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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

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

【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】

【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。

摂大キャンパス
2018年4月1日発行 Vol.210

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
薬物は絶対ダメ！

大阪府は自転車保険への加入を義務化

寝屋川キャンパスのバイク通学について

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！

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
April

4

vol.210

新入生に贈ることば

世のため　人のため　自分のため
学　長　八木　紀一郎

寝屋川キャンパス

　 2018 春風祭

キャンパスマップ・キャンパスカレンダー
新入生ふれあいキャンプに参加しようよ！
表紙学生インタビュー
これから奨学金を申し込む方へ
摂大キャンパス休刊にあたって
安全で快適なキャンパスライフのために

表紙（2017年度在学生代表）／谷　優佳さん（経営学部経営学科）

Pick up 学生
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学　長　　八木　紀一郎

世のため 人のため 自分のため
2018年　新入生におくることば

みなさん、ご入学おめでとうございます。
みなさんは、本学に入学して、学生・教職員
が構成する摂南大学という共同体（コミュニ
ティ）の一員になりました。みなさんが伸び
ることは、大学が伸びることです。

本学の「建学の精神」には「世のため、人
のため、地域のため」ということばが入って
います。しかし、「自分のため」と言っても良
いのです。みなさんが本学で有益な知識を学
び、それぞれの領域で役に立つ技能を身につ
けることは、みなさんが生きていくためです
が、同時に社会のためになります。

もちろんすぐれた知識・技能が悪用される
こともあります。また他の人の犠牲のうえに一
部の人の利益がはかられることもあります。
ですから善悪、あるいは公平性の判断力が
必要になります。

本学はみなさんが倫理性をそなえた専門
職業人に育ってほしいと考えています。みな
さんの活躍に期待します。

Setsudai Campus
vol.210

4. 2
3
5
6
7
9

10
11
12
13
16
17
18
19

20
23
24
25
26
27

5. 1
2

　新入生勧誘ビラ配布（キャンパス内・駐輪場・屋内除く）

　クラブ説明会（７号館前・１０号館前・中庭）

春風祭実行委員会
フォークソング music 研究部
吹奏楽部
少林寺拳法部
ブラック・ミュージック・アンサンブル同好会
軽音楽部・アーチェリー部
ａｃｔ（アプリ開発）

茶道部
合唱団同好会
演劇部同好会
PEP JOY CREW
演劇部同好会
摂大祭実行委員会
空手道部
ジャズクラブ同好会ＮＯＪ
チアリーディング部
春風祭実行委員会
予備日
予備日

月
火
木
金
土
月
火
水
木
金
月
火
水

木

金

月
火
水
木
金
火
水

※天候などの理由により日程を変更することがあります。

mon4.2
27

2O18

１２：３５～１３：１５（昼休み／ステージ企画）
１８：００～２０：３０（演劇部同好会のみ）

春風祭実行委員会主催

fri
クラブ紹介をお楽しみに！
２０１８年４月５日（木）、
１４時４０分からクラブ紹介を行います。
枚方キャンパスで活躍している１２団体＋サークルが
各々の魅力を最大限にアピール★
「どのクラブに入ろうかなぁ」と悩んでいるあなた、
必見ですよ！

寝屋川キャンパス寝屋川キャンパス

2O182O18

Welcome Festival

春風祭春風祭春風祭
寝屋川キャンパス

枚方キャンパス
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キャンパスマップ

9

10

11
5号館

6号館

2号館

3号館

4号館

7号館

1号館

13 5 6

7 8
4

2

5号館

7号館1号館

4号館

3号館

8号館

総合体育館

正門

13号館 部室棟

10号館11号館

多目的グラウンド

第2グラウンド

アーチェリーレンジ
テニスコート

第1グラウンド

摂南大学国際会館

12号館

9
枚方事務室 1
枚方キャンパス１号館１階

枚方事務室１には、教務係、学生係、就職部就職課枚方分室が
あります。
・教務係は、授業、履修、試験、成績、進級や卒業などの学業
に関する業務を行っています。
・学生係は、奨学金・学生貸付金、課外活動や学生生活全般に
関する業務を行っています。
　学業・卒業後の進路や、学生生活で困ったこと、分からないこ
となどがあれば、一人で悩まず枚方事務室に相談ください。
・就職部就職課枚方分室は、進路（就職）相談、求人票の公開、
推薦状の発行や就職に関する各種行事を開催し進路支援を
行っています。

