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2017年度親和会海外研修奨学金（春期）・学生活動奨励金授与式

　2017年12月13日（水）に初修外国語コンテストが開催され、本学で中国語・ドイツ語・
スペイン語・フランス語・コリア語を学んでいる学生が、暗誦や朗読、スピーチの部などに分
かれて日頃の学習成果を競いました。今年は５語種あわせて200名近くの参加があり、成績
優秀者には賞状と副賞が授与されました。合同の表彰式兼懇親会では、コンテストの緊張
から解放された学生たちが、和やかな雰囲気の中、クラスや学年、学部、語種の垣根を越え
て交流し、教員も一緒に歌を歌ったりゲームをする場面も見られました。
　このコンテストは、教学部・グローバル教育推進センター・親和会の協力により行われて
いる正規の教学プログラムです。1992年に「第１回中国語暗誦・スピーチコンテスト」が開
催されたのが始まりで、親和会からは1999年以来、毎年助成金をいただいています。

　海外研修奨学金は、龍谷大学、龍谷大学短期大学部に在学する学生の国際人としての育成を目的とし
て設けられています。募集は、第１学期（夏期）と第２学期（春期）の年２回実施し、書類審査、面接審査を
経て決定します。第１学期には５名が奨学金を受け、夏期休暇中に海外での研修に取り組みました。今回、
第２学期では３名が春期休暇中に海外へ赴きます。

　学生活動奨励金は、龍谷大学、龍谷大学短期大学部における有為な人材を支援するため、学生の自主
的な学生活動を推奨することを目的として設けています。２０１７年度は、最優秀賞４団体、優秀賞１団体、
特別賞６団体の合計１１団体を選出しました。

　今年度の対象者（個人・団体）は、５ページに掲載していますので、ご覧ください。

　授与式では、松永敬子学生部長に選考結果とともに、各奨学生の研修内容、各団体の成績等の発表を
していただきました。海外研修奨学生を代表して、実践真宗学研究科の奥田章吾さんと学生活動奨励団
体を代表して、バドミントン部の坂口拓未さん（経営学部）から喜びの声、これからの意気込みなど挨拶を
していただきました。また、岡玲親和会会長から学生達へはなむけの言葉をいただきました。

　２０１８年１月２２日（月）、ANAクラウンプラザホテル京都において、２０１７年度親
和会海外研修奨学金（春期）、学生活動奨励金の授与式を開催しました。 
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受賞者コメント

　私は現代における真宗伝道の研究をしています。宗
教離れやグローバル化が進んでいく社会において、真宗
伝道を実践することはますます困難になっていくと予想
されています。そこで本研修では、国内で活動を続けて
きた音楽実演伝道プロジェクト「LIFE SONGS」をハワ
イで実演します。多文化共生社会であるハワイで実践し
て得られる知見や問題点は、自らの研究に大きく貢献し
てくれると考えています。この機会を活かし、研究の研鑽
に努めていきたいと思います。

海外研修奨学生　 2017（平成29）年度 親和会海外研修奨学生一覧

　私は、今回イギリスで『ナローボートを中心とした運河
利用、水利用』について調査します。現在、琵琶湖疎水と
いう運河に観光船を通すというプロジェクトが滋賀県と
京都府の共同事業として行われています。しかし、そこに
は運河ならではの責任問題などが残っています。
　この機会を活かして、既に観光船（ナローボート）を通
すことで運河を活用しているイギリスに行き、運河利用
の責任問題などをナローボート所有者に対してヒアリン
グすることで、今後の研究につなげたいと思います。

野間  元綺
  のま  　    げんき

さん

法学部 法律学科

海外研修先 イギリス

研修の目的・抱負

奥田  章吾
おくだ　 　しょうご

さん

実践真宗研究科 実践真宗学専攻

海外研修先 アメリカ

研修の目的・抱負

■2017年夏期　※授与式は2017年7月27日（木）紫英館東第2会議室にて執り行いました。

　バドミントン部は、昨年全日本学生バドミントン選手
権大会において男女共に準優勝という悔しい結果でし
た。4回生が主力として戦っていたこともあり、現時点で
は戦力に不安を残す部分はありますが、今年1年で個々
のレベルアップを図り、総合力で戦うことで男女共に初
優勝を成し遂げるべく日々精進していきます。簡単な目
標設定ではなく、1年間厳しい戦いが続くと思います
が、チャレンジャー精神で勝利を目指して戦います。今
後ともご声援のほどよろしくお願いします。

