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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

【講習日時・場所等】
講習日

10 月 2 日㈪

11 月 1 日㈬

12 月 1 日㈮

1 月 9 日㈫

842教室 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1週間前まで

香里自動車教習所

18：20～19：20

19：00～20：00

時　間 場　所 申込み 受講料

バイク通学許可シール

みほん

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「自動車通学禁止にかかる誓約書」を全員が
提出し、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

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。
　　  （学生課窓口／ 9：00～17：00）
　（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2017年4月1日～ 2018年3月31日】

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！

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。
国際会館に住んでいる方も、同様に石津元町交差点から通学してください。極力
徒歩で来学してください。

寝屋川キャンパス自転車通学ルート

【注意】
１．バイクの買い替えや修理等による代車の場合は、速やかに変更手続きを行うこと。

許可シールを紛失した場合は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。
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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］

職員紹介
学生食堂新名称決定

2017年度 第一回学長表彰
CCS（キャンパス・クリーン・サポーター）は…トイレをきれいにしたい！
トレーニングセンター／学生相談室利用案内／保健室より
安全で快適な学生生活のために

表紙／摂大祭実行委員会　西田祐之介委員長・摂友祭実行委員会　松田美幸委員長
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第43回 摂大祭第43回 摂大祭 第6回 摂友祭第6回 摂友祭



Oct.1.2017｜03Oct.1.2017｜02

The 43rd

The 6th

NEXT

7
（土）

８
（日）

９
（祝）

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

オープニング
ゆりかご

チアリーディング部
10：00～11：20

吹奏楽部

演舞祭

10：00～11：00

借り物
クイズ

11：00～
11：50

10：00～
10：50

ランキング当て

11：10～12：10

アマチュアバンド

11：30～12：30

アマチュアバンド

12：00～13：30

ベストカップルshow

12：20～13：20

大道芸人

13：20～
13：50

マジシャン

12：40～
13：10

ボランティア
スタッフズ

15：40～
16：30

カラオケ大会

16：40～17：50

ブラック・ミュージック・
アンサンブル

芸人漫才

13：50～
14：30

セツロック

13：30 ～ 15：30

【体育館】アーティストライブ
ファンキー加藤／チャラン・ポ・ランタン／ THE BEAT GARDEN

開場／ 15：00　開演／ 16：00

PEP JOY CREW

14：00～15：30

チャリティービンゴ

14：40～15：50

軽音楽部 Setsu Sonic 2017
18：00～20：00

【体育館】セツコレ
18：00～20：00

ジャズクラブ
同好会NOJ

17：40～
18：20

ゲーム大会

18：50~20：00

エンディング

18：30～19：30

18：00～
18：40

16：00～
16：50

フォークソングmusic
研究部

17：00～
17：50

10.9（月・祝）

10
8（日）

寝屋川キャンパス総合体育館２階アリーナ

第43回 摂大祭

第6回 摂友祭

摂大祭実行委員長一押し！  目玉企画 time schedule

健康フォーラム
メディカルショー 2017

プレナース体験

学外団体協力

10：00～
16：00

  2つのキャンパスをつなぐ
無料シャトルバス運行

実行委員長 西田祐之介

※全席指定　※3歳以上有料
※2歳未満のお子様は膝上鑑賞は無料。但し、お席が必要な場合は有料。
※会場にエレベーターはありません。車イス等で補助が必要な場合は事前にご連絡ください。

15：00開場・16：00開演

■チケット情報
学内 寝屋川キャンパス

学外 一般販売

販売期間：9/18（月・祝）～10/8（月）
販売時間：12：30～17：00
販売場所：10号館1階 他

枚方キャンパス
販 売 日：お問合せください
販売時間：お問合せください
販売場所：お問合せください

プレイガイド：イープラス（http://eplus.jp）／ローチケ（http://l-tike.com）
　　　　　チケットぴあ（http://t.pia.jp/）

販売期間：10/1（日）10：00～（予定）

2,000円　※学生証・職員証の呈示を求めます。　※購入は1人10枚まで

2,500円

詳細な問い合わせ先 摂大祭実行委員会　渉外局　TEL：072-839-3322

テーマ

摂大祭を通して得られる経験を糧に将来やりたい事、なりたい
職業へむけて一歩踏み出し、摂大祭を一つの通過点だと思って
次に進んでほしいという思いが込められています。
このテーマに沿って、今年の摂大祭はより大きくそして認知度を
上げたいと思い、様々な新しいことに挑戦したいと考えています。

テーマ

枚方キャンパスでは、第 6 回摂友際を開催します。
地域の方々に医療系学部ならではの学園祭を楽しんで
もらいたいと様々な企画を準備しており、医療に対し
て驚きや新たな発見を提供できるものにしたいと考え
ています。また、学生有志のダンスなどのステージ
企画や模擬店も多数出展予定です。
ご家族全員が楽しく学べる学園祭にぜひお越しく
ださい。

皆さんはじめまして第43回摂大祭
実行委員長の西田祐之介です。今年
も皆さんと楽しめる企画やアーティ
ストライブ、お笑い芸人のステージ
などたくさん用意しております。皆
さんが目一杯楽しめるようにスタッ
フ一同で摂大祭を盛り上げていきま
す！
摂大祭に是非お越しください。

「毎日の健康を考える」をテーマに、薬局薬剤師と薬剤師の卵
である学生がスタッフとなり、お薬相談や健康測定器による健
康チェック（体組成・脳年齢・骨密度など）を行います。また、
お肌チェック・健康相談･こども薬局・メイクアップアドバイ
スなども実施します。【予定】