枚方分館は薬学・看護の各学部に関連する図書を中心に各種資料
を取り揃え、頼りになるスタッフが常駐、資料や学習の相談を含め
日々の学習や教育研究の支援を行っています。通路から直接ウォー
クインできる２階がワンフロアの図書室で読書や学習に最適。隣に
は独立した閲覧室があり、長時間にわたる自習や必要に応じてグ
ループ学習なども可能です。また、読書ラリーを行っており気楽に
読書しながらポイントレースを楽しむなど、大いに図書館を利用して
有意義に過ごしましょう！

6
情報メディアセンター
寝屋川キャンパス 10号館４階

11 枚方キャンパス５号館４階
情報メディアセンターは、ポータルサイト・メールシ
ステムなどの情報システムや情報処理(演習)室・
CALL教室などの情報教育設備、無線LANなどのネッ
トワーク設備のコンピューター利用に関する窓口で
す。コンピューターのことで困ったことがあれば情報
メディアセンターにご相談ください。

7
保健室
寝屋川キャンパス３号館１階

9 枚方キャンパス１号館１階
保健室では定期健康診断の結果や来室記録などをもとに皆さんの健康管理をサポートし
ています。
学内での負傷や急病に対しての応急処置や医療機関の紹介、感染性疾患などの予防措
置・衛生管理、精神衛生指導も行っていますので、身体に不調を感じたときは気軽に
利用してください。

▲寝屋川キャンパス ▲枚方キャンパス

1
学生課
寝屋川キャンパス５号館１階

学生課はクラブ活動やボランティア、奨学金・
学生貸付金、国際会館（学生宿舎）、学生相談、
通学証明書の発行などの学生生活に関すること
の窓口です。学生生活において何か困ったこと
や不安があれば、また、どこに行けばよいか分
からない時はまずは学生課へ！みなさんの一生の
思い出に残る大学生活のために親身にサポート
します。

2
トレーニングセンター
寝屋川キャンパス総合体育館１階

トレーニングセンターにはエクササイズバイクやランニングマシンなどの本格的なマ
シンが揃い、専従のトレーナーがトレーニングやリハビリ、健康管理などの指導・
相談を行っています。個人の目的に合ったトレーニングができるので、日頃の運動
不足を解消したい人、ダイエットに励みたい人、競技能力を高めたい人はぜひトレー
ニングセンターへ足を運んでみてください。（利用するには講習の受講が必要です）

3
教務課
寝屋川キャンパス 11号館１階

教務課では、学生生活を送る中で重要となる授業、
履修、試験、成績、進級および卒業など学業全般
に関する業務を取り扱っている部署です。
入学後に少しでも不安なことがあれば、いつでも教
務課へ相談に来てください。
スタッフが皆様の学生生活を全力でサポートします！！

10 枚方キャンパス２号館２階
図書館枚方分館

資料の貸出し・返却、新聞・軽雑誌・学術雑誌の閲覧、
映像資料の視聴、閲覧室やラーニング・コモンズを使っ
ての個人やグループでの学習など、多用途に利用でき
ます。また、ノートパソコンの貸出しや、図書や文献の
取り寄せ、アドバイスが受けられるレファレンスなど、
種々のサービスを行っています。カウンターは１階と３階
にあります。図書館を有効に活用しましょう！

4
就職課
寝屋川キャンパス 10号館１階

9 枚方キャンパス１号館１階
就職課では進路（就職）相談、求人票の公開、
推薦状の発行や就職に関する各種行事を開催し
進路支援を行っています。　
「自分の将来のことで話を聞いてみたいな・・」
と思った時は、気軽に就職課に来てください。
先輩たちの就職先や仕事についての話を聞くこ
とができます。

8
国際交流センター
寝屋川キャンパス３号館４階

国際交流センターは留学生に関すること、海
外派遣プログラムに関すること、海外留学支
援に関することなど国際交流全般に関する窓
口です。留学の相談など、気軽に国際交流
センターに来てください！