学生活動奨励金受賞団体

学友会体育局 バドミントン部最優秀賞

第68回全日本学生バドミントン選手権大会　
男子団体準優勝、女子団体準優勝

　この度は学生活動奨励金最優秀賞に選出いただき、ありがとうござい
ました。
  柔道部は昨年、全日本学生柔道体重別選手権大会で女子団体ベスト4と
いう悔しい結果に終わりました。個人では国内外を問わず、年々多くの成績を
残しているので、今後一層チームのレベルアップに繋げていきたいと思います。
　また、柔道は“礼に始まり礼に終わる”と言われているように、礼儀を
大切にします。試合で勝ち負けを競うといったスポーツの部分だけでは
なく、“精力善用”という言葉の通り“教育的”な面もふくまれています。
柔道部をますます充実したサークルにするため、昨年度の悔しさをバネに、
今年こそチームの目標である日本一を目指して頑張ります！

学友会体育局 柔道部最優秀賞

関西学生柔道優勝大会　女子優勝　男子３位
全日本学生柔道体重別選手権大会　女子ベスト４

国際文化学部

国際文化学部

国際文化学部

国際文化学部

国際学部

村上 裕紀

新保 くるみ

秋本 果帆

新見 幸乃

提中 明日香

研究

研究

研究

自己研鑽

自己研鑽

学部・研究科 名前 コース

韓国

イギリス

シンガポール

ベトナム

アイルランドにおけるケルト民族のアイデンティティと美術意匠の相関
～『ケルズの書』によるケルト復興を中心に～

現代における真宗伝道の研究－音楽実演伝道を通して－

イギリスの水管理と法的責任

Footpathによるまちおこし

日韓歴史教育の違い、そして現在の領土問題への影響

イギリスにおける紋章の使用意義の移り変わり

シンガポールの建造物と歴史的背景

海外インターンシップ

8/6 ～ 8/25

8/31 ～ 9/9

8/31 ～ 9/7

9/7 ～ 9/10

8/13 ～ 9/9

研修地 研修テーマ 研修期間

2017(平成29)年度 親和会学生活動奨励金授与団体一覧  

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

特別賞

特別賞

特別賞
特別賞
特別賞

特別賞

吹奏楽部

バドミントン部

柔道部

日本拳法部

端艇部

女子バレーボール部

水上競技認定同好会

フェンシング部

バトン・チアSPIRITS
フライングディスクサークルROC-A-AIR

チーム・ノーマライゼーション

サークル名賞

第３９回全日本アンサンブルコンテスト金賞
チューリッヒ国際青年音楽祭 コンサート部門Topレベル グランプリ
第６８回全日本学生バドミントン選手権大会 男子団体準優勝,女子団体準優勝　ほか
関西学生柔道優勝大会 女子優勝,男子３位
全日本学生柔道体重別選手権大会女子ベスト４
第２１回西日本学生拳法選手権大会 団体優勝
第６２回全日本学生拳法選手権大会 団体３位
第３９回全日本軽量級選手権大会 男子舵手無しクォドルプル４位,男子舵手なしフォア８位
第７０回朝日レガッタ 女子舵手付きクォドルプル２位,女子ダブルスカル３位
第４４回全日本大学選手権大会 男子ダブルスカル２位
第９５回全日本選手権大会 男子舵手付きペア４位,女子エイト６位　ほか
関西大学バレーボール連盟 春季リーグ戦準優勝,秋季リーグ戦優勝
第６４回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ベスト１６　
平成２８年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウンド ベスト８　ほか
第９３回 日本学生選手権水泳競技大会＜水球競技＞ベスト８
２０１７年度関西学生水球選手権２位
２０１７年度全日本学生フェンシング選手権大会エペ団体５位
第４５回バトントワーリング全国大会学校部門大学の部バトン編成金賞
第２８回全日本大学アルティメット選手権６位
本学大学生と障がい者が共に学び、自分の夢に向かって挑戦する場の提供をしている。
９月に開催した働き方の意義を考えるシンポジウムでは、就労移行支援を手がけるNPO法人の理事長と
京都市長との対談を実現し、京都新聞・毎日新聞に掲載されるなど、本学の名誉を高揚した。

主な成績

■2018年春期　※授与式は、2018年1月22日（月）ANAクラウンプラザホテル京都にて執り行いました。

※授与式は、2018年1月22日（月）ANAクラウンプラザホテル京都にて執り行いました。

実践真宗学研究科

法学部

法学部

奥田 章吾

野間 元綺

斎藤 菜乃子

研究

研究

自己研鑽

学部・研究科 名前 コース

アメリカ

イギリス

イギリス

2/14 ～ 2/22

3/5 ～ 3/16

3/2 ～ 3/13

研修地 研修テーマ 研修期間

アイルランド
スコットランド
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受賞者コメント

　私は現代における真宗伝道の研究をしています。宗
教離れやグローバル化が進んでいく社会において、真宗
伝道を実践することはますます困難になっていくと予想
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京都府の共同事業として行われています。しかし、そこに
は運河ならではの責任問題などが残っています。
　この機会を活かして、既に観光船（ナローボート）を通
すことで運河を活用しているイギリスに行き、運河利用
の責任問題などをナローボート所有者に対してヒアリン
グすることで、今後の研究につなげたいと思います。

