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Working
 Commonsワ ー キ ン グ　コ モ ン ズ

　学園創立90周年記念事業の一環として、令和元年7月8日に新しいスタ
イルの多目的空間が誕生しました！
　名称は『Working Commons（ワーキング コモンズ）』
　フレキシブルな机やカラフルな椅子、シックな内装で学生のための居心
地の良いコモンズスペースは、学生同士のグループワークや学生と教員が
ディスカッションする場として活用できるほか、プライバシーに配慮した
個室スペースも完備。
　また、隣接するキャリアセンターによる就活イベントの開催も予定して
おり、将来の‘働く（ワーク）’を考えるスペースとしても活用できます。

場所：東キャンパス クリスタルテラス1階　利用時間：平日9:00～17:00

2019.
7.8

OPEN
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　2019年4月、学生の集いの場として、90Hallが誕
生。カラフルで個性的な家具が設置され、創造力を刺
激する空間となっています。自習やグループワーク、
ミーティング、コミュニケーションなど、様々な場面
で利用することができます。また、90Hallと直結した
イベントホールにはマイクやプロジェクターを備えて
おり、約100名が利用可能です。

90Hall
　仲間とのディスカッションや個人で集中して勉強が
できる多目的スペース。デスクや椅子を自由に組み合
わせて使えるので、グループワークや発表会、プレゼ
ンテーション、自習や勉強会、クラブ・サークルのミー
ティングなど、様々なスタイルで活用することができ
ます。

ラーニング・コモンズ
場所：16号館3階　利用時間：平日9:00～17:00／土曜日9:00～12:00 場所：綜合図書館1階　開室時間：平日9:00～19:00

ナインティ
ホール（ ）

2019.
4.1

OPEN



GAKUSYOKU RENEWAL!!

本館（11号館）地下1階

心地いいBGMが流れる活気のある食堂。ガッツリメニュー
から野菜を中心とした小鉢等も揃っていて、毎日食べたく
なるメニューがたくさん！

12号館1階

約300席を有する学内最大のメイン食堂。カリカリ
チキンをのせたオムライスと鉄板ハンバーグが人気！

　2019年4月に大阪産業大学の学生食堂が全面リニューアルしました。健康面に配
慮されたメニューが豊富に揃っています。また、これらのスペースは、食事だけでは
なく、コミュニケーションの場やイベントスペースとしても活用されています。

16号館2階

とんかつをメインとした食堂。
注文を受けてから１枚ずつ揚げ
るのでいつでも熱々サクサクの
カツが味わえます。

ふじカツ定食
480円

白身魚カツ定食
480円

六仕切りプレートランチ500円

16号館1階

可愛いカフェのような店内では、焼き立てパンやパスタが
人気。今人気のタピオカドリンクやミニパフェなどカフェ
メニューも充実していて、テイクアウトもOK！

営業時間：平日10:30～14:30

営業時間：平日10:30～14:00

営業時間：平日10:00～16:30／土曜日10:30～14:30
開放時間：平日 8:00～18:30／土曜日 8:00～14:30

営業時間：平日 8:30～16:30／土曜日10:30～14:30
開放時間：平日 8:30～18:30

カリチキオムライス500円～

焼きたてパン30円～180円

本日のパスタ380円～

詳しくは「食堂特設サイト」へ
アクセス！

1 2 4売れ筋メニュー
＊うどん
＊カリチキオムライス
＊唐揚げ冷麺
＊ふじカツ定食
＊タピオカドリンク

ボリューム重視
＊カリチキオムライス
＊びっくりうどん
＊ジャンボチキンカツ定食P
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アッサリ系
＊六仕切り
 プレートランチ
＊冷やしサラダ麺
＊冷やしおろし
 うどん・そば

P

P

　　大リニューアルした学食は、学びにスポーツに全力大リニューアルした学食は、学びにスポーツに全力
投球する学生を健康面からバックアップするために、投球する学生を健康面からバックアップするために、
とにかくメニューが豊富！そこでテーマ別に全学食かとにかくメニューが豊富！そこでテーマ別に全学食か
ら上位ランクをご紹介します！ら上位ランクをご紹介します！

学生食堂学生食堂 ランキングランキングい

ろいろ
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ぷろーじっと！
ラ・フォーレ
JOLIE
ふじカツ
Sky Blue