5
図書館
寝屋川キャンパス 10号館
地下１階・1階～３階

4 April 5 May 6 June 7 July 8 August 9 September 10 October 11 November 12 December 1 January

2 February 3 March

※掲載内容は予定であり、変更することがあります。

Campus mapCampus map
枚方キャンパス
Hirakata Campus

寝屋川キャンパス
Neyagawa Campus

・文化会合同研究発表会
　（寝屋川キャンパス）

・体育会・文化会
　フレッシュマンキャンプ

・常翔学園３大学
　課外活動団体交流戦（体育会）

・七夕祭＠寝屋川キャンパス

・前期期末試験

・夏期休暇開始

・各クラブ夏合宿

・ゼミ合宿

・後期授業開始

・前期成績表交付

・体育会各クラブ秋季リーグ戦

・オータムフェスタ
　（寝屋川キャンパス）

・摂大祭＠寝屋川キャンパス

・摂友祭＠枚方キャンパス

・学園創立記念日（10月30日）

・常翔学園３大学
　課外活動団体交流会
　（文化会）

・クリスマスフェスタ
　＠寝屋川キャンパス

・冬期休暇開始

・後期授業再開

・後期期末試験

・後期期末試験

・文化会・体育会
　リーダー研修会

・学年末成績表交付

・学位記授与式（卒業式）

・新入生ふれあいキャンプ
　（２回目）

・入学宣誓式（入学式）

・新入生ガイダンス

・前期授業開始

・春風祭（新入生歓迎祭）
　＠寝屋川キャンパス

・体育会各クラブ春季リーグ戦

・新入生ふれあいキャンプ
　（１回目）

摂大★キャンパスカレンダー2018

常翔学園３大学課外活動団体交流会摂友祭常翔学園３大学課外活動団体交流戦春風祭 摂大祭
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多目的グラウンド

第2グラウンド

アーチェリーレンジ
テニスコート

第1グラウンド

摂南大学国際会館

12号館

9
枚方事務室 1
枚方キャンパス１号館１階

枚方事務室１には、教務係、学生係、就職部就職課枚方分室が
あります。
・教務係は、授業、履修、試験、成績、進級や卒業などの学業
に関する業務を行っています。
・学生係は、奨学金・学生貸付金、課外活動や学生生活全般に
関する業務を行っています。
　学業・卒業後の進路や、学生生活で困ったこと、分からないこ
となどがあれば、一人で悩まず枚方事務室に相談ください。
・就職部就職課枚方分室は、進路（就職）相談、求人票の公開、
推薦状の発行や就職に関する各種行事を開催し進路支援を
行っています。

枚方分館は薬学・看護の各学部に関連する図書を中心に各種資料
を取り揃え、頼りになるスタッフが常駐、資料や学習の相談を含め
日々の学習や教育研究の支援を行っています。通路から直接ウォー
クインできる２階がワンフロアの図書室で読書や学習に最適。隣に
は独立した閲覧室があり、長時間にわたる自習や必要に応じてグ
ループ学習なども可能です。また、読書ラリーを行っており気楽に
読書しながらポイントレースを楽しむなど、大いに図書館を利用して
有意義に過ごしましょう！

6
情報メディアセンター
寝屋川キャンパス 10号館４階

11 枚方キャンパス５号館４階
情報メディアセンターは、ポータルサイト・メールシ
ステムなどの情報システムや情報処理(演習)室・
CALL教室などの情報教育設備、無線LANなどのネッ
トワーク設備のコンピューター利用に関する窓口で
す。コンピューターのことで困ったことがあれば情報
メディアセンターにご相談ください。

7
保健室
寝屋川キャンパス３号館１階

9 枚方キャンパス１号館１階
保健室では定期健康診断の結果や来室記録などをもとに皆さんの健康管理をサポートし
ています。
学内での負傷や急病に対しての応急処置や医療機関の紹介、感染性疾患などの予防措
置・衛生管理、精神衛生指導も行っていますので、身体に不調を感じたときは気軽に
利用してください。