野間  元綺
  のま  　    げんき

さん

法学部 法律学科

海外研修先 イギリス

研修の目的・抱負

奥田  章吾
おくだ　 　しょうご

さん

実践真宗研究科 実践真宗学専攻

海外研修先 アメリカ

研修の目的・抱負

■2017年夏期　※授与式は2017年7月27日（木）紫英館東第2会議室にて執り行いました。

　バドミントン部は、昨年全日本学生バドミントン選手
権大会において男女共に準優勝という悔しい結果でし
た。4回生が主力として戦っていたこともあり、現時点で
は戦力に不安を残す部分はありますが、今年1年で個々
のレベルアップを図り、総合力で戦うことで男女共に初
優勝を成し遂げるべく日々精進していきます。簡単な目
標設定ではなく、1年間厳しい戦いが続くと思います
が、チャレンジャー精神で勝利を目指して戦います。今
後ともご声援のほどよろしくお願いします。

学生活動奨励金受賞団体

学友会体育局 バドミントン部最優秀賞

第68回全日本学生バドミントン選手権大会　
男子団体準優勝、女子団体準優勝

　この度は学生活動奨励金最優秀賞に選出いただき、ありがとうござい
ました。
  柔道部は昨年、全日本学生柔道体重別選手権大会で女子団体ベスト4と
いう悔しい結果に終わりました。個人では国内外を問わず、年々多くの成績を
残しているので、今後一層チームのレベルアップに繋げていきたいと思います。
　また、柔道は“礼に始まり礼に終わる”と言われているように、礼儀を
大切にします。試合で勝ち負けを競うといったスポーツの部分だけでは
なく、“精力善用”という言葉の通り“教育的”な面もふくまれています。
柔道部をますます充実したサークルにするため、昨年度の悔しさをバネに、
今年こそチームの目標である日本一を目指して頑張ります！

学友会体育局 柔道部最優秀賞

関西学生柔道優勝大会　女子優勝　男子３位
全日本学生柔道体重別選手権大会　女子ベスト４
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～『ケルズの書』によるケルト復興を中心に～

現代における真宗伝道の研究－音楽実演伝道を通して－

イギリスの水管理と法的責任

Footpathによるまちおこし

日韓歴史教育の違い、そして現在の領土問題への影響

イギリスにおける紋章の使用意義の移り変わり

シンガポールの建造物と歴史的背景

海外インターンシップ

8/6 ～ 8/25

8/31 ～ 9/9

8/31 ～ 9/7

9/7 ～ 9/10

8/13 ～ 9/9

研修地 研修テーマ 研修期間

2017(平成29)年度 親和会学生活動奨励金授与団体一覧  

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞

最優秀賞

優秀賞

特別賞

特別賞

特別賞
特別賞
特別賞

特別賞

吹奏楽部

バドミントン部

柔道部

日本拳法部

端艇部

女子バレーボール部

水上競技認定同好会

フェンシング部

バトン・チアSPIRITS
フライングディスクサークルROC-A-AIR

チーム・ノーマライゼーション

サークル名賞

第３９回全日本アンサンブルコンテスト金賞
チューリッヒ国際青年音楽祭 コンサート部門Topレベル グランプリ
第６８回全日本学生バドミントン選手権大会 男子団体準優勝,女子団体準優勝　ほか
関西学生柔道優勝大会 女子優勝,男子３位
全日本学生柔道体重別選手権大会女子ベスト４
第２１回西日本学生拳法選手権大会 団体優勝
第６２回全日本学生拳法選手権大会 団体３位
第３９回全日本軽量級選手権大会 男子舵手無しクォドルプル４位,男子舵手なしフォア８位
第７０回朝日レガッタ 女子舵手付きクォドルプル２位,女子ダブルスカル３位
第４４回全日本大学選手権大会 男子ダブルスカル２位
第９５回全日本選手権大会 男子舵手付きペア４位,女子エイト６位　ほか
関西大学バレーボール連盟 春季リーグ戦準優勝,秋季リーグ戦優勝
第６４回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ベスト１６　
平成２８年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウンド ベスト８　ほか
第９３回 日本学生選手権水泳競技大会＜水球競技＞ベスト８
２０１７年度関西学生水球選手権２位
２０１７年度全日本学生フェンシング選手権大会エペ団体５位
第４５回バトントワーリング全国大会学校部門大学の部バトン編成金賞
第２８回全日本大学アルティメット選手権６位
本学大学生と障がい者が共に学び、自分の夢に向かって挑戦する場の提供をしている。
９月に開催した働き方の意義を考えるシンポジウムでは、就労移行支援を手がけるNPO法人の理事長と
京都市長との対談を実現し、京都新聞・毎日新聞に掲載されるなど、本学の名誉を高揚した。