栄養バランス
＊六仕切り
　プレートランチ
＊日替わりプレート
＊鶏塩サラダご飯 L

S

P



新クラブハウス1階

無人化で夜間対応可能な自動販売機専用スペース。食
品自動販売機も設置されているので、授業の合間や小
腹が空いたときなど、使い勝手抜群！ 持ち込み自由！ 
電子レンジ使用可能！ お湯完備！

SNS映えするメニュー
＊タピオカドリンク
＊鉄板ハンバーグ
＊ふわふわオムライス

L
L

J

クリスタルテラス2階

全面ガラス張りで広々とした店内だ
けではなく、テラス席もあるとても
開放感がある食堂。低価格でボリュー
ム感があり、品数と種類も豊富に扱っ
ています。

16号館1階

明るくスタイリッシュな店内にはコンビニとブックコーナーが
融合しており、一度に様々なジャンルのお買いものができる便
利なハイブリット型店舗です。

12号館1階

便利な アメニティ施設学食以外にも

おにぎり・パン・サンドイッチなどの軽食や
飲み物、お菓子のほか、文房具も販売。ラン
チタイムには多くの学生で賑わい、本学の卒
業生でもある店長が温かく迎えてくれます。

　充実しているのは学食だけではありません。人気のコンビニ・書店・
文房具・日用品などキャンパスライフに欠かせない施設も揃っています。

営業時間：平　日10:30～16:00
　　　　　土曜日11:00～13:30

営業時間：平日8:30～18:00

営業時間：平日8:30～18:30

開放時間：平日8:00～20:30／土曜日8:00～17:30

日替わりプレート500円

唐揚げ冷麺
450円

からマヨ丼450円 ホットドッグ等180円 ソフトクリーム200円

食堂ごとの人気ランキング
 うどん、ロースカツカレー、 
豚骨醤油ラーメン

 ふわふわオムライス、唐マヨ丼、 
週替わりメニュー

 ふじカツ定食、ジャンボチキンカツ定食
 タピオカドリンク、パン各種、 
ホットサービス商品（アメリカンドックなど）

 プレートランチ各種、唐マヨ丼、冷やし麺

P

L

J
F

S

5 6 9 10
クラブ生に人気のメニュー
＊カリチキオムライス
＊唐マヨ丼　
＊ラーメン

職員に人気のメニュー
＊六仕切りプレートランチ
＊焼きたてパン

おすすめサイドメニュー
＊パン
＊フライドチキン
＊フライドポテト
＊アメリカンドッグ

P

L
L

L

J

J

J
J

S

S
S

S

P

P

J
S

編集者のオススメメニュー
＊ミニパフェ
＊カリチキカレー　
＊サラダ各種7
8



10 2019.8 2019.8No.34 No.34 11大阪桐蔭中学校／高等学校大阪産業大学附属中学校／高等学校

中学校／高等学校 中学校／高等学校
大阪産業大学附属 大阪桐蔭

　高校１年一貫生は関西サイクルス
ポーツセンターにて飯ごう炊さんを
行いました。各クラス6人の班に分か
れて、協力してカレーライスをつくり
ました。火を起こすところから始ま
り、野菜切り、米とぎなど日頃体験で
きないような活動を同年代の仲間と
ともに体験しました。なかなか火を起
こせなかったり、火力が弱く薪を集め
に行ったり、ジャガイモやニンジンの
皮むきなどに悪戦苦闘しながらなん
とかカレーライスを完成させること
が出来ました。6人で協力することの

大切さ、自分にできる役割を精いっぱ
い果たすなど学校では決して出来な
いような経験をし仲間との絆を深め
ることが出来ました。

　中学3年生のニュージーランド研修
が6泊7日の日程で行われました。
　ファームステイでは大きな敷地にある家でお手伝い
をしたりニュージーランドの果物「フィジュア」を食べ
させてもらったりと貴重な体験をしました。また、現地
のプタルルハイスクールとの交流では練習してきた合
唱やソーラン節を披露し、その後のスポーツ交流などで
現地の生徒たちと打ち解けることができました。
　他にもマオリのコンサート鑑賞や羊の毛刈りショー
の見学などを行い、中学生活最高の思い出になりました。