▲寝屋川キャンパス ▲枚方キャンパス

1
学生課
寝屋川キャンパス５号館１階

学生課はクラブ活動やボランティア、奨学金・
学生貸付金、国際会館（学生宿舎）、学生相談、
通学証明書の発行などの学生生活に関すること
の窓口です。学生生活において何か困ったこと
や不安があれば、また、どこに行けばよいか分
からない時はまずは学生課へ！みなさんの一生の
思い出に残る大学生活のために親身にサポート
します。

2
トレーニングセンター
寝屋川キャンパス総合体育館１階

トレーニングセンターにはエクササイズバイクやランニングマシンなどの本格的なマ
シンが揃い、専従のトレーナーがトレーニングやリハビリ、健康管理などの指導・
相談を行っています。個人の目的に合ったトレーニングができるので、日頃の運動
不足を解消したい人、ダイエットに励みたい人、競技能力を高めたい人はぜひトレー
ニングセンターへ足を運んでみてください。（利用するには講習の受講が必要です）

3
教務課
寝屋川キャンパス 11号館１階

教務課では、学生生活を送る中で重要となる授業、
履修、試験、成績、進級および卒業など学業全般
に関する業務を取り扱っている部署です。
入学後に少しでも不安なことがあれば、いつでも教
務課へ相談に来てください。
スタッフが皆様の学生生活を全力でサポートします！！

10 枚方キャンパス２号館２階
図書館枚方分館

資料の貸出し・返却、新聞・軽雑誌・学術雑誌の閲覧、
映像資料の視聴、閲覧室やラーニング・コモンズを使っ
ての個人やグループでの学習など、多用途に利用でき
ます。また、ノートパソコンの貸出しや、図書や文献の
取り寄せ、アドバイスが受けられるレファレンスなど、
種々のサービスを行っています。カウンターは１階と３階
にあります。図書館を有効に活用しましょう！

4
就職課
寝屋川キャンパス 10号館１階

9 枚方キャンパス１号館１階
就職課では進路（就職）相談、求人票の公開、
推薦状の発行や就職に関する各種行事を開催し
進路支援を行っています。　
「自分の将来のことで話を聞いてみたいな・・」
と思った時は、気軽に就職課に来てください。
先輩たちの就職先や仕事についての話を聞くこ
とができます。

8
国際交流センター
寝屋川キャンパス３号館４階

国際交流センターは留学生に関すること、海
外派遣プログラムに関すること、海外留学支
援に関することなど国際交流全般に関する窓
口です。留学の相談など、気軽に国際交流
センターに来てください！

5
図書館
寝屋川キャンパス 10号館
地下１階・1階～３階

4 April 5 May 6 June 7 July 8 August 9 September 10 October 11 November 12 December 1 January

2 February 3 March

※掲載内容は予定であり、変更することがあります。

Campus mapCampus map
枚方キャンパス
Hirakata Campus

寝屋川キャンパス
Neyagawa Campus

・文化会合同研究発表会
　（寝屋川キャンパス）

・体育会・文化会
　フレッシュマンキャンプ

・常翔学園３大学
　課外活動団体交流戦（体育会）

・七夕祭＠寝屋川キャンパス

・前期期末試験

・夏期休暇開始

・各クラブ夏合宿

・ゼミ合宿

・後期授業開始

・前期成績表交付

・体育会各クラブ秋季リーグ戦

・オータムフェスタ
　（寝屋川キャンパス）

・摂大祭＠寝屋川キャンパス

・摂友祭＠枚方キャンパス

・学園創立記念日（10月30日）

・常翔学園３大学
　課外活動団体交流会
　（文化会）

・クリスマスフェスタ
　＠寝屋川キャンパス

・冬期休暇開始

・後期授業再開

・後期期末試験

・後期期末試験

・文化会・体育会
　リーダー研修会

・学年末成績表交付

・学位記授与式（卒業式）

・新入生ふれあいキャンプ
　（２回目）

・入学宣誓式（入学式）

・新入生ガイダンス

・前期授業開始

・春風祭（新入生歓迎祭）
　＠寝屋川キャンパス

・体育会各クラブ春季リーグ戦

・新入生ふれあいキャンプ
　（１回目）

摂大★キャンパスカレンダー2018

常翔学園３大学課外活動団体交流会摂友祭常翔学園３大学課外活動団体交流戦春風祭 摂大祭
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いつも摂大キャンパスをご愛読いただきありがとうございます。