主な成績

■2018年春期　※授与式は、2018年1月22日（月）ANAクラウンプラザホテル京都にて執り行いました。

※授与式は、2018年1月22日（月）ANAクラウンプラザホテル京都にて執り行いました。

実践真宗学研究科

法学部

法学部

奥田 章吾

野間 元綺

斎藤 菜乃子

研究

研究

自己研鑽

学部・研究科 名前 コース

アメリカ

イギリス

イギリス

2/14 ～ 2/22

3/5 ～ 3/16

3/2 ～ 3/13

研修地 研修テーマ 研修期間

アイルランド
スコットランド



梅井  真由美
うめい　 　     ま ゆみ

さん

農学部 食品栄養学科 2年生

インターンシップ先  株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム

出 身 高 校  私立京都女子高等学校

06 07

■インターンシップ体験記

　インターンシップに参加しようと思ったのは、協定
型インターンシップだからです。10日間という一定
期間、同じ会社で同じ人と同じ場所で働くことで
１dayインターンシップではできない体験をさせて

池辺  雄紀
 い けべ 　 　   ゆうき

さん

経営学部 経営学科 ３年生

インターンシップ先  株式会社塚腰運送

出 身 高 校  私立浪速高等学校

インターンシップに取り組もうと思った動機は何ですか

もらえるのではないかと思いました。また、夏の段
階で興味のある業界が自分にあっているのか、ま
た本当に想像している業界であるのかを確認して
みたいということも参加した理由です。

　インターンシップを通して大事だと思ったところ
は、人と話す勇気が必要であるということ。インター
ンシップで企業や業界のことを知り、仕事に関しての
勉強をすることも大事ですが、私たち学生に一番足
らないものそれは、社会人と話すことであると私は感

インターンシップを振り返って感じたことや実践して良かったことは何ですか

じました。実際に行ってみて、話すということは一番
意識していました。仕事のことを聞くのはもちろんで
すが、休憩時間などにプライベートな話しやいろいろ
な体験談を聞くことができたのも自分の成長に繋
がったと感じています。

　インターンシップ実施先に行くまでに何か一つ目
標を立てて取り組んでほしいと思います。私は多くの
人と話すという目標を立てました。
　３年生の夏に実施されることから、就職活動に対

インターンシップに取り組む際の注意点など後輩へのメッセージをお願いします

する意識が低くて、参加しない人も多いと思いますが、
インターンシップを就職活動の一部とするだけでなく、
自分を成長させてくれるものとして捉えて、是非とも
参加してほしいと思います。

※ 協定型インターンシップ … 龍谷大学が独自で協定を締結する企業・団体などでの約２週間のインターン実習。
 事前・事後学習も充実しています。

　今回私がインターンシップに取り組もうと思った
動機は、今までアルバイトの経験もほとんどなかった
ために仕事とはどういったものなのかを具体的に考
え、社会に出たときに役立てたいと思ったからです。
働く中で多くの方々と関わることができるという経験

インターンシップに取り組もうと思った動機は何ですか

はコミュニケーション能力の向上にも繋がるいい機
会だと思いました。そして６次産業への理解を深め、
専門として学んでいる食に関しての視野を広げたい
と思ったからです。

　インターンシップで食材の生産や食品加工、流通
や体験教室を通しての接客など様々な経験をさせて
いただいた中で、人と接する仕事の方が私に向いて
いると感じました。それまでは接客と聞くと難しくて
私には向いていないのではないかと思っていました

インターンシップを振り返って感じたことや実践して良かったことは何ですか

が、実際に経験すると張り合いがあって楽しく取り組
むことができました。また、仕事をしている中で重要
となる「報（告）連（絡）相（談）」をもっと徹底するべ
きだということも感じました。

　インターンシップのプログラムは事前学習があって
から実習があり、最後に事後学習があります。事前学
習では実習に向けて必要なマナーのことや自身のキャ
リアを考えることができるお話も聞くことができます。
実習に取り組む際には、学びの多い充実した時間とな