枚方公済病院の協力のもと心肺蘇生法講
習会を行います。受講者には受講証をお渡
しします。家族や友人など大切な命を救う
方法を学びませんか？
さらに、今年は、星ヶ丘医療センターか
ら助産師をお迎えし、「お母さんのお腹で
つながっていた自分を思い出してみよう～
きずな～」をテーマにしたローリスク分娩
についての講習会も新たに実施します。

●大道芸人とマジシャンによるパフォーマンス
　（メインステージ、13：20～13：50）

●誰が一番うまい!?　カラオケ大会
　（メインステージ、16：40～17：50）

●白熱必至!!　ゲーム大会
　（メインステージ、18：50～20：00）

●ゲストを招いての特別講演会
　（551教室、13：00～14：30）

学内イベント情報

10.7
（土）
1日目

●爆笑必須!!　お笑いライブ
　（メインステージ、13：50～14：30）

●景品を当てろ!!　チャリティービンゴ
　（メインステージ、14：40～15：50）

●今年も開催!　
　Ms. & Mr. UNIVERSITY of SETSUNAN 
　COLLECTION（セツコレ）
　（総合体育館アリーナ、18：00～20：00）

10.8
（日）
2日目

10.9
（月・祝）

3日目

●ベストカップルshow♡
　（メインステージ、12：20～13：20）

●音楽好きにはたまらないSetsuRock!!
　（メインステージ、13：30～15：30）

●アーティストによるライブパフォーマンス　
　（総合体育館アリーナ、開場/15：00　開演/16：00）

●ベストカップルshow♡
　（メインステージ、12：20～13：20）

●音楽好きにはたまらないSetsuRock!!
　（メインステージ、13：30～15：30）

●アーティストによるライブパフォーマンス　
　（総合体育館アリーナ、開場/15：00　開演/16：00）

〈女性限定〉ナース服を着て、記念撮影ができます。
11：00～12：00 ／ 13：00～15：00

摂友 6 （ロック） FES

摂南大学の学園祭を丸ごと楽しんじゃいましょう♪　詳細は摂大祭ホームページをチェック！

同時開催

中高生大学体験事業

心肺蘇生法
講習会
❶11：00～
❷14：00～

HIV
予防啓発
コーナー

献血実施
10：00～16：00

マタニティー
相談会
❶10：00～
❷13：00～

●開会式 
　10：00～10：10

●模擬店紹介 
　10：15～11：15

●仮装コンテスト 
　11：20～12：00

●ゲスト企画 
　12：00～13：00

●有志ダンス① 
　13：15～13：35

●企画（ジェスチャーゲーム　他） 
　13：40～14：30

●有志ダンス② 
　14：35～14：55

●表彰式 
　15：00～15：15

●閉会式 
　15：15～15：30

●ビンゴ大会 
　15：30～16：00

●開会式 
　10：00～10：10

●模擬店紹介 
　10：15～11：15

●仮装コンテスト 
　11：20～12：00

●ゲスト企画 
　12：00～13：00

●有志ダンス① 
　13：15～13：35

●企画（ジェスチャーゲーム　他） 
　13：40～14：30

●有志ダンス② 
　14：35～14：55

●表彰式 
　15：00～15：15

●閉会式 
　15：15～15：30

●ビンゴ大会 
　15：30～16：00

●摂友祭の詳細な情報は
　QRコードから！

●PBL 中間報告会 
　→ 4号館1階せっちゃん食堂（10/7のみ）
●全国ビブリオ予選大会
　→ 10号館1階ラーニングコモンズ（10/7のみ）
●理工学部テクノ広場
　→ 1号館1階テクノ広場
●地域連携センターパネル展示
　→ 1号館1階テクノ広場
●海外派遣成果報告会
　→ 10号館3階プチテアトル
●キッズランド
　→ 5号館1階学生課前談話室
●プレイランド
　→ 5号館1階コンビニ前談話室
●似顔絵
　→正門中庭
●特別講演会（企画課）
　→551教室（10/7のみ）
●法学部糟谷先生による講演会「移民・難民問題」
　→ 10号館3階プチテアトル（10/9のみ）

▲

ファンキー加藤

▲

THE BEAT GARDEN

▲

チャラン・ポ・ランタン

S e t s u d a i s a i

Artist Live

●アーティストライブやステージ企画など、摂大祭の詳細な情報はQRコードからご覧ください！
※スケジュール等は予告なく変更する場合があります。

●ベストカップルshow♡
　（メインステージ、12：20～13：20）

●音楽好きにはたまらないSetsuRock!!
　（メインステージ、13：30～15：30）

●アーティストによるライブパフォーマンス　
　（総合体育館アリーナ、開場/15：00　開演/16：00）

●PBL 中間報告会 
　→ 4号館1階せっちゃん食堂（10/7のみ）
●全国ビブリオ予選大会
　→ 10号館1階ラーニングコモンズ（10/7のみ）
●理工学部テクノ広場
　→ 1号館1階テクノ広場
●地域連携センターパネル展示
　→ 1号館1階テクノ広場
●海外派遣成果報告会
　→ 10号館3階プチテアトル
●キッズランド
　→ 5号館1階学生課前談話室
●プレイランド
　→ 5号館1階コンビニ前談話室
●似顔絵
　→正門中庭
●特別講演会（企画課）
　→551教室（10/7のみ）
●法学部糟谷先生による講演会「移民・難民問題」
　→ 10号館3階プチテアトル（10/9のみ）
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ブラック・ミュージック・
アンサンブル