摂大キャンパスは2018年４月１日発行の210号をもって休刊することとなりました。

1975年、摂南大学開学と同時に創刊の小誌は新聞Ａ２サイズ１枚が初刊とされています。

以後、40年余、学生、教職員の皆様ならびに印刷・製本等関係する方々のご支持のもと、

創刊以来の目標である「学生に活きた情報を提供する」に邁進することが叶いました。

しかしながら、初刊より高度に成長した現代において、情報媒体の多様化等に伴い、本号

をもって、一旦情報誌としての役割を終えさせていただきます。

この度の突然の休刊のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、長年の

ご愛読とご鞭撻に心より感謝申し上げる次第です。
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楽しすぎて帰りたくないコール続出！

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
“大学生活に慣れるかな～、友達できるかな～”と不安に思っていませんか？　
そんな人はぜひ「新入生ふれあいキャンプ」に参加しましょう！
みんなで野外ゲームをしたり、一緒に夕食を作ったり、キャンプファイヤーで歌ったり…と楽
しいプログラムがいっぱい！　新入生全員が対象なので、同じ学部だけでなく他学部の友達も
できるビッグチャンス！　先輩学生がすべて企画・運営し、丁寧に接してくれるので、これか
ら始まる新生活の不安も一気に解消できます。
ぜひこのキャンプに参加して、実り多い大学生活をスタートさせてください。

○実施日：〈第１回目〉４月２１日（土）～２２日（日）１泊２日
　　　　　〈第２回目〉５月１２日（土）～１３日（日）１泊２日
　　　　　※１回目は寝屋川キャンパスに所属する学生のみ、
　　　　　　２回目は合同で実施します。
○場　所：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」
　　　　　（京都府宇治市西笠取）
　　　　　※宿泊はテントではなく、近代的な宿泊施設を使います。
　　　　　　大きなお風呂や食堂も完備されています。

○内　容：仲間作りゲーム、キャンプファイヤー、アウトドアクッキング など
○移　動：大学から現地までの往復チャーターバスを利用します。
○指導員：摂南大学学生（先輩）、教職員およびキャンプ指導員
○費　用：2,000円
【注意】申込み時に前払い。キャンセルの場合も返金できません。

摂大キャンパス休刊にあたって
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申し込みから参加までの流れ

❶ web（moodle）で申し込み！（期間４月3日（火）17時 ～ 7日（土）17時）
詳しくはガイダンス時に配布する文書を確認してください。

「学部・学科」、「学籍番号」、
「氏名」、「性別」、「携帯電話番号」、
「メールアドレス」　など

開催日程のうち
　・第１希望の日程
　・第２希望の日程
　・どちらでもよい

【注意】
１．後日、参加可否の返信メールが届きます。
２．先着順ですので、定員をオーバーした時点で受付を終了します。
３．参加人数が偏った場合は、こちらで調整することがあります。その場合は改めて相談のメールをお送りします。
４．４月3日（火）17時前に送信した人は「フライング」として「無効」となるので十分注意してください。
５．club_132_volunteerstaffs@edu.setsunan.ac.jpのアドレスを着信拒否設定すると、こちらからのメールが届かなくなりますので、着信拒否設定を必ず解除してください。

❸ 事前説明会に出席！
学生スタッフが事前説明会を実施しますので、必ず参加してください。

【寝屋川】
日時：4月16日（月）
　　　１８時3０分～１９時００分
場所：５５１教室（５号館５階）

【枚　方】
日時：4月17日（火）
　　　１８時3０分～１９時００分
場所：321教室（3号館2階）

❷ 参加費を支払い！←【注意】現金での支払ではありません！！
参加可能のメールが届いた人は、参加費用２,000円の証紙を購入
してください。
※証紙発行機であらかじめ購入した証紙を持参のうえお越しください。

証紙を忘れずに持ってきてください。支払のない場合は、参加許可を取り消します。
なお、支払い後にキャンセルした場合も返金できません。

日時：4月12日（木）・4月13日（金）
　　　12時30分～ 13時20分
場所：【寝屋川】プレゼンテーションロビー（1号館1階）
　　　【枚　方】枚方事務室1（1号館1階）
証紙発行機の設置場所：【寝屋川キャンパス】教務課（11号館1階）
　　　　　　　　　　　【枚　方キャンパス】枚方事務室（1号館1階）