インターンシップに取り組む際の注意点など後輩へのメッセージをお願いします

るように目標をきちんと立てて臨むことが重要になる
かと思います。事後学習では良かったこと、課題などを
見つけて就職にもそれからの学生生活にも役立てて
ほしいです。貴重な経験なので、是非この機会に自身
のキャリアについて深く考えていってください。

職業現場を体験して、自分の将来を見極めるインターンシップ。実際に参加した学生の声です。

※6次産業：一次産業だけでなく加工（2次産業）、流通・販売（3次産業）まで手がける経営手法
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リアを考えることができるお話も聞くことができます。
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るように目標をきちんと立てて臨むことが重要になる
かと思います。事後学習では良かったこと、課題などを
見つけて就職にもそれからの学生生活にも役立てて
ほしいです。貴重な経験なので、是非この機会に自身
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相方  凛太廊

社会学部 社会学科 ４年生

内 定 先  株式会社ツムラ　

出 身 高 校  私立崇徳高等学校　

さがた　 　    りんたろう

さん

08 09

■就職活動体験記

上山  実華

国際文化学部 国際文化学科 ４年生

内 定 先  京セラ株式会社

出 身 高 校  私立龍谷大学付属平安高等学校

　就職活動を振り返ると、始めはビジネスマナーから
エントリーシートの書き方に至るまで、分からないこ
とばかりでした。しかし、早期から就職活動を始めて
いたため、早い段階にマナーや面接の仕方などを身に

就職活動を振り返って感じたことや実践してよかったことは何ですか

つけることができました。その点で他の就活生に差を
つけることができたかと思います。できることから早め
に取り組んでおいて良かったと思います。

　まずは、企業理念に対する強い共感です。学生生
活におけるこれまでの経験を踏まえて、自身の考え方
と企業の理念に共通する部分が多々ありました。企
業の考え方と、働く上での自分自身の考え方の一致
は、入社後の働きやすさにも通ずる部分があると思

その企業に決めた理由は何ですか

います。その部分を実際に説明会や面接の機会に社
員の方とお話しさせていただく中で、確認することが
できました。また、自分自身の強みを活かせる仕事
（やりたいこと）ができる環境にあることも決め手の
一つとなっています。

　両親には、私への気遣いに感謝しています。逐一、
事細かに就職活動の状況を聞かれることもなければ、
反対に一切関与しないといったこともありませんでし
た。私が困った時には少しアドバイスをくれたり、相談

就職活動に際し、印象に残る親からのサポートや言葉などがありましたら教えてください

に乗ってくれたりするような、適度な距離感を保って
貰えたことから、ストレスなく就職活動を終えることが
できました。

　就職活動に正解はありません。とりあえず内定を
貰うこと、自分のやりたいことができる会社に入るこ
と、どこに目標を置くかも全て自分次第です。だからこ
そ人に流されず、自分自身と向き合う機会として就職
活動を捉えてみてください。新たな自分の発見や様々

これから就職活動に臨む後輩へメッセージをお願いします

な企業との出会いを楽しめると、自ずとモチベーショ
ンも上がります。何を目標とし、いかに自分自身と向
き合えるか、そして就職活動を「楽しい」と感じられる
か、これらが就職活動を行う上での鍵になると思い
ます。

　就職活動は一つの試練でした。私は野球をやってい
たおかげで高校、大学と受験勉強というものをしたこ
とがありませんでした。その私に「世の中甘いものでは

就職活動を振り返って感じたことや実践してよかったことは何ですか

ない」ということを教えくれた機会でした。実践してよ
かったことは、SPI、テストセンターの勉強をしっかりと
したことです。

　漢方薬というのがとても魅力的だと思ったからです。
具体的には西洋医学と漢方医学の融合や、１つの漢
方薬で複数の症状に対応が可能であることなどで
す。これらのことは、漢方薬を取り扱っているツムラに

その企業に決めた理由は何ですか

しかない魅力だと思ったからです。また座談会や人事
の方と接してみて、「この人たちみたいになりたい」と
思ったことも理由の一つです。

　まずは交通費です。就職活動は意外にお金がかか
ります。しかし、アルバイトなどしている暇はありません
でしたので、お小遣いを増やしてくれたのはとても助
かったし感謝しています。次は自分のやりたいことを優
先してもらったことです。「あそこは大変だ」「ここはや
めなさい」と言われると選択肢も狭まり自分のやりた