　福井県あわら市の「ホテル清風荘」
にて恒例の春季学習合宿が行われま
した。出発時の生徒たちには不安と緊
張の面持ちが少なからず見られ、宿舎
に到着してからも、入所式やオリエン
テーションにて細かなルールや厳し
い心構えなどが伝達されました。そん
な合宿生活を支えてくれるものは、や

はり、「仲間の存在」です。授業中はも
ちろん、食事、入浴、就寝まで全ての活
動を仲間と共にすることにより、それ
まで親しくなかった級友たちとも打
ち解け、お互いを理解し合い、その結
果、集団の結束がみるみるうちに強
まっていきました。
　また、3日目の最終夜には特別イベ
ントとして福井大学医学部医学科に
在籍する本校卒業生を招き、中学1年
生全員を対象とした講演会を開催し
ました。「中学時代はどのように過ご
していたのか」、「医学部生の生活とは
どのようなものか」など、食い入るよ
うに先輩の話に聞き入る生徒たちの
眼差しが印象的でした。

　生徒たちはクラーク博士像の前で例のポーズをキメて記念
撮影したり、煉瓦造りの倉庫を眺めながら小樽運河沿いの遊歩
道を歩いたりと観光を楽しみました。またインストラクターの
指導のもとラフティングを行い、有珠山西山火口を散策しまし
た。さらに産業体験として農業・漁業・酪農のうちから一つを
選択して少しですが労働も体験しました。
　生徒たちにとってはじめて経験することも多く、思い出に残
る有意義な修学旅行になったことだと思います。

　大学国際学部との高大接続プログラム
（進学後の単位認証プログラム）による、

ニュージーランド研修が実施され、それまでに15時間
の国際学部による講義を受講した本校の生徒11名が大
学生3名とともに参加しました。生徒たちはホームステ
イをして、現地語学学校で様々な国の人たちとレベルに
合わせたレッスンを受講するとともに、現地の文化や
生活を知るプログラムに参加しました。

　球技大会として、グラウンドではサッカーと
グラウンドゴルフ、体育館では王様ドッジボー
ルをしました。
　今回の球技大会には保護者の方も参加して
いただき、大いに盛り上がりました。
　また、運動した後の昼食は鶴見緑地公園に移
動して、保護者の方にも加わっていただき、
バーベキューをしました。

　国際科では外国人留学生との交流プログラム
〝English Days″が行われ、アメリカ、ロシアや
中国など9か国の留学生10名と交流しました。
　1年生は入学して初めての交流プログラムで、
緊張もありましたが、グループに分かれて自己
紹介からスタートしました。各国留学生からの自
国紹介プレゼンテーションを聞き、未知の国につ
いて新たな知識を得ることもできました。その後
グループごとにレッスンを受けて、留学生の国を
訪問するというパスポートゲームを行いました。
初めての経験でしたが、積極的に話しかける姿も
見られ、最後はとてもフレンドリーな雰囲気で、
よい時間を過ごすことができました。

1年生：2019.6.14(金)
2年生：2019.6.21（金）

ニュージーランドで
最高の思い出作り

異国の文化や生活を
楽しみながら学ぶ

留学生と積極的に交流

English
Days

今年は保護者参加
大盛況の球技大会

中学仲間と共に学び合った春季学習合宿

北の大地で初体験の連続
高校2年生修学旅行

仲間との絆を深めた飯ごう炊さん

中学

中学

高校

高校

高校

高校

2019.6.12(水)

2019.5.30(木)
2019.4.17(水)～20（土）

2019.5.22(水)

2019.6.14(金)～18（火）

2019.5.9(木)～15（水）

2019.3.9(土)～24（日）

　中学と高校全学年を対象に地震を想定した防災訓練が行われました。 生徒たちは各教室で初
期対応の訓練を行い、その後に火災が発生したことを想定して避難経路確認の上、教科担当教員
の誘導によりグラウンドへの避難訓練を行いました。生徒たちには日頃から防災の意識を持ち続
けてもらいたいものです。

 日頃から防災の意識を！

高校

中学

防 災 訓 練 の 実 施



12 2019.8 2019.8No.34 No.34 13キャリアセンター活用術 NEWS&TOPICS

求人会社数
15,809（2018年度実績）

求人会社数は一部上場企業も多く、全国各
地から15,809社にのぼります。キャリアセ
ンター就職支援課では様々な視点から「ミ
スマッチを減らし、最良のマッチング」
へとサポートします。Iターン・U
ターン就職にも強い！

スタッフ

20名超
キャリアセンター就職支援課は総勢20
名超の体制で学生一人ひとりをサポー
ト！　1人1学科を基本としているた
め、それぞれの学科学生の希望はも
ちろん、キャリア育成や就活の
悩みや不安にもきめ細か

く対応します。

総合大学の
強み

大阪では数少ない理系学部を擁する大阪産
業大学だからこそ、文系学部からのメーカー
就職も狙える！　これまでの就職実績に
よる信頼から、文系学部のみでは接
点の少ないメーカー等の企業か
らも求人があります。

NEWS&TOPICS

バスケットボール関西選抜チームに本学学生２名が選出
　バスケットボール部の大町佑介さん（4年）と小栗瑛哉さん（1年）が関西選
抜チームに選出されました。大町さんは選抜チームの主将を務め、ヘッド
コーチは大阪産業大学の露口亮太監督が務めます。また、松本直之さん（2
年）が関西学生フューチャーズに選出されました。3人制ベスト4という快
挙を成し遂げました。

2019年度関西学生柔道優勝大会　男子準優勝、女子ベスト４
　2019年度関西学生柔道優勝大会で男子柔道部が創部54年で初めて決勝に
進出し、1部準優勝を果たしました。女子柔道部も創部3年目で初めて3人
制ベスト4という快挙を成し遂げました。

男子バレーボール部が 
リーグ戦（1部）で準優勝
　2019年度関西大学バレーボー
ル連盟男子1部春季リーグ戦で
男子バレーボール部が準優勝し
ました。キャプテンの阪根彩斗
さん（4年）が敢闘賞、川添翔真
さん（2年）がブロック賞を受賞
しました。

女子ゴルフ部が関西対抗戦で準優勝
　令和元年度関西高等学校ゴルフ対抗戦（団体
戦）高校女子の部でゴルフ部の山下美夢有さん（3
年）、大谷菜々子さん（3年）、江河鈴さん（2年）、
貞永茉白さん（2年）、稲岡世莉奈さん（2年）が準
優勝しました。

ラグビー部が大阪高校体育大会V2
　第74回大阪高等学校総合体育大会ラグビー
フットボールの部で本校は決勝で常翔学園高校
と対戦。42対21で勝利し、2年連続優勝を果た
しました。

早めの活用で早めの活用で内定をGetし
よう♪

内定をGetし
よう♪

活用術活用術

少林寺拳法部が春季大会兼インターハイ予選で男子総合優勝
　2019年度大阪高等学校少林寺拳法春季大会兼全国高等学校総合体育大会
少林寺拳法競技大会予選で少林寺拳法部が総合優勝しました。河原真二さん
（1年）と玉井良侑さん（2年）は最優秀演武を獲得。小田翔さん（2年）、河原さ
んと玉井さんは、8月に開催される全国高等学校総合体育大会に出場します。

松本直之さん 大町佑介さん 小栗瑛哉さん

　キャリアセンターは、キャリ
アに役立つ講座や個別の就職支
援など、大阪産業大学ならでは
の多種多様なサービスを通じて、
学生一人ひとりに寄り添ってい
ます。早めの活用で「量より質
の採用」の傾向が見られる近年
の就職戦線を勝ち抜こう！

1年次 2年次 3年次 4年次
4月 ●インターンシップ説明会

●学内合同企業説明会
●学内単独企業説明会
●学校推薦面接練習
●個人面談・就職相談
●模擬面接（グループ面接・個人面接）
●体育会系クラブ就職セミナー
●優良企業求人紹介会
●ミニ講座

5月

6月 ●第1回キャリアガイダンス
　～就職・インターンシップを考えよう～

7月
●第2回キャリアガイダンス
　～インターンシップにも使える履歴書・ES対策～
●学科別ガイダンス

8月
9月

10月 ●インターンシップ報告会 ●インターンシップ報告会 ●SPI試験対策＆講座
●インターンシップ報告会

11月 ●業界研究セミナー ●業界研究セミナー

●留学生ガイダンス　～日本で就職するためには～
●第３回キャリアガイダンス
　～自分に合った業界を考える・業界研究講座～
●業界研究セミナー
●理系企業研究会

12月 ●公務員研究会 ●公務員研究会

●理系企業研究会
●第４回キャリアガイダンス
　～就活に備える履歴書・ES対策～
　～面接対策必勝講座～
●公務員研究会

1月 ●個人面談

2月

●個人面談
●大型企業研究会・情報交換会
●企業100選合同研究会
●就活スキルアップ講座
●鉄道関連企業業界研究会

3月 ●インターンシップ説明会 ●学内合同企業説明会
●サテライト合同企業説明会

　
キャリアセンター就職支援課

では毎月1回の全体ミーティングを通
じて現場の声を共有し、一人ひとりの望みを

叶えられるように取り組んでいます。キャリア
センターには有資格者のキャリアカウンセラー
も多く常駐していますし、就職に関する書籍やデー
タも豊富に揃えています。希望とする企業から内定
をもらう学生は、早い段階からキャリアセンターを活
用している人が多いですから、1年生からでも積極的
に利用して有効活用して頂けることを、スタッフ一同
願っています。
大阪産業大学　キャリアセンター　就職支援課 課長

中川　易

キャリア
センターからのアドバイス

学
年
別
年
間
就
職
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ニーズに
合わせた講座

毎月10回以上
この夏には4年生だけでなく3年生向けの講
座も開催。実践的な「グループ模擬面接」
「就活Re:START」「留学生講座」の他に初
の「インターンシップ」講座では、計

240名以上が参加。多様なニー
ズに応えています。

就職率
97.6％
（2018年度実績）

大阪産業大学全体での就職率は
97.6％を誇ります。2016年度＝

92.2％、2017年度＝96.3％
を上回る就職率です！

数字で見る
キャリアキャリア
センターセンター

33％
3人に1人は合説参加
企業から内定Get！

学内合同企業説明会（合説）の参加が内定
Getの第一歩！　卒業生が活躍する上場・
優良企業を中心に、年間700社以上が集
結します。内定者総数の3人に1人
は合説参加企業から内定を獲
得しています。

大阪産業大学

大阪産業大学

大阪桐蔭高等学校

大阪桐蔭高等学校

大阪産業大学

大阪産業大学附属高等学校
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編 集
後 記

　NeOSU創刊から11年が経とうとしていま
す。過去のNeOSUを読み返してみると、そ
の時々の編集部の特徴が分かります。大阪産
業大学では4月に食堂がリニューアルしたほ
か、新しい学生の集いの場が続々と誕生して
います。大学が進化する中、NeOSUも新た

な取り組みとして誌面デザインを少し変えま
した。
　NeOSUを担当していると取材を通じて学
生・生徒と接する機会が多く、たくさんの刺
激をもらいます。それぞれが何かに夢中にな
り、輝いているからです。皆さんは夢中に

なっていることはありますか？　私はLEGO
ブロックです。幼少期からLEGOブロックが
大好きなんです。これからも「日々変わるも
の」と「変わらないもの」を大切にしたいと
思います。

NeOSU編集部　秋山

大阪桐蔭高等学校
■女子ゴルフ部
○関西女子アマチュアゴルフ選手権競技（5/8～5/10兵
庫県：高室池ゴルフ倶楽部）優勝：山下美夢有（3年）
■ラグビー部
○第74回大阪高等学校総合体育大会ラグビーフット

クラブ活動の記録

大阪産業大学
■バレーボール部
○2019年度関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦
男子1部（4/7～5/26 各大学体育館）2位：11戦10勝1敗
■硬式野球部
○2019年阪神野球連盟春季リーグ戦1部（4/6～5/26
南港中央野球場 他）：3位（13戦6勝6敗1分け） 
■サッカー部
○関西学生サッカーリーグ戦1部前期（4/6～6/9各大
学グランド）：8位（11戦4勝5敗2分け）
■スキー競技部
○2019年度第62回春期季節外（駅伝）競技会（5/26滋
賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース）