SETSU
D

A
I N

A
VI

これから奨学金を申し込む方へ 説明会開催 奨学金を希望する学生は、該当する説明会に本人が出席してください。
（外国人留学生は対象外）

対象学部・研究科 年　次 日　時 場　所

理工学部・外国語学部

法学部・経営学部・経済学部

薬学部・看護学部

理工学部・外国語学部・法学部・
経営学部・経済学部

奨学金の種類

日本学生支援機構奨学金
（貸与制）

学内一般奨学金
（給付制/出願資格は２年次以上）

日本学生支援機構奨学金
（貸与制）
学内奨学金
（給付制）

全年次

全年次

２～４年次

２～５年次

６年次

4月9日（月）
12：40 ～ 13：10

4月10日（火）
12：40 ～ 13：10

4月2日（月）
15：10 ～ 15：40

4月5日（木）
14：00 ～ 14：30

4月6日（金）
12：40 ～ 13：10

4月11日（水）・12日（木）
（どちらかの日程に出席ください）

12：40 ～ 13：10

4月10日（火）
12：40 ～ 13：10

寝屋川キャンパス
551教室（5号館5階）

枚方キャンパス
551教室（5号館5階）

寝屋川キャンパス
551教室（5号館5階）

枚方キャンパス
322教室（3号館2階）

枚方キャンパス
321教室（3号館2階）

寝屋川キャンパス
1122教室（11号館2階）

枚方キャンパス
432教室（4号館3階）

枚方キャンパス
721教室（7号館2階）

4月5日（木）
14：30 ～ 15：00

所属学部の説明会に出席できない場
合は他学部の説明会に必ず出席して
ください

学生課厚生係(寝屋川キャンパスの学生)
寝屋川キャンパス5号館1階　TEL.072-839-9107

枚方事務室学生係(枚方キャンパスの学生)
枚方キャンパス1号館1階　　TEL.072-866-3100

奨学金に関する
お問い合わせ先

理工学研究科・経済経営学研究科・
法学研究科・国際言語文化研究科

薬学研究科

看護学研究科

注１：説明会に出席しない方は、出願資格がありません。出席できない場合は、事前に学生課（枚方事務室）までご連絡ください。ただし、アルバイト等の理由は原則認めません。
注２：貸与制は、卒業後返還が必要です。　注３：摂南大学学生海外留学規定により留学中の学生は、ポータルサイトの案内を確認してください。

薬学部・看護学部

薬学部

学
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2016年12月、入学宣誓式「在学生代表」募集のポスターを見て、応募
した谷さんは元々、UNGL（西日本学生リーダーズ・スクール）に所属
しており、そこでの活動で自分自身が変わっている実感を得ていまし
た。その経験を一人でも多くの人に伝えたいと思い、「在学生代表」に
応募しました。オーディションを勝ち抜き、在学生代表としてスピー
チなどの練習を行う過程で、「多くの教職員と関わりを持つことができ
たことが財産になった。高校までとは違い、大学では学校行事に参加
する機会が少なく、必然的に学校への帰属意識が薄れてしまう。もっ
と、自分の大学を愛して、教職員と一緒に大学に関わっていける。」と
語ってくれました。
「不安はみんなある。失敗してもいい。とにかく行動してみて、チャン
スはたくさんあるから。」と一歩を踏み出す勇気の大切さをこれからも
伝えていきたいと語ってくれました。

■2017年度入学宣誓式「在学生代表」

新入生に一言 一生懸命たのしんで！経営学部経営学科
谷　優佳

学生



Apr.1.2018｜07Apr.1.2018｜06

SETSU
D

A
I N

A
VI

いつも摂大キャンパスをご愛読いただきありがとうございます。

摂大キャンパスは2018年４月１日発行の210号をもって休刊することとなりました。

1975年、摂南大学開学と同時に創刊の小誌は新聞Ａ２サイズ１枚が初刊とされています。

以後、40年余、学生、教職員の皆様ならびに印刷・製本等関係する方々のご支持のもと、

創刊以来の目標である「学生に活きた情報を提供する」に邁進することが叶いました。

しかしながら、初刊より高度に成長した現代において、情報媒体の多様化等に伴い、本号

をもって、一旦情報誌としての役割を終えさせていただきます。

この度の突然の休刊のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、長年の

ご愛読とご鞭撻に心より感謝申し上げる次第です。
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楽しすぎて帰りたくないコール続出！