就職活動に際し、印象に残る親からのサポートや言葉などありましたら教えてください

いことがやれなくなったりしますが、そこを見守ってい
てくれたのはとてもよかったです。最後に定期的に連
絡をくれたことです。やはり就職活動はとてもしんどい
です。そんな時に親からの絶妙のタイミングと頻度の
連絡というのは支えになりました。

　私は多くの企業に落とされました。これから就職活
動を行う方々も同じことがあると思いますが、落ちて
も自分のことを否定されていると決して思わないでく
ださい。縁がなかったと思って次に進んでください。必
ずあなたと働きたいと言ってくれる企業があります。内

これから就職活動に臨む後輩へメッセージをお願いします

定の数が多いことが良いと私は思いません。一つしか
内定をもらえなくても、本当に働きたいと思える企業
に出会い、その企業から内定をもらえる方が良いと思
います。これから就職活動を行う方々にはぜひそのよ
うな企業に巡り会ってほしいです。

うえやま　     み か

さん
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（やりたいこと）ができる環境にあることも決め手の
一つとなっています。

　両親には、私への気遣いに感謝しています。逐一、
事細かに就職活動の状況を聞かれることもなければ、
反対に一切関与しないといったこともありませんでし
た。私が困った時には少しアドバイスをくれたり、相談

就職活動に際し、印象に残る親からのサポートや言葉などがありましたら教えてください

に乗ってくれたりするような、適度な距離感を保って
貰えたことから、ストレスなく就職活動を終えることが
できました。

　就職活動に正解はありません。とりあえず内定を
貰うこと、自分のやりたいことができる会社に入るこ
と、どこに目標を置くかも全て自分次第です。だからこ
そ人に流されず、自分自身と向き合う機会として就職
活動を捉えてみてください。新たな自分の発見や様々

これから就職活動に臨む後輩へメッセージをお願いします

な企業との出会いを楽しめると、自ずとモチベーショ
ンも上がります。何を目標とし、いかに自分自身と向
き合えるか、そして就職活動を「楽しい」と感じられる
か、これらが就職活動を行う上での鍵になると思い
ます。

　就職活動は一つの試練でした。私は野球をやってい
たおかげで高校、大学と受験勉強というものをしたこ
とがありませんでした。その私に「世の中甘いものでは

就職活動を振り返って感じたことや実践してよかったことは何ですか

ない」ということを教えくれた機会でした。実践してよ
かったことは、SPI、テストセンターの勉強をしっかりと
したことです。

　漢方薬というのがとても魅力的だと思ったからです。
具体的には西洋医学と漢方医学の融合や、１つの漢
方薬で複数の症状に対応が可能であることなどで
す。これらのことは、漢方薬を取り扱っているツムラに

その企業に決めた理由は何ですか

しかない魅力だと思ったからです。また座談会や人事
の方と接してみて、「この人たちみたいになりたい」と
思ったことも理由の一つです。

　まずは交通費です。就職活動は意外にお金がかか
ります。しかし、アルバイトなどしている暇はありません
でしたので、お小遣いを増やしてくれたのはとても助
かったし感謝しています。次は自分のやりたいことを優
先してもらったことです。「あそこは大変だ」「ここはや
めなさい」と言われると選択肢も狭まり自分のやりた

就職活動に際し、印象に残る親からのサポートや言葉などありましたら教えてください

いことがやれなくなったりしますが、そこを見守ってい
てくれたのはとてもよかったです。最後に定期的に連
絡をくれたことです。やはり就職活動はとてもしんどい
です。そんな時に親からの絶妙のタイミングと頻度の
連絡というのは支えになりました。

　私は多くの企業に落とされました。これから就職活
動を行う方々も同じことがあると思いますが、落ちて
も自分のことを否定されていると決して思わないでく
ださい。縁がなかったと思って次に進んでください。必
ずあなたと働きたいと言ってくれる企業があります。内

これから就職活動に臨む後輩へメッセージをお願いします

定の数が多いことが良いと私は思いません。一つしか
内定をもらえなくても、本当に働きたいと思える企業
に出会い、その企業から内定をもらえる方が良いと思
います。これから就職活動を行う方々にはぜひそのよ
うな企業に巡り会ってほしいです。

うえやま　     み か

さん
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Information Schedule 2018年4月～9月

　学修状況の確認として、年2回（3月下旬・9月下
旬）、学生への成績表交付の後、保証人宛にお子さま
の成績表をお送りしています。成績表には、各期の採
点結果の点数、修得単位数、卒業までに必要な単位数
を掲載しています。学修状況の確認、親子間のコミュニ
ケーションなどにお役立ていただければと思います。
　なお、成績表や各種ご案内を送付させていただくた
め、送付先住所（保証人住所）に変更がございました
ら、必ず学生本人が各学部教務課窓口にて住所変更
手続きをおこなってください。