芸人漫才

13：50～
14：30

セツロック

13：30 ～ 15：30

【体育館】アーティストライブ
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10.9（月・祝）

10
8（日）

寝屋川キャンパス総合体育館２階アリーナ

第43回 摂大祭

第6回 摂友祭

摂大祭実行委員長一押し！  目玉企画 time schedule

健康フォーラム
メディカルショー 2017

プレナース体験

学外団体協力

10：00～
16：00

  2つのキャンパスをつなぐ
無料シャトルバス運行

実行委員長 西田祐之介

※全席指定　※3歳以上有料
※2歳未満のお子様は膝上鑑賞は無料。但し、お席が必要な場合は有料。
※会場にエレベーターはありません。車イス等で補助が必要な場合は事前にご連絡ください。

15：00開場・16：00開演

■チケット情報
学内 寝屋川キャンパス

学外 一般販売

販売期間：9/18（月・祝）～10/8（月）
販売時間：12：30～17：00
販売場所：10号館1階 他

枚方キャンパス
販 売 日：お問合せください
販売時間：お問合せください
販売場所：お問合せください

プレイガイド：イープラス（http://eplus.jp）／ローチケ（http://l-tike.com）
　　　　　チケットぴあ（http://t.pia.jp/）

販売期間：10/1（日）10：00～（予定）

2,000円　※学生証・職員証の呈示を求めます。　※購入は1人10枚まで

2,500円

詳細な問い合わせ先 摂大祭実行委員会　渉外局　TEL：072-839-3322

テーマ

摂大祭を通して得られる経験を糧に将来やりたい事、なりたい
職業へむけて一歩踏み出し、摂大祭を一つの通過点だと思って
次に進んでほしいという思いが込められています。
このテーマに沿って、今年の摂大祭はより大きくそして認知度を
上げたいと思い、様々な新しいことに挑戦したいと考えています。

テーマ

枚方キャンパスでは、第 6 回摂友際を開催します。
地域の方々に医療系学部ならではの学園祭を楽しんで
もらいたいと様々な企画を準備しており、医療に対し
て驚きや新たな発見を提供できるものにしたいと考え
ています。また、学生有志のダンスなどのステージ
企画や模擬店も多数出展予定です。
ご家族全員が楽しく学べる学園祭にぜひお越しく
ださい。

皆さんはじめまして第43回摂大祭
実行委員長の西田祐之介です。今年
も皆さんと楽しめる企画やアーティ
ストライブ、お笑い芸人のステージ
などたくさん用意しております。皆
さんが目一杯楽しめるようにスタッ
フ一同で摂大祭を盛り上げていきま
す！
摂大祭に是非お越しください。

「毎日の健康を考える」をテーマに、薬局薬剤師と薬剤師の卵
である学生がスタッフとなり、お薬相談や健康測定器による健
康チェック（体組成・脳年齢・骨密度など）を行います。また、
お肌チェック・健康相談･こども薬局・メイクアップアドバイ
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枚方公済病院の協力のもと心肺蘇生法講
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●大道芸人とマジシャンによるパフォーマンス
　（メインステージ、13：20～13：50）

●誰が一番うまい!?　カラオケ大会
　（メインステージ、16：40～17：50）

●白熱必至!!　ゲーム大会
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●ゲストを招いての特別講演会
　（551教室、13：00～14：30）

学内イベント情報

10.7
（土）
1日目
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　Ms. & Mr. UNIVERSITY of SETSUNAN 
　COLLECTION（セツコレ）
　（総合体育館アリーナ、18：00～20：00）

10.8
（日）
2日目

10.9
（月・祝）

3日目

●ベストカップルshow♡
　（メインステージ、12：20～13：20）

●音楽好きにはたまらないSetsuRock!!
　（メインステージ、13：30～15：30）

●アーティストによるライブパフォーマンス　
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摂南大学の学園祭を丸ごと楽しんじゃいましょう♪　詳細は摂大祭ホームページをチェック！

同時開催
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●摂友祭の詳細な情報は
　QRコードから！

●PBL 中間報告会 
　→ 4号館1階せっちゃん食堂（10/7のみ）
●全国ビブリオ予選大会
　→ 10号館1階ラーニングコモンズ（10/7のみ）
●理工学部テクノ広場
　→ 1号館1階テクノ広場
●地域連携センターパネル展示
　→ 1号館1階テクノ広場
●海外派遣成果報告会
　→ 10号館3階プチテアトル
●キッズランド
　→ 5号館1階学生課前談話室
●プレイランド
　→ 5号館1階コンビニ前談話室
●似顔絵
　→正門中庭
●特別講演会（企画課）
　→551教室（10/7のみ）
●法学部糟谷先生による講演会「移民・難民問題」
　→ 10号館3階プチテアトル（10/9のみ）
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　→ 10号館1階ラーニングコモンズ（10/7のみ）
●理工学部テクノ広場
　→ 1号館1階テクノ広場
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①出身大学　②なぜ、大学職員になったか　③学生に一言

オイシス

Oisisの新しい名称が決定しました

摂南大学で働くフレッシュサポーターを紹介します♪
窓口にお越しの際は、ぜひ、お声がけください！

庶務課

梅原　聡
①立命館大学
②学生時代に大学の職員と関わる
機会が多く、学生と向き合う仕事
姿やその熱意に惹かれ、入職を
希望しました。
③何かに一生懸命になったり、将来
のことを考えたり、学生生活では
様々な体験が待っています。そん
なみなさんの貴重な学生生活を傍
でサポートできる事を嬉しく思い
ます。ぜひ自分らしい学生生活を
過ごしてください。

学生課

金田　大地
①摂南大学
②学生時代、職員の方々にお世話
になったため、次は自分が学生の
サポートをやりたいと思ったから
です｡
③４年間の大学生活は大変貴重な
時間です。だからこそ、課外活動
やアルバイトなど何事も最後まで
やり続けてください。きっとその
経験は今後の人生に役立つと思
います。今後のみなさんの活躍を
期待しています。