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
“大学生活に慣れるかな～、友達できるかな～”と不安に思っていませんか？　
そんな人はぜひ「新入生ふれあいキャンプ」に参加しましょう！
みんなで野外ゲームをしたり、一緒に夕食を作ったり、キャンプファイヤーで歌ったり…と楽
しいプログラムがいっぱい！　新入生全員が対象なので、同じ学部だけでなく他学部の友達も
できるビッグチャンス！　先輩学生がすべて企画・運営し、丁寧に接してくれるので、これか
ら始まる新生活の不安も一気に解消できます。
ぜひこのキャンプに参加して、実り多い大学生活をスタートさせてください。

○実施日：〈第１回目〉４月２１日（土）～２２日（日）１泊２日
　　　　　〈第２回目〉５月１２日（土）～１３日（日）１泊２日
　　　　　※１回目は寝屋川キャンパスに所属する学生のみ、
　　　　　　２回目は合同で実施します。
○場　所：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」
　　　　　（京都府宇治市西笠取）
　　　　　※宿泊はテントではなく、近代的な宿泊施設を使います。
　　　　　　大きなお風呂や食堂も完備されています。

○内　容：仲間作りゲーム、キャンプファイヤー、アウトドアクッキング など
○移　動：大学から現地までの往復チャーターバスを利用します。
○指導員：摂南大学学生（先輩）、教職員およびキャンプ指導員
○費　用：2,000円
【注意】申込み時に前払い。キャンセルの場合も返金できません。

摂大キャンパス休刊にあたって
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申し込みから参加までの流れ

❶ web（moodle）で申し込み！（期間４月3日（火）17時 ～ 7日（土）17時）
詳しくはガイダンス時に配布する文書を確認してください。

「学部・学科」、「学籍番号」、
「氏名」、「性別」、「携帯電話番号」、
「メールアドレス」　など

開催日程のうち
　・第１希望の日程
　・第２希望の日程
　・どちらでもよい

【注意】
１．後日、参加可否の返信メールが届きます。
２．先着順ですので、定員をオーバーした時点で受付を終了します。
３．参加人数が偏った場合は、こちらで調整することがあります。その場合は改めて相談のメールをお送りします。
４．４月3日（火）17時前に送信した人は「フライング」として「無効」となるので十分注意してください。
５．club_132_volunteerstaffs@edu.setsunan.ac.jpのアドレスを着信拒否設定すると、こちらからのメールが届かなくなりますので、着信拒否設定を必ず解除してください。

❸ 事前説明会に出席！
学生スタッフが事前説明会を実施しますので、必ず参加してください。

【寝屋川】
日時：4月16日（月）
　　　１８時3０分～１９時００分
場所：５５１教室（５号館５階）

【枚　方】
日時：4月17日（火）
　　　１８時3０分～１９時００分
場所：321教室（3号館2階）

❷ 参加費を支払い！←【注意】現金での支払ではありません！！
参加可能のメールが届いた人は、参加費用２,000円の証紙を購入
してください。
※証紙発行機であらかじめ購入した証紙を持参のうえお越しください。

証紙を忘れずに持ってきてください。支払のない場合は、参加許可を取り消します。
なお、支払い後にキャンセルした場合も返金できません。

日時：4月12日（木）・4月13日（金）
　　　12時30分～ 13時20分
場所：【寝屋川】プレゼンテーションロビー（1号館1階）
　　　【枚　方】枚方事務室1（1号館1階）
証紙発行機の設置場所：【寝屋川キャンパス】教務課（11号館1階）
　　　　　　　　　　　【枚　方キャンパス】枚方事務室（1号館1階）
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これから奨学金を申し込む方へ 説明会開催 奨学金を希望する学生は、該当する説明会に本人が出席してください。
（外国人留学生は対象外）