2017年度後期成績表を送付いたします

　下記の通り5月12日（土）本学深草学舎を皮切りに
7月19日まで全国29会場で、全国保護者懇談会を開
催いたします。
（深草学舎では親和会総会と講演会も開催）

全国保護者懇談会が5月から始まります

　龍谷ミュージアムは、西本願寺の正面に位置する
仏教総合博物館です。龍谷大学の長い歴史の中で蓄
積してきた研究成果や貴重な学術資料などにより仏
教の誕生から現代の仏教までの流れを示すシリーズ
展に加え、春と秋の特別展を開催しています。
　親和会員（保護者）の皆さまには、本誌をご持参い
ただきますと無料で入館いただけます。
（「親和会だより」裏表紙に龍谷ミュージアム無料ご優待証）

龍谷ミュージアムのご案内

親和会では保護者（保証人）の皆さまの疑問に応えるべく、専用電話とメールアドレスを設けております。親和会
事業についてはもちろんのこと、大学に対するお問い合わせ、相談、ご要望など、お気軽にお寄せください。

保護者相談窓口のご案内

※4月中旬にお送りする開催案内をご覧ください。
※ご参加の場合、事前申込が必要です。

■2018年度全国保護者懇談会　開催一覧
地　域
札幌市
仙台市
東京都港区
新潟市
金沢市
福井市
松本市
静岡市
名古屋市
鳥羽市
大津市
京都市
大阪市
神戸市
奈良市
和歌山市
松江市
岡山市
広島市
山口市
徳島市
高松市
松山市
高知市
福岡市
長崎市
熊本市
大分市
鹿児島市

JRタワーホテル日航札幌
ホテルメトロポリタン仙台
パレスホテル東京
ANAクラウンプラザホテル新潟
ホテル日航金沢
ユアーズホテルフクイ
ホテルモンターニュ松本
ホテルアソシア静岡
名古屋マリオットアソシアホテル
鳥羽国際ホテル
びわ湖大津プリンスホテル
龍谷大学深草学舎
ホテルニューオータニ大阪
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
奈良ホテル
ホテルグランヴィア和歌山
松江エクセルホテル東急
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア広島
山口グランドホテル
ホテルクレメント徳島
JRホテルクレメント高松
松山全日空ホテル
ホテル日航高知旭ロイヤル
グランドハイアット福岡
ANAクラウンプラザホテル長崎
ホテル日航熊本
ホテル日航大分オアシスタワー
城山観光ホテル

6月29日(金)
6月28日(木)
5月28日(月)
5月29日(火)
7月10日(火)
7月11日(水)
6月1日(金)
6月18日(月)
6月2日(土)
6月19日(火)
6月10日(日)
5月12日(土)
6月30日(土)
6月5日(火)
7月13日(金)
5月27日(日)
6月8日(金)
7月2日(月)
7月3日(火)
5月23日(水)
6月24日(日)
6月25日(月)
6月11日(月)
6月12日(火)
6月15日(金)
6月16日(土)
7月19日(木)
5月22日(火)
7月18日(水)

11:30
11:30
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
13:00
14:00
14:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00