国際交流センター

池田　春香
①摂南大学
②留学生のサポートをする学生団体
での活動を通して、サポートがで
きる仕事に就きたいと思ったから
です。
③国際交流センターでは、外国語
学部以外の方でも参加可能な海
外派遣プログラムを用意していま
す。学内の留学生と交流できる機
会等も設けていますので、海外に
興味のある方は気軽に国際交流
センターに来てください！

昨年、Oisis（オイシス）の名称変更案をたくさんご応募いただきあり
がとうございました。摂南大学と株式会社常翔ウェルフェアで協議し
た結果、新しい名称は「せっちゃん食堂」に決まりました！新しい名称
となり、様々なメニューを提供していきますので、お楽しみに！

外国語学部事務室

藤木　陽子
①関西学院大学
②学校法人の事務職員という職種が
自分の性格に合っているから。
③学生のうちに、悔いのない有意義
な学生生活を送ってください。い
ろんな国を訪れ視野を広げたり、
その国の文化を知ったりすること
をお勧めします。これからも勉学
等に励んでください。応援してい
ます。

教務課

藤岡　侑里

職員紹介

①立命館大学
②さまざまな面から学生の成長をサ
ポートすることができる大学での
仕事に魅力を感じ、職員を目指し
ました。
③大学生活の4年間ないし6年間を
活かすも殺すも自分次第です。是
非恐れずいろいろなことに挑戦し
て、何か一つでも夢中になれる、
打ち込めるものを見つけてほしい
なと思います。悔いのない大学生
活を送ってください。

就職課

深谷　知広
①甲南大学
②自身の就職活動の期間を通じて、
どこにも利害関係のない立場で純
粋な就職支援を行いたいと感じた
ため。
③様々なことに積極的に取り組み、
無駄だと思うこと・回り道だと思
うことをたくさんしてください。多
くの経験を積み、自分の本当にや
りたいことを見つけてください。そ
れを、就職活動に活かしともに乗
り切りましょう！！

国際交流センター

出水　宏輝
①摂南大学
②自分のしたいことをしながら、可能
性に満ち溢れている学生たちのフォ
ローやアドバイスが出来たらいいな
と思い、嘱託職員になりました。
③自分が「したい」と思ったときにし
ないままでいると後悔が残り、次
に「しておけばよかった」と思う頃
には就職しないといけなくなりま
す。そうならないために、価値の
ある時間を過ごしてほしいと思い
ます。相談事や話したいことがあ
れば、いつでも国際交流センター
（３号館４階）までお越しください。

OIT 梅田タワーのレストランにお越しください

リストランテ翔21
営業時間 17:30 ～ 22:30（オーダーストップ21:30）

提供料理

リストランテ翔21

イタリア料理

提供料理 和食、西洋料理を中心とした料理

〒530-0013
大阪市北区茶屋町１番45号 大阪工業大学梅田OITタワー 21F

TEL.06-6147-6681
菜の花食堂 TEL.06-6147-7262

FAX.06-6147-6682

菜の花食堂
場　　所 ｢リストランテ翔21（ディナータイム）｣は、朝昼は｢菜

の花食堂｣になります。談話室は利用できません。

営業時間 8:00 ～ 14:30（　　　　　　　　　　　　　）［朝食提供時間］18:00 ～10:00
［昼食提供時間］10:45 ～14:00

そ の 他 どのような事でもお気軽にお問い合わせください。

予　　約 少人数様から予約を受け付けさせていただきます。

メニュー プリフィックススタイルで、自身でお好みのコースを
作り上げていただけます。
Cena A　4,000 円（税抜）

前菜、プリモ ピアット、セカンド ピアット、ドルチェま
たはチーズ、エスプレッソまたはコーヒーまたは紅茶

Cena B　6,000 円（税抜）
Cena Aに、お魚料理とお口直しのグラニテをお付
けしたフルコース、さらに10,000円、15,000円、
20,000円(いずれも税抜)のコースもございます。
アラカルトメニューもご用意しております。

メニュー 朝　食
鮭定食300円(税込)、唐揚げ定食300円(税込)など

昼　食
昼食600円、１種類だけ。１回のみお皿に盛り放題
料理は15種類程度

常翔学園設置学校の学生生徒および常翔学園の教職員
は、身分証明書の提示がある場合に朝食200円、昼食
400円になります。貸　　切 貸切は次の金額以上の御料理、御飲物を予約され

た方のみ貸切となります。
全席80万円以上、ホール・テラス（談話室は除く）
60万円以上、ホール（談話室・テラスは除く）40
万円以上、談話室１（12人席）12万円以上、談話
室２（10人席）10万円以上、談話室１.２（22人席）
20万円以上

常翔ウェルフェア 
マスコットキャラクター
ウェルくんフェアちゃん

10月2日（月）～10月4日（水）

せっちゃん食堂リニューアルフェアを

開催します！

みんな食べにきてね～☆
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のことを考えたり、学生生活では
様々な体験が待っています。そん
なみなさんの貴重な学生生活を傍
でサポートできる事を嬉しく思い
ます。ぜひ自分らしい学生生活を
過ごしてください。

学生課

金田　大地
①摂南大学
②学生時代、職員の方々にお世話
になったため、次は自分が学生の
サポートをやりたいと思ったから
です｡
③４年間の大学生活は大変貴重な
時間です。だからこそ、課外活動
やアルバイトなど何事も最後まで
やり続けてください。きっとその
経験は今後の人生に役立つと思
います。今後のみなさんの活躍を
期待しています。

国際交流センター

池田　春香
①摂南大学
②留学生のサポートをする学生団体
での活動を通して、サポートがで
きる仕事に就きたいと思ったから
です。
③国際交流センターでは、外国語
学部以外の方でも参加可能な海
外派遣プログラムを用意していま
す。学内の留学生と交流できる機
会等も設けていますので、海外に
興味のある方は気軽に国際交流
センターに来てください！

昨年、Oisis（オイシス）の名称変更案をたくさんご応募いただきあり
がとうございました。摂南大学と株式会社常翔ウェルフェアで協議し
た結果、新しい名称は「せっちゃん食堂」に決まりました！新しい名称
となり、様々なメニューを提供していきますので、お楽しみに！

外国語学部事務室

藤木　陽子
①関西学院大学
②学校法人の事務職員という職種が
自分の性格に合っているから。
③学生のうちに、悔いのない有意義
な学生生活を送ってください。い
ろんな国を訪れ視野を広げたり、
その国の文化を知ったりすること
をお勧めします。これからも勉学
等に励んでください。応援してい
ます。

教務課

藤岡　侑里

職員紹介

①立命館大学
②さまざまな面から学生の成長をサ
ポートすることができる大学での
仕事に魅力を感じ、職員を目指し
ました。
③大学生活の4年間ないし6年間を
活かすも殺すも自分次第です。是
非恐れずいろいろなことに挑戦し
て、何か一つでも夢中になれる、
打ち込めるものを見つけてほしい
なと思います。悔いのない大学生
活を送ってください。

就職課

深谷　知広
①甲南大学
②自身の就職活動の期間を通じて、
どこにも利害関係のない立場で純
粋な就職支援を行いたいと感じた
ため。
③様々なことに積極的に取り組み、
無駄だと思うこと・回り道だと思
うことをたくさんしてください。多
くの経験を積み、自分の本当にや
りたいことを見つけてください。そ
れを、就職活動に活かしともに乗
り切りましょう！！

国際交流センター

出水　宏輝
①摂南大学
②自分のしたいことをしながら、可能
性に満ち溢れている学生たちのフォ
ローやアドバイスが出来たらいいな
と思い、嘱託職員になりました。
③自分が「したい」と思ったときにし
ないままでいると後悔が残り、次
に「しておけばよかった」と思う頃
には就職しないといけなくなりま
す。そうならないために、価値の
ある時間を過ごしてほしいと思い
ます。相談事や話したいことがあ
れば、いつでも国際交流センター
（３号館４階）までお越しください。

OIT 梅田タワーのレストランにお越しください

リストランテ翔21
営業時間 17:30 ～ 22:30（オーダーストップ21:30）

提供料理

リストランテ翔21

イタリア料理

提供料理 和食、西洋料理を中心とした料理

〒530-0013
大阪市北区茶屋町１番45号 大阪工業大学梅田OITタワー 21F

TEL.06-6147-6681
菜の花食堂 TEL.06-6147-7262

FAX.06-6147-6682

菜の花食堂
場　　所 ｢リストランテ翔21（ディナータイム）｣は、朝昼は｢菜

の花食堂｣になります。談話室は利用できません。

営業時間 8:00 ～ 14:30（　　　　　　　　　　　　　）［朝食提供時間］18:00 ～10:00
［昼食提供時間］10:45 ～14:00

そ の 他 どのような事でもお気軽にお問い合わせください。

予　　約 少人数様から予約を受け付けさせていただきます。

メニュー プリフィックススタイルで、自身でお好みのコースを
作り上げていただけます。
Cena A　4,000 円（税抜）

前菜、プリモ ピアット、セカンド ピアット、ドルチェま
たはチーズ、エスプレッソまたはコーヒーまたは紅茶

Cena B　6,000 円（税抜）
Cena Aに、お魚料理とお口直しのグラニテをお付
けしたフルコース、さらに10,000円、15,000円、
20,000円(いずれも税抜)のコースもございます。
アラカルトメニューもご用意しております。

メニュー 朝　食
鮭定食300円(税込)、唐揚げ定食300円(税込)など

昼　食
昼食600円、１種類だけ。１回のみお皿に盛り放題
料理は15種類程度

常翔学園設置学校の学生生徒および常翔学園の教職員
は、身分証明書の提示がある場合に朝食200円、昼食
400円になります。貸　　切 貸切は次の金額以上の御料理、御飲物を予約され

た方のみ貸切となります。
全席80万円以上、ホール・テラス（談話室は除く）
60万円以上、ホール（談話室・テラスは除く）40
万円以上、談話室１（12人席）12万円以上、談話
室２（10人席）10万円以上、談話室１.２（22人席）
20万円以上

常翔ウェルフェア 
マスコットキャラクター
ウェルくんフェアちゃん

10月2日（月）～10月4日（水）

せっちゃん食堂リニューアルフェアを

開催します！

みんな食べにきてね～☆
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2017年度 第一回学長表彰
2017年9月13日に枚方キャンパス、9月14日に寝屋川キャンパスで
第一回学長表彰を行い、学長より表彰状と副賞を授与しました。学長
表彰は善行賞、課外活動のほか、研究活動の成果についても表彰して
います。

学内の環境改善に取り組んでいるＣＣＳ
（キャンパス・クリーン・サポーター）が、日々
の生活や学内清掃活動の中で注目したのは

「トイレ」です。
みなさんも、一度は感じたことはありません
か？　いろんなカップ麺の混ざり合った独特
な匂い、トイレや洗面台の詰まり。カップ麺
類の湯切りやその残りをトイレ内の洗面台に
流すと、悪臭の原因だけでなく、害虫（ゴキ
ブリ）を呼び寄せます！　そしてカップ麺の

汁に含まれる油が管の中で固まり積み重なっ
て、最終的に配水管がつまってしまいます。
中でも５号館や１号館など、談話スペースで
飲食してそのまま近くのトイレで処分すると
いったことが多発しているようで、清掃員の
皆さん・施設管理者は大変困っています。
そこで、ＣＣＳメンバーがまずは啓発活動を
行いたいと考え、ポスターを制作・トイレに
掲示しました。

（1）課外活動賞〔団体〕

外国語学部外国語学科生

陸上競技部員

バドミントン部員

「平成29年度香川県陸上競技選手権大会兼第72回国民体育大会香川県第２次予選会」において、男子100ｍで優勝したため。

極真奨学会・極真空手道連盟主催の「全日本ウェイト制空手道選手権大会中量級」において３位に入賞し、国際空手道連盟・極真会館世界総極真主催の「第
16回オープントーナメント極真サムライ坏春ノ陣空手道選手権大会」において優勝したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子200ｍに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子110ｍHに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子1500ｍに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子110ｍHに出場したため。

「第６７回寝屋川市民体育大会バドミントンの部」において、女子ダブルス２部で優勝したため。

準硬式野球部枚方支部員 平成28年度秋季医歯薬１部リーグで、ベストナイン（投手部門）に選抜され、表彰されたため。

ラグビー部員

男子セブンス日本代表ＨＳＢＣワールドラグビーセブンズシリーズ2016-2017に選出され、第７戦香港大会、第8戦シンガポール遠征メンバー、第9戦フラン
ス大会、第10戦イングランド大会に出場したため。

2017年度ラグビーフットボール関西学生代表に選出され、国内合宿およびニュージーランド遠征に参加したため。
また、「2017関西セブンズフェスティバル」に出場するSevens Development Squadの参加メンバーに選出されたため。

2017年度ラグビーフットボール関西学生代表に選出され、国内合宿およびニュージーランド遠征に参加したため。

バスケットボール部枚方支部 「第44回関西薬学生バスケットボール大会（女子の部）」において、優勝したため。

アーチェリー部 「第52回関西学生アーチェリーリーグ戦」において女子２部Aブロックで優勝し、同リーグ戦入替戦に勝利し、１部に昇格したため。

（2）課外活動賞〔個人〕

理工学部
住環境デザイン学科生

「2016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」に日本代表として選手し、優勝し、金メダルを獲得したため。
また、「IWBF男子U２３世界車椅子バスケットボール選手権アジアオセアニアゾーン予選会」に日本代表として出場し、２位に入賞し、銀メダルを獲得したため。
また、「12th Easter Tounament Wheelchair Basketball」に日本代表として出場し、３位に入賞し、銅メダルを獲得したため。
また、「内閣総理大臣杯争奪　第４５回記念日本車椅子バスケットボール選手権大会」に近畿地区代表チーム「LAKE SHIGA　バスケットボールクラブ」の主将
として出場した。チームの様子が2017年４月３日付毎日新聞および2017年４月23日付京都新聞に掲載されたため。

（2）研究活動賞〔団体〕

学生の学びと地域の
総合活性化プロジェクト

PBLプロジェクトから商品化された「カレーに乗せてはいけない福神漬け」を「第10回大学は美味しい！！フェア」に出店し、新宿高島屋にて2017年５月18日から
23日まで販売をおこなった。その活動が、リセマム（高校生までの保護者向け教育情報サイト）で取り上げられ、Yahoo!JAPANのニュース欄に掲載された。また、
テレビ東京のワールドビジネスサテライトでも本活動のニュースが取り上げられたため。
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トレーニングセンター開室時間

トレーニングセンターで

寝屋川キャンパス総合体育館1階にある「トレーニングセンター」は
学生・教職員なら誰でも利用できるトレーニングジムで、連日多く
の利用者があります。室内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。また、
トレーナーによるテーピングや応急処置・傷害予防などの講習会も
定期的に行っています。
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。

摂南大学の皆さん、こんにちは!!
ストレングストレーナーの西山
です。
トレーニングセンターでは、身
体を大きくしたい学生やダイ
エット目的の学生が多く来室し
ています。トレーニング初心者
の方でも目的に合わせて丁寧に
サポートさせていただいていま
すので、気軽にお越しください。

※利用に際しては、事前にトレーナーによる講習会（40分程度、要予約）を受講し、「利用許可証」の発行を受ける必要があります。講習会の日程や持ち物については総合体育
館1階のスポーツ振興センター事務室まで！

ＣＣＳは…トイレをきれいにしたい！！

キャンパス環境を作るのは、学生のみなさん１人１人なのです。
昼食時はマナーを守って、楽しいランチタイムにしましょう！
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路、人間関係、性格、こころや身体の不調など）について、
専門のカウンセラーが相談に応じています。相談内容につ
いての秘密は守りますので、安心してご相談ください。
なお、相談は予約制になっていますので、詳細は各キャン
パスの学生相談室のリーフレットをご参照ください。

学生相談室より
保健室では、定期健康診断や傷病の応急手当、健康相談などを行っ
ています。なかでも、定期健康診断は、検尿や胸部レントゲン、内
科医師診察で、自覚症状のない疾患が発見される場合もあります。
毎年、必ず受検してください。

保健室より

被表彰者 表彰理由

被表彰者 表彰理由

表彰理由被表彰者

（3）研究活動賞〔個人〕

薬学部薬学科

「第106回日本病理学会総会」において、学部学生ポスター優秀賞を受賞したため。

「第106回日本病理学会総会」において、学部学生ポスター優秀賞を受賞したため。

「日本薬学会第137年会」において、ポスター発表の部・優秀発表賞を受賞したため。

表彰理由被表彰者

月・木曜日の14：30 ～ 16：00 は比較的空いています!!　女性や一般学生のみなさんは是非ご利用ください!!!

【通常】14：30 ～ 20：30（1/16まで授業期間中） 【後期授業終了後】10：00 ～ 16：00（1/17～ 3/31）

３号館１階（保健室の前）

０７２-８３９-９１０５
月～金／９時～１７時（土曜日は不定期）

寝屋川キャンパス

１号館2階（4号館渡り廊下手前）

０７２-８6６-3157
月～金／９時半～１７時半（土曜日は不定期）

枚方キャンパス
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●保健室開室時間（キャンパス共通）
　月～金／ 9：00 ～ 18：30
　　土　／ 9：00 ～ 11：30、12：30 ～ 17：00

●健康相談日（相談内容により、学校医と心療内科医が対応します。）

寝屋川キャンパス　3号館1階
　学　校　医　水・木曜日　19：30 ～ 11：30
　心療内科医　第１水曜日　14：00 ～ 16：30
　　　　　　　第４金曜日　14：00 ～ 16：30

枚方キャンパス　１号館１階
　学　校　医　月曜日　　　10：00 ～ 12：00
　心療内科医　第３木曜日　13：00 ～ 15：30
※相談日時は医師の都合により変更する場合がありますので、
　掲示板にご注意ください。

元々細身であった私は筋力アップのためにトレ
センの利用を決めました。ここを利用した理
由は体力アップもあったのですが、身体を鍛
えることにより私の弱点である精神面の強化
も考えていました。
ここに来て一番良かった点は身体の変化は勿
論のこと、常にやる気になるようなアドバイス
を頂いたことです。トレーナーさんから、自ら
の実体験やトレーニングする上での専門的な
アドバイスを聞いて自分も頑張ろうという気持
ちになりました。今では気持ちも持ち方も変
わり、日々が充実し大変感謝しております。

経済学部
経済学科

金田さん

ストレングス
トレーナー

西山さん
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2017年度 第一回学長表彰
2017年9月13日に枚方キャンパス、9月14日に寝屋川キャンパスで
第一回学長表彰を行い、学長より表彰状と副賞を授与しました。学長
表彰は善行賞、課外活動のほか、研究活動の成果についても表彰して
います。

学内の環境改善に取り組んでいるＣＣＳ
（キャンパス・クリーン・サポーター）が、日々
の生活や学内清掃活動の中で注目したのは

「トイレ」です。
みなさんも、一度は感じたことはありません
か？　いろんなカップ麺の混ざり合った独特
な匂い、トイレや洗面台の詰まり。カップ麺
類の湯切りやその残りをトイレ内の洗面台に
流すと、悪臭の原因だけでなく、害虫（ゴキ
ブリ）を呼び寄せます！　そしてカップ麺の

汁に含まれる油が管の中で固まり積み重なっ
て、最終的に配水管がつまってしまいます。
中でも５号館や１号館など、談話スペースで
飲食してそのまま近くのトイレで処分すると
いったことが多発しているようで、清掃員の
皆さん・施設管理者は大変困っています。
そこで、ＣＣＳメンバーがまずは啓発活動を
行いたいと考え、ポスターを制作・トイレに
掲示しました。

（1）課外活動賞〔団体〕

外国語学部外国語学科生

陸上競技部員

バドミントン部員

「平成29年度香川県陸上競技選手権大会兼第72回国民体育大会香川県第２次予選会」において、男子100ｍで優勝したため。

極真奨学会・極真空手道連盟主催の「全日本ウェイト制空手道選手権大会中量級」において３位に入賞し、国際空手道連盟・極真会館世界総極真主催の「第
16回オープントーナメント極真サムライ坏春ノ陣空手道選手権大会」において優勝したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子200ｍに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子110ｍHに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子1500ｍに出場したため。

「2017日本学生陸上競技個人選手権大会兼第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）日本代表選手選考競技会において、男子110ｍHに出場したため。

「第６７回寝屋川市民体育大会バドミントンの部」において、女子ダブルス２部で優勝したため。

準硬式野球部枚方支部員 平成28年度秋季医歯薬１部リーグで、ベストナイン（投手部門）に選抜され、表彰されたため。

ラグビー部員

男子セブンス日本代表ＨＳＢＣワールドラグビーセブンズシリーズ2016-2017に選出され、第７戦香港大会、第8戦シンガポール遠征メンバー、第9戦フラン
ス大会、第10戦イングランド大会に出場したため。

2017年度ラグビーフットボール関西学生代表に選出され、国内合宿およびニュージーランド遠征に参加したため。
また、「2017関西セブンズフェスティバル」に出場するSevens Development Squadの参加メンバーに選出されたため。

2017年度ラグビーフットボール関西学生代表に選出され、国内合宿およびニュージーランド遠征に参加したため。

バスケットボール部枚方支部 「第44回関西薬学生バスケットボール大会（女子の部）」において、優勝したため。

アーチェリー部 「第52回関西学生アーチェリーリーグ戦」において女子２部Aブロックで優勝し、同リーグ戦入替戦に勝利し、１部に昇格したため。

（2）課外活動賞〔個人〕

理工学部
住環境デザイン学科生

「2016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」に日本代表として選手し、優勝し、金メダルを獲得したため。
また、「IWBF男子U２３世界車椅子バスケットボール選手権アジアオセアニアゾーン予選会」に日本代表として出場し、２位に入賞し、銀メダルを獲得したため。
また、「12th Easter Tounament Wheelchair Basketball」に日本代表として出場し、３位に入賞し、銅メダルを獲得したため。
また、「内閣総理大臣杯争奪　第４５回記念日本車椅子バスケットボール選手権大会」に近畿地区代表チーム「LAKE SHIGA　バスケットボールクラブ」の主将
として出場した。チームの様子が2017年４月３日付毎日新聞および2017年４月23日付京都新聞に掲載されたため。