【男子駅伝：6.0km × 4人】：2位／杉村柊哉（3年）・
進賀涼平（3年）・髙橋海人（1年）・村上亮平（2年）
■ゴルフ部
○関西学生男子春季2部校学校対抗戦（4/22～4/23日
野ゴルフ倶楽部）：5位
○関西学生女子春季2部校学校対抗戦（4/11太子カン
トリー倶楽部）：1位
■空手道部
○第53回関西学生空手道個人選手権大会（4/29兵庫
県立総合体育館）【男子個人組手 -75kg 級】優秀選手：
木下涼雅（4年）【女子個人組手 -61kg 級】優秀選手：
柴田帆乃華（4年）、森山天寧（2年）
○第63回全日本学生空手道選手権大会（6/30姫路市
立中央体育館）【男子個人組手】2回戦出場：森本剛
生（3年）【女子個人組手】2回戦出場：森山【女子個
人型】予選出場：畑山久留実（2年）
■柔道部
○第69回 関西学生柔道優勝大会（5/26兵庫県尼崎市
ベイコム総合体育館）男子1部：準優勝
■体操競技部
○第61回関西学生体操選手権大会（4/18～4/19和歌
山県立体育館）男子団体総合選手権：4位・女子団体
総合選手権：3位　男子種目別選手権【跳馬】6位：
成山世貴（3年）【鉄棒】5位：山口遼大（3年）　女子種
目別選手権【跳馬】6位：清水きりり（4年）

■陸上競技部
○第72回西日本学生陸上競技対抗選手権大会（6/21
～6/23西京極総合運動公園陸上競技場）【男子三段跳
び】8位：田中勝貴（4年）　【女子400m】2位：鉾之
原樹（3年）
■剣道部
○第67回全日本学生剣道選手権大会（6/29～6/30大
阪府立体育館）出場：西村玲音（3年）
■バスケットボール部
○2019年度西日本学生バスケットボール（6/2～6/9
大阪府立体育館 他）【男子】ベスト16　【女子】出場
■バドミントン部
○2019年度春季リーグ戦大会（4/29～5/5龍谷大学深

草キャンパス 他）【男子2部】：7位（2部残留）　【女子
2部】：4位（2部残留）
■ソフトボール部
○関西ソフトボールリーグ戦（4/6～4/29なみはやグ
ランド）【3部 C ブロック】：2位
■準硬式野球部
○2019年度西都六大学準硬式野球春季リーグ戦（3/19
～4/24伊丹スポーツセンター 他）【1部】：3位（9勝3敗）
■アーチェリー部
○第59回関西学生リーグ及び第18回 Extra Match（4/7
～5/7各大学レンジ）：5位（1勝4敗）

全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会予選
（6/9阿倍野スポーツセンター）【男子単独演武】 1位：

小田翔（2年）【男子組演武】1位：河原真二（1年）・玉
井良侑（2年）【男子団体演武】 22位：堀田彬文（3年）・
舟根弘晃（3年）・山田起理也（3年）・海老澤翔（3年）・
手島裕佳（3年）・玉井良侑（2年）・小田・河原　【男
子最優秀演武】河原・玉井【男子総合】優勝：大阪
産業大学附属高等学校　※小田・河原・玉井は、全
国高等学校総合体育大会に出場
■ウエイトリフティング部
○第34回全国高等学校ウエイトリフティング競技選
抜大会（3/24～27金沢市総合体育館）【55kg 級】優勝：
安藤徹郎（3年）
○平成31年度大阪高等学校春季ウエイトリフティン
グ選手権大会（4/21）【女子49kg 級】優勝：森田里香 

（1年） 【女子59kg 級】2位：橋本美桜（2年）【55kg 級】
優勝：安藤【55kg 級】2位：上野紫乃（2年）【73kg 級】
優勝：福田健人（3年）  【73kg 級】2位：林睦大 （3年）  

【89kg 級】優勝：櫻井喜樹（2年） 　※森田は全国高
校女子選手権大会に出場　※安藤・上野・福田・林・
櫻井は全国高等学校総合体育大会に出場

大阪産業大学附属高等学校
■吹奏楽部
○第57回大阪府吹奏楽コンクール【小編成の部】

（6/14大東市立総合文化センター）     金賞受賞
■陸上競技部
○第72回近畿高等学校陸上競技対校選手権大会（6/15
～16ヤンマースタジアム長居）【200m 決勝】2位：
北浦稔（3年）　※北浦は全国高等学校陸上競技対校
選手権大会に出場
■チアリーディング部
○第28回関西チアリーディング選手権大会（6/9丸善
インテックアリーナ）JAPANCUP2019チアリーディ
ング日本選手権大会：出場（5年連続7回目）
■自転車競技部
○第56回近畿高等学校自転車競技大会兼令和元年度
全国高校総体近畿ブロック予選（6/14～16 京都向日
町競輪場）【男子個人ロード・レース（80.4km）】21
位：矢萩悠也（2年）　※矢萩は全国高等学校総合体
育大会自転車競技大会に出場
■ゴルフ部
〇2019年度大阪府高等学校ゴルフ選手権大会（5/13
～14アートレイク GC） 【男子の部】37位タイ：山口
聖斗（3年）・37位タイ：荒木上総（2年）【女子の部】
5位：鈴木陽彩（3年）・34位タイ：横山愛華（1年）　
※上記4名（山口・荒木・鈴木・横山）は関西高等学
校ゴルフ選手権大会に出場
■少林寺拳法部
○2019年度大阪高等学校少林寺拳法春季大会　兼　

ボールの部（4/14～5/19東大阪グラウンド 他）優勝（2
年連続）
■卓球部
○2019年度第72回大阪高等学校卓球選手権大会（シ
ングルスの部）兼　全国・近畿高等学校卓球選手権大
会大阪府予選（5/26大阪市住吉スポーツセンター）【決
勝リーグ】準優勝：西原聖真（3年）・4位：川村康人

（1年）・5位：本田凌翔（2年）　※上記3名（西原、川
村、本田）が第88回全国高等学校卓球選手権大会（シ
ングルスの部）出場決定
■陸上競技部
○第72回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会　兼 
全国高等学校陸上競技選手権大会 大阪予選会（5/25
～27長居陸上競技場）【ハンマー投】優勝：中嶋樹（3
年）【円盤投】3位：中嶋【砲丸投】優勝：アツオビ
ン・ジェイソン（2年）【800m】2位：井上倫太郎（3年）

【110mH】3位：森本悠雅（3年）　※上記4名（中嶋、
ジェイソン、井上、森本）が近畿大会出場
■女子バスケットボール部
○第74回大阪高等学校総合体育大会バスケットボー
ル大会（インターハイ予選）優勝　※インターハイに
大阪府代表として出場
■男子バスケットボール部
○第74回大阪高等学校総合体育大会バスケットボー
ル大会（インターハイ予選）準優勝　※インターハイ
に大阪府代表として出場

初めてのアユ釣りで17尾釣り上げる

　自然豊かな奈良県吉野郡吉野町で生まれ育
ち、アユ釣りで有名な吉野川も遊びのエリアで
した。もともとバス釣りをたまにする程度でし
たが、中学3年生の夏休み前、通学時に吉野川
でアユ釣りをしている人を見かけて興味を持ち
ました。祖父が使っていた釣竿を倉庫で見つけ
て、インターネットなどでアユ釣りに関する知
識を得ていきました。初めてアユ釣りに出かけ
た時のことは今でも覚えています。早朝から一
尾も釣れなかったのが、夕方の2、3時間で一
気に釣れ始め、帰る頃には17尾ぐらい釣れま
した。家族や周囲から褒められたことで、アユ
釣りにはまりました。
　小学校から高校まで剣道に打ち込み、大産大
附属高校では主将も務めさせていただきました。
当時の担任で国語科教諭の小西先生からは「一
つのことに専念するのも良いが、西本はもっと
遊び心を持って色んな世界を見たほうが良い」
と、一つのことに没頭して
しまう自分の性格を見抜
いたアドバイスをいただ
き、大学でも剣道を続け
る予定でしたが、時間の
ある学生時代にしかでき
ないアユ釣りへの本格的
な挑戦を決めました。

ズームアップ
この人！

　第50回報知アユ釣り選手権・オーナーカッ
プで参加者120人の中から10枠の決勝進出を
果たすなど、メジャーなアユ釣り大会で好記
録をマークする西本さん。小中高時代に打ち
込んだ剣道の竹刀から、9m超の釣り竿に持
ち替え、「好きな時に好きなことをやる」を実
践している。アユ釣りの魅力やアユ釣りを通
じて得られる出会いや人生勉強について、西
本さんに伺いました。

ア
ユ
釣
り
に
は
ロ
マ
ン
が
あ
る

視
野
を
広
げ
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が
ら

「
夢
を
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る
」

●各クラブ日程表（予定）●
大
阪
産
業
大
学

 

デ
ザ
イ
ン
工
学
部
環
境
理
工
学
科
３
年
生

西
本  

航
‘‘人生の先輩‘‘から学び、 
ロマンを追いかける
　高校2年生の時に「アユ釣り界の著名な方も
参加する」との話を聞き、興味本位で三重県
の名張川漁業協同組合が開催する大会に初め
て出場しました。約100人が出場し、その中に
はプロの方もいて緊張しましたが、決勝進出を
果たしたことで両親も応援してくれるようにな
りました。今では四大大会と称されるG杯争奪
全日本選手権、報知アユ釣り選手権・オーナー
カップ、シマノジャパンカップ、ダイワ鮎マス
ターズにも出場しています。
　アユの寿命は1年と言われ「年魚」とも呼ば
れるロマン溢れる魚です。縄張り意識の強い習
性を利用した友釣りは、奥深い魅力がありま
す。生態系に興味があり大阪産業大学デザイ
ン工学部環境理工学科に進学しました。現在
は、地域の自然利用などの研究を行っていま
す。大会出場や遠征で全国各地の河川を訪れ
ることは、大学の勉強ともリンクしています。
アユ釣りを通じた出会いも多く、さまざまな地
域のさまざまな職業・年齢層の方々と交流させ
てもらうことで視野も広がり、人生の勉強に
なっています。「好きな時に好きなことをやる」
は大学生の4年間にしかできないかもしれませ
ん。大学生の特権として、失敗を恐れずに夢
を追いかけたいですね。

にしもと わたる　1998年奈良県吉野郡生まれ。大阪産業大学附属高等学校卒業、大阪産業大学デザイ
ン工学部環境理工学科入学。全国有数のアユ釣り河川の一級河川・紀の川（吉野川）周辺で生まれ育つ。
特技は三段の剣道、趣味はあっさり系のラーメン巡りと愛車マツダ・ロードスターでのドライブ。

団体名 大会名 日程 場所
アメリカン
フットボール部

関西学生アメリカンフットボール
division3リーグ戦 9月下旬～12月上旬 EXPO　FRASH　FIERD 他

空手道部
第62回全関西大学空手道選手権大会 10/6 大阪商業大学
第63回全日本大学空手道選手権大会 11/10 愛知県・スカイホール豊田

剣道部
第67回全日本学生剣道優勝大会 10/27 千葉ポートアリーナ
第38回全日本女子生剣道優勝大会 11/11 春日井市総合体育館

硬式野球部 阪神大学野球秋季リーグ 8月下旬～10月下旬 万博記念公園野球場 他
ゴルフ部 関西学生秋季新人戦 10/18 京阪ゴルフ倶楽部
サッカー部 関西学生サッカーリーグ後期 9月中旬～11月中旬 未定

サイクリング部 第55回 全日本学生自転車競技
トラック新人戦・西日本大会 10/27 未定

柔道部
全日本学生柔道体重別選手権大会 9/28～9/29 秋田県立武道館
全日本学生柔道体重別団体優勝大会 10/19～20 ベイコム総合体育館

準硬式野球部 西都６大学準硬式野球秋季リーグ戦 8月下旬～9月下旬 ベイコム野球場　他
ソフトボール部 関西学生秋季ソフトボールリーグ戦 9月上旬～10月下旬 サザンスタジアム　他

日本拳法部
第45回日本拳法龍峰杯優勝大会 10/6 吹田市立武道館
第35回全日本学生拳法個人（男・女）
選手権大会 10/20 名古屋市千種スポーツセンター

バレーボール部
近畿6人制総合男女選手権大会 8/31～9/1 兵庫県
関西大学バレーボール秋季リーグ戦 9/8～10/20 各大学体育館

バスケットボール部
関西学生バスケットボールリーグ戦 8/31～11/3 各大学体育館
関西学生バスケットボール新人戦 11/16～11/24 各大学体育館

ライフル射撃部
全日本学生スポーツ射撃選手権大会 10/10～10/13 埼玉県長瀞総合射撃場
全関西学生ライフル射撃新人戦 11/2～11/3 能勢町国体記念スポーツセンター

ラグビー部 関西大学 B リーグ 9月下旬～12月上旬 各大学グラウンド
男子ラクロス部 関西学生ラクロスリーグ戦 8月上旬～11月上旬 伊丹スポーツセンター陸上競技場 他
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