開催日 開始時間会　場

開催日
５月１１日（金） 

５月１２日（土） 

５月１２日（土） 

６月３０日（土） 

２０１７年度第３回龍谷大学親和会役員会   

２０１８年度【第５7回】龍谷大学親和会定期総会   

全国保護者懇談会（京都会場）   

大学懇談会（大阪会場）   

内　容

月

4
月

5
月

7
月

学年始

入学式

履修指導期間

前期授業開始

第１学期授業開始

授業実施日

履修辞退受付期間

降誕会

創立記念日・降誕会

授業実施日

前期授業終了

前期定期試験期間

集中補講日

第１学期授業終了

第１学期定期試験期間

集中･補講期間

夏期休業

1

1

2

2～7

2～8

3～8

9

9

30（振替休日）

7～11

10・11

16・19・20

21

16（海の日）

21

23～28

24・25

28

30～8/6

30～8/10

30～9/13

全学共通

文･済･営･法･政・
国（各大学院・実践真宗含）･短

理･社・農（各大学院含）

短

文･済･営･法･政･国・大学院

理･社･農

短

学部･大学院

全学共通

学部･大学院

短

全学共通（16日5講時以降休講、
19日授業実施日）

全学共通（終日休講）

全学共通

短

短

学部･大学院

学部･大学院

学部･大学院

短

短

内　容 対　象日にち 月

8
月

9
月

定期試験予備日

夏期休業

一斉休暇

集中・補講期間

追試験期間

サマーセッション①

サマーセッション②

第2学期開始

履修指導期間

後期授業開始

9月卒業式・
学位記授与式・
入学式

9月卒業式

第2学期授業開始

授業実施日

5・6

7～9/8

11～18

20・21、25～28

25

22～24

27～9/1

3～8

10

10～19

14

19

19

20

24（振替休日）

学部･大学院

学部･大学院

全学共通

短

理工・農（食品栄養）

全学共通

学部・大学院

学部・大学院

学部・大学院

学部・大学院

短

学部・大学院

短

学部・大学院

全学共通

内　容 対　象日にち

■Schedule ［保護者用］

親和会事務局直通電話：075-645-2780 （9時～17時 [土・日・祝日休業]）
メールアドレス ： sinwakai@ad.ryukoku.ac.jp
ホームページ： http://www.ryukoku.ac.jp/parents/index.php

保 護 者
相談窓口

問合わせ先：龍谷ミュージアム ☎075-351-2500　
ホームページ：http://museum.ryukoku.ac.jp
※上記の会期中には休館日があります。
　開館スケジュールなどの詳細は龍谷ミュージアムホームページで
　ご確認ください。

■春季特別展
  「お釈迦さんワールド　－ブッダになったひと－」
   2018年4月21日（土）～6月17日（日）
■シリーズ展２
  「仏教の思想と文化　－インドから日本へ－」 
   2018年7月14日（土）～8月19日（日）
■秋季特別展「水木しげる 魂の漫画展」
   2018年9月22日（土）～11月25日（日）
■シリーズ展３
   「仏教の思想と文化　－インドから日本へ－」 
   2019年1月9日（水）～2月11日（月・祝）
   2019年2月16日（土）～3月24日（日）

※略称 「文」＝文学部 「済」＝経済学部
 「営」＝経営学部 「法」＝法学部
 「政」＝政策学部 「理」＝理工学部
 「社」＝社会学部 「国」＝国際学部
 「農」＝農学部 「短」＝短期大学部
 「学部」＝全学部（短･大学院除く）
 「大学院」＝全研究科対象
 「全学共通」＝学部･大学院･短の全対象
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Information Schedule 2018年4月～9月

　学修状況の確認として、年2回（3月下旬・9月下
旬）、学生への成績表交付の後、保証人宛にお子さま
の成績表をお送りしています。成績表には、各期の採
点結果の点数、修得単位数、卒業までに必要な単位数
を掲載しています。学修状況の確認、親子間のコミュニ
ケーションなどにお役立ていただければと思います。
　なお、成績表や各種ご案内を送付させていただくた
め、送付先住所（保証人住所）に変更がございました
ら、必ず学生本人が各学部教務課窓口にて住所変更
手続きをおこなってください。

2017年度後期成績表を送付いたします

　下記の通り5月12日（土）本学深草学舎を皮切りに
7月19日まで全国29会場で、全国保護者懇談会を開
催いたします。
（深草学舎では親和会総会と講演会も開催）

全国保護者懇談会が5月から始まります

　龍谷ミュージアムは、西本願寺の正面に位置する
仏教総合博物館です。龍谷大学の長い歴史の中で蓄
積してきた研究成果や貴重な学術資料などにより仏
教の誕生から現代の仏教までの流れを示すシリーズ
展に加え、春と秋の特別展を開催しています。
　親和会員（保護者）の皆さまには、本誌をご持参い
ただきますと無料で入館いただけます。
（「親和会だより」裏表紙に龍谷ミュージアム無料ご優待証）

龍谷ミュージアムのご案内

親和会では保護者（保証人）の皆さまの疑問に応えるべく、専用電話とメールアドレスを設けております。親和会
事業についてはもちろんのこと、大学に対するお問い合わせ、相談、ご要望など、お気軽にお寄せください。

保護者相談窓口のご案内

※4月中旬にお送りする開催案内をご覧ください。
※ご参加の場合、事前申込が必要です。

■2018年度全国保護者懇談会　開催一覧
地　域
札幌市
仙台市
東京都港区
新潟市
金沢市
福井市
松本市
静岡市
名古屋市
鳥羽市
大津市
京都市
大阪市
神戸市
奈良市
和歌山市
松江市
岡山市
広島市
山口市
徳島市
高松市
松山市
高知市
福岡市
長崎市
熊本市
大分市
鹿児島市

JRタワーホテル日航札幌
ホテルメトロポリタン仙台
パレスホテル東京
ANAクラウンプラザホテル新潟
ホテル日航金沢
ユアーズホテルフクