌日11月24日（金）にNHK「おはよう日本」でインタビューされ
た内容が放送されたため。

理工学研究科・学部
都市文化共生デザイン研究室

藤・家築建代近（」）年5和昭（邸木八・園里香「るあで源資築建の和昭の市川屋寝に月2年8102
井厚二設計）の保存活用に関わる成果が各種専門誌に掲載されたため。

研究活動賞〈個人〉

建築学科生 2017年12月14日に三協立山株式会社三協アルミ社主催「未来のとびらコンテスト2017（大
学生版）」において、特別賞を受賞したため。

都市環境工学科生
2017年11月11日（土）に国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所が開催さした「平成29
年度ふれあい土木展　第5回研究室対抗関西土木リーグ」において、ポスター発表を行い、特
別賞を受賞したため。

2. 大学院生
研究活動賞〈個人〉

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年9月11日から13日に九州大学で開催された「土木学会平成29年度全国大会・第72
回年次学術講演会」において、優秀講演者に選出されたため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年8月12日から31日に2017年度地球共生ワークショップ「End to End]に協力し、
Sagkeengの酋長と評議会等に鷲の羽を３枚共同受賞したため。また、同活動が2017年8月
30日付CTV（カナダ全国放送）で報道されたため。

理工学研究科
社会開発工学専攻生

2017年9月23日に谷口工務店主催の「木の家設計グランプリ2017」に入賞し、萩野寿也賞を
受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

2017年11月14日（火）から15日（水）に鳥取県で開催された「第40回フッ素化学討論会」にお
いて、優秀ポスター賞を受賞したため。

薬学研究科
医療薬学専攻生

2017年10月28日（土）から11月1日（水）にカナダ・パンフで開催された「第10回国際プロテ
アーゼ学会」において、Travel Awardを受賞したため。

活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
　　　　　
参加方法：

私たち留学生サポーターは、主に長期・短
期留学生の日本での生活をサポートする団
体です。活動内容は、留学生の日常生活の
サポートや留学生と私たちが交流するため
のイベントを企画し、実行します。活動を通
して留学生と仲良くなることもできます！　
国際交流に興味のある方、ぜひ留学生サ
ポーターで活動してみませんか？
週１回程度（主にお昼休み）
3号館４階（国際交流センター隣）　　　
ミーティング室
国際交流センターで申し込み

留学生サポーター留学生サポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
参加方法：

私たちは、「大学をこんな風に変えてやりた
い！！」といった野心ある人や「いろんな学生
のために役立つことをしてみたい！！」といっ
た優しさあふれる人、「様々な企画を通して
多くの人と話してみたい」といった好奇心
旺盛な人たちを求めています。私たちの活
動は様々な人との繋がりの上で成り立って
います。大学生活中に何かしてみたいこと
があるなら、是非ご連絡ください。
週に一回程度　昼休み
５号館１階　学生課
５号館１階学生課まで

ピアサポーターピアサポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
　　　　　
参加方法：

「摂南大学にもっと女子を増やして学校を
もっと華やかに、活発に、賑やかにする！」こ
とを目的とした団体です。WEBサイトでの
PR活動や、オープンキャンパスで女子カ
フェイベントを実施しています。また、
ファッション誌とのコラボ企画やテレビ番
組出演、学食の新メニュー開発を行いまし
た。とても貴重な経験ができます！あなたの
女子力も活かして一緒に活動しませんか？
週1回～月2回　お昼休みのミーティング
7号館7階　第2会議室（寝屋川）　　　　
3号館3階　323教室（枚方）
4月に行う事前説明会に参加してください。
詳細はポスターならびにポータルサイトに
てお知らせします。

SETSUNAN GIRLS PRESSSETSUNAN GIRLS PRESS

学生による学生のための
ボランティア活動

国際交流に興味のある方、
大歓迎です！

盛り上げよう！
オープンキャンパス！

女子による女子のための
女子広報プロジェクト

活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
活動場所：
参加方法：

サポーター活動を通して、本に親しみ、読書
の楽しみを広げ、図書館の利用促進を図る
ことを目的としています。主な活動は「ビブ
リオバトル」「マイフェイバリットブックス」な
どのイベント参加や運営、「摂大文化大賞」
のサポート、「図書館報」寄稿、「サポーター
ミーティング」などです。「こんなにも本
LOVEなのに、思いを共有できる仲間がい
ない…。」という方、ぜひ参加ください！
月1～2回程度、お昼休みなどの空き時間
図書館本館（寝屋川キャンパス）
「図書館学生サポーター加入申込書」（図書
館カウンターに設置）に記入のうえ、同カウ
ンターに提出してください。

図書館学生サポーター図書館学生サポーター
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
　　　　　
活動場所：
参加方法：

私達はイベント・プレゼン・展示の３つの
班に分かれてオープンキャンパスに向けて
日々活動をしています。部員数も多く、普
段は皆楽しく活動していますが、オープン
キャンパス当日や定期的に行う会議の時は
切り替えてまじめに取り組んでいます。人
との関わりがたくさんあるので自分の成長
に繋がると思います。一緒にオープンキャ
ンパスを盛り上げましょう！
オープンキャンパス当日・前日　　　　　
会議は毎月第２・４木曜日の18：30～
寝屋川３号館４階　学生活動ルーム
春と秋に学内に掲出する新入部員募集のポ
スターを見てください。

アドミッションスタッフアドミッションスタッフ
活動内容：
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
活動日時：
　　　　　
活動場所：
参加方法：

学内の清掃活動を中心に、無駄な電力削減
のための消灯活動・CO２の削減にもつな
がる緑化活動など、キャンパス内の環境を
よくするために活動しています。昨年や学
内廃棄物のリユースを目的として、排油石
けんやペットボトルツリーの作成にも取り
組みました。活動内容に興味のある方はぜ
ひご参加下さい。
毎週火曜日　２限終了後　　　　　　　　
※参加者の履修状況などで調整します。
学内（寝屋川キャンパス）
寝屋川５号館１階　学生課まで

Campus Clean Supporter （C.C.S.）Campus Clean Supporter （C.C.S.）

快適なキャンパスライフを
私たちの手で！

農学部特設サイト（http://www.setsunan.ac.jp/nogaku/）

枚方キャンパス
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安全で快適なキャンパスライフのために安全で快適なキャンパスライフのために安全で快適なキャンパスライフのために
大学生が薬物の所持や使用、売買等の疑いで警察に逮捕される報道が多数あり
ます。“薬物は所持している時点で犯罪”です。中枢神経（脳）を中心に身体的に
も計り知れない影響があります。もし、みなさんに大麻などの薬物に関する何ら
かの勧誘があった場合は、断固として拒否し、決してかかわらないこと。また、
危険ドラッグも幻覚症状を引き起こす危険な薬物です。本学は、薬物の所持・
使用などあらゆる行為に対し、厳正な処分を行います。

大阪府でも2016年7月1日より自転車保険への加入を義務化する条例が施行
されました。
自転車で事故を起こして相手にケガをさせてしまった際に補償される保険への加
入が義務付けられます。つまり、個人賠償責任保険への加入が必要になります。
加入義務の対象となる自転車保険等とは、自転車事故により生じた他人の生命
又は身体の傷害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。いわゆ
る自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特
約、傷害保険に付帯するものなど、様々な種類があります。
また、自転車販売店で、自転車の点検整備を受けた際に付いてくるT Sマークな
どもあり、人に掛ける保険と自転車に掛ける保険の２種類があります。なお、事
業者向けには、業務の遂行によって生じた対人事故の傷害を賠償する施設賠償
保険等があります。

寝屋川キャンパスでは、怪我などやむを得ない場合を除き、自動車通学を禁止して
います。その理由は次のとおりです。
●自損、他損の交通事故が多発しており、重症、死亡事故等により休学、退学を余
儀なくされる恐れがあること
●通学時間帯には最寄駅から大学までの直通バスを増便するなど、公共交通機
関による通学が十分可能であること
●違法・迷惑駐車、騒音、交通妨害等により地域住民や近隣商業施設に多大な
迷惑をかけること

しかしながら、自動車で通学し近隣の商業施設（特にコンビニエンスストア、ホンダ
モトランド、かごの屋、パチンコ店）や大学内の駐車場に違法駐車をする学生が後
を絶ちません。この行為は各商業施設等に多大な迷惑をかけるだけでなく、業務
妨害、不法侵入などの犯罪にもなりかねません。
摂南大学の学生として、かつ、マナー・素養や常識的判断力を備えた社会人にな
ろうとする者として、絶対に他人に迷惑をかけることのないよう、みなさんの良識あ
る行動を強く望みます。
みなさんは入学時に保護者と連名で大学に対して自動車通学をしないことを誓約
しています。この誓約を破り自動車通学をした学生に対しては、学則等により「停
学」など厳しく処分します。

近年、健康面からも禁煙が社会の流れとなっており、公共施設や企業内でも禁
煙が推進されています。本学ではみなさんの健康を考え、キャンパス内に喫煙
コーナーを設置し分煙を実施しています。喫煙する学生は喫煙場所を必ず守ると
ともに禁煙について考えましょう。

電車やバスの中で、他人が大声で電話しているのを聞いて、「うるさいなぁ。外
で話したらいいのに」と思うことはありませんか？友達同士で仲良く通学すること
は、友情を深める大切な機会です。しかし時として会話が盛り上がり、大声で話
したり騒いだりしてしまうことがあります。特に通学中の電車やバス内で大声で話
すことは、他の乗客への迷惑行為になりますので、絶対にしないでください。
他の乗客から、「摂大生はうるさいなぁ」と思われてしまいますよ。
その他、次のマナーも守ってください。
●お年寄りや身体の不自由な方、妊婦の方などに席を譲る
●車内が込み合う場合は、できるだけ乗客が乗れるよう間を詰める
●電車・バスを待っている列に割り込みをしない

薬物は絶対ダメ！

大阪府は自転車保険への加入を義務化

寝屋川キャンパスは 自動車通学厳禁！

喫煙場所を守ろう

電車・バス内のマナーを守ろう！

クレジットカードの付帯保険 カード会員向けに付帯した保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険

会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
共　済
団体保険

個人賠償
責任保険

全労済、市民共済など
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険

自転車保険の種類 保険の概要
自転車向け保険 自転車事故に備えた保険

自転車で通学する場合は必ずこのルートを利用してください

西門

正門

東門

南門

菅原神社 石津元町交差点

終日
自転車通行
禁止！

菅原神社前交差点

府道13号（外環状線）

国道1号線

清掃車、搬入車のみ通行可

常時閉鎖

菅原神社方面からの
通行禁止

自転車駐輪場
自転車通用門

北門

国道170号（外環状線）

自転車駐輪場以外、
学内での自転車
通行禁止!!

自転車は
自転車通用門から
出入りすること！

キャンパス内は、自転車の走行を禁止します（自転車駐輪場は除く）。
駐輪場は、12号館横の自転車駐輪場のみです。
正門、東門、南門は、歩行者、バス等の出入りがあるため、終日自転車の入退
構を禁止します（南門～正門の通行も禁止）。12号館横の自転車通用門から入っ
てください。
守口方面から自転車で通学・通勤する場合は、府道13号線から石津元
町交差点を左折、外環状線沿いを走行してください。
「東門から出た方が家やバイト先が近い」「郵便局に用事がある」などの理由で自転
車通用門以外から出ることは一切認めません。

寝屋川キャンパス自転車通学ルート

Campus
Setsudai 何を夢見る？　摂大生のための学内情報誌

［摂大キャンパス］ 2018
March

3

vol.209

旅立ちの言葉

贈る言葉

卒業生から

恩師・在学生から

【講習日時・場所等】

講習日
4月 9日㈪
10月 1日㈪
 5月 2日㈬
 6月 4日㈪
 7月 2日㈪
 9月 3日㈪
11月 1日㈭
12月 3日㈪
 1月 9日㈬

18：30～19：30
842教室
未定

不要 無料

1,000円
当日受付にて
支払

必要

【申込場所】
総合サービスセンター内
運転免許案内所（5号館1階）
【申込期限】
講習日の前日まで

香里自動車教習所19：00～20：00

時　間 場　所 申込み 受講料

2018年度に新たにバイク通学を希望される学生は、（1）～（4）
に従い許可を受けてください。
　（1）以下の日程で実施される講習会を受講する。
　（2）バイク通学WEB申請により、ナンバープレートの番号など

を入力（登録）する。
　（3）学生課窓口でバイク通学許可シールを受け取る。
　（4）許可シールをバイクの後輪フェンダー（泥除け）またはボ

ディ後部に貼付ける。
　　  【有効期間：卒業まで】

寝屋川キャンパスのバイク通学について

【注意】
１．バイクの買い替えや修理等による代車の場合は、速やかに学生課で変更手続きを
行うこと。許可シールを紛失した場合も学生課に申し出ること。

２．警備員が駐輪場を巡回し、登録されたナンバープレートの番号、許可シールの双
方を確認する。どちらかが無い場合は、チェーンロックを行い、厳しく処分する。

３．他人の許可シールを貼っている場合は、窃盗とみなし、懲戒処分の対象とする。
許可された学生は、許可シールを他人に譲渡・販売しないこと。同じく懲戒処分
の対象とする。

4．2017年度に既に許可を受けている学生は、卒業まで有効としますので、更新は
不要です。

表紙学生インタビュー
リーダー研修会を開催しました！
学長表彰
学生プロジェクトの紹介
２０２０年４月 農学部 開設の紹介
安全で快適なキャンパスライフのために

表紙学生インタビュー
リーダー研修会を開催しました！
学長表彰
学生プロジェクトの紹介
２０２０年４月 農学部 開設の紹介
安全で快適なキャンパスライフのために

・永栄春花さん（薬学部）表紙／小西菜々恵さん（薬学部）・永栄春花さん（薬学部）