（2）研究活動賞〔団体〕

学生の学びと地域の
総合活性化プロジェクト

PBLプロジェクトから商品化された「カレーに乗せてはいけない福神漬け」を「第10回大学は美味しい！！フェア」に出店し、新宿高島屋にて2017年５月18日から
23日まで販売をおこなった。その活動が、リセマム（高校生までの保護者向け教育情報サイト）で取り上げられ、Yahoo!JAPANのニュース欄に掲載された。また、
テレビ東京のワールドビジネスサテライトでも本活動のニュースが取り上げられたため。
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トレーニングセンター開室時間

トレーニングセンターで

寝屋川キャンパス総合体育館1階にある「トレーニングセンター」は
学生・教職員なら誰でも利用できるトレーニングジムで、連日多く
の利用者があります。室内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。また、
トレーナーによるテーピングや応急処置・傷害予防などの講習会も
定期的に行っています。
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。

摂南大学の皆さん、こんにちは!!
ストレングストレーナーの西山
です。
トレーニングセンターでは、身
体を大きくしたい学生やダイ
エット目的の学生が多く来室し
ています。トレーニング初心者
の方でも目的に合わせて丁寧に
サポートさせていただいていま
すので、気軽にお越しください。

※利用に際しては、事前にトレーナーによる講習会（40分程度、要予約）を受講し、「利用許可証」の発行を受ける必要があります。講習会の日程や持ち物については総合体育
館1階のスポーツ振興センター事務室まで！

ＣＣＳは…トイレをきれいにしたい！！

キャンパス環境を作るのは、学生のみなさん１人１人なのです。
昼食時はマナーを守って、楽しいランチタイムにしましょう！
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路、人間関係、性格、こころや身体の不調など）について、
専門のカウンセラーが相談に応じています。相談内容につ
いての秘密は守りますので、安心してご相談ください。
なお、相談は予約制になっていますので、詳細は各キャン
パスの学生相談室のリーフレットをご参照ください。

学生相談室より
保健室では、定期健康診断や傷病の応急手当、健康相談などを行っ
ています。なかでも、定期健康診断は、検尿や胸部レントゲン、内
科医師診察で、自覚症状のない疾患が発見される場合もあります。
毎年、必ず受検してください。

保健室より

被表彰者 表彰理由

被表彰者 表彰理由

表彰理由被表彰者

（3）研究活動賞〔個人〕

薬学部薬学科

「第106回日本病理学会総会」において、学部学生ポスター優秀賞を受賞したため。

「第106回日本病理学会総会」において、学部学生ポスター優秀賞を受賞したため。

「日本薬学会第137年会」において、ポスター発表の部・優秀発表賞を受賞したため。

表彰理由被表彰者

月・木曜日の14：30 ～ 16：00 は比較的空いています!!　女性や一般学生のみなさんは是非ご利用ください!!!

【通常】14：30 ～ 20：30（1/16まで授業期間中） 【後期授業終了後】10：00 ～ 16：00（1/17～ 3/31）

３号館１階（保健室の前）

０７２-８３９-９１０５
月～金／９時～１７時（土曜日は不定期）

寝屋川キャンパス

１号館2階（4号館渡り廊下手前）

０７２-８6６-3157
月～金／９時半～１７時半（土曜日は不定期）

枚方キャンパス
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●保健室開室時間（キャンパス共通）
　月～金／ 9：00 ～ 18：30
　　土　／ 9：00 ～ 11：30、12：30 ～ 17：00

●健康相談日（相談内容により、学校医と心療内科医が対応します。）

寝屋川キャンパス　3号館1階
　学　校　医　水・木曜日　19：30 ～ 11：30
　心療内科医　第１水曜日　14：00 ～ 16：30
　　　　　　　第４金曜日　14：00 ～ 16：30

枚方キャンパス　１号館１階
　学　校　医　月曜日　　　10：00 ～ 12：00
　心療内科医　第３木曜日　13：00 ～ 15：30
※相談日時は医師の都合により変更する場合がありますので、
　掲示板にご注意ください。

元々細身であった私は筋力アップのためにトレ
センの利用を決めました。ここを利用した理
由は体力アップもあったのですが、身体を鍛
えることにより私の弱点である精神面の強化
も考えていました。
ここに来て一番良かった点は身体の変化は勿
論のこと、常にやる気になるようなアドバイス
を頂いたことです。トレーナーさんから、自ら
の実体験やトレーニングする上での専門的な
アドバイスを聞いて自分も頑張ろうという気持
ちになりました。今では気持ちも持ち方も変
わり、日々が充実し大変感謝しております。

経済学部
経済学科

金田さん

ストレングス
トレーナー

西山さん
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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

【講習日時・場所等】
講習日

10 月 2 日㈪

11 月 1 日㈬

12 月 1 日㈮

1 月 9 日㈫

842教室 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1週間前まで

香里自動車教習所

18：20～19：20

19：00～20：00

時　間 場　所 申込み 受講料

バイク通学許可シール

みほん

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「自動車通学禁止にかかる誓約書」を全員が
提出し、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

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。
　　  （学生課窓口／ 9：00～17：00）
　（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2017年4月1日～ 2018年3月31日】

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！

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。
国際会館に住んでいる方も、同様に石津元町交差点から通学してください。極力
徒歩で来学してください。

寝屋川キャンパス自転車通学ルート

【注意】
１．バイクの買い替えや修理等による代車の場合は、速やかに変更手続きを行うこと。

許可シールを紛失した場合は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。
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2017年度 第一回学長表彰
CCS（キャンパス・クリーン・サポーター）は…トイレをきれいにしたい！
トレーニングセンター／学生相談室利用案内／保健室より
安全で快適な学生生活のために

表紙／摂大祭実行委員会　西田祐之介委員長・摂友祭実行委員会　松田美幸委員長
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