対象学部・研究科 年　次 日　時 場　所

理工学部・外国語学部

法学部・経営学部・経済学部

薬学部・看護学部

理工学部・外国語学部・法学部・
経営学部・経済学部

奨学金の種類

日本学生支援機構奨学金
（貸与制）

学内一般奨学金
（給付制/出願資格は２年次以上）

日本学生支援機構奨学金
（貸与制）
学内奨学金
（給付制）

全年次

全年次

２～４年次

２～５年次

６年次

4月9日（月）
12：40 ～ 13：10

4月10日（火）
12：40 ～ 13：10

4月2日（月）
15：10 ～ 15：40

4月5日（木）
14：00 ～ 14：30

4月6日（金）
12：40 ～ 13：10

4月11日（水）・12日（木）
（どちらかの日程に出席ください）

12：40 ～ 13：10

4月10日（火）
12：40 ～ 13：10

寝屋川キャンパス
551教室（5号館5階）

枚方キャンパス
551教室（5号館5階）

寝屋川キャンパス
551教室（5号館5階）

枚方キャンパス
322教室（3号館2階）

枚方キャンパス
321教室（3号館2階）

寝屋川キャンパス
1122教室（11号館2階）

枚方キャンパス
432教室（4号館3階）

枚方キャンパス
721教室（7号館2階）

4月5日（木）
14：30 ～ 15：00

所属学部の説明会に出席できない場
合は他学部の説明会に必ず出席して
ください

学生課厚生係(寝屋川キャンパスの学生)
寝屋川キャンパス5号館1階　TEL.072-839-9107

枚方事務室学生係(枚方キャンパスの学生)
枚方キャンパス1号館1階　　TEL.072-866-3100

奨学金に関する
お問い合わせ先

理工学研究科・経済経営学研究科・
法学研究科・国際言語文化研究科

薬学研究科

看護学研究科

注１：説明会に出席しない方は、出願資格がありません。出席できない場合は、事前に学生課（枚方事務室）までご連絡ください。ただし、アルバイト等の理由は原則認めません。
注２：貸与制は、卒業後返還が必要です。　注３：摂南大学学生海外留学規定により留学中の学生は、ポータルサイトの案内を確認してください。

薬学部・看護学部

薬学部

学
　部

大
学
院

寝
屋
川
の
み

2016年12月、入学宣誓式「在学生代表」募集のポスターを見て、応募
した谷さんは元々、UNGL（西日本学生リーダーズ・スクール）に所属
しており、そこでの活動で自分自身が変わっている実感を得ていまし
た。その経験を一人でも多くの人に伝えたいと思い、「在学生代表」に
応募しました。オーディションを勝ち抜き、在学生代表としてスピー
チなどの練習を行う過程で、「多くの教職員と関わりを持つことができ
たことが財産になった。高校までとは違い、大学では学校行事に参加
する機会が少なく、必然的に学校への帰属意識が薄れてしまう。もっ
と、自分の大学を愛して、教職員と一緒に大学に関わっていける。」と
語ってくれました。
「不安はみんなある。失敗してもいい。とにかく行動してみて、チャン
スはたくさんあるから。」と一歩を踏み出す勇気の大切さをこれからも
伝えていきたいと語ってくれました。

■2017年度入学宣誓式「在学生代表」

新入生に一言 一生懸命たのしんで！経営学部経営学科
谷　優佳
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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

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

【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】

【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。

摂大キャンパス
2018年4月1日発行 Vol.210

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
薬物は絶対ダメ！

大阪府は自転車保険への加入を義務化

寝屋川キャンパスのバイク通学について

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！

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
April

4

vol.210

新入生に贈ることば

世のため　人のため　自分のため
学　長　八木　紀一郎

寝屋川キャンパス

　 2018 春風祭

キャンパスマップ・キャンパスカレンダー
新入生ふれあいキャンプに参加しようよ！
表紙学生インタビュー
これから奨学金を申し込む方へ
摂大キャンパス休刊にあたって
安全で快適なキャンパスライフのために

表紙（2017年度在学生代表）／谷　優佳さん（経営学部経営学科）

Pick up 学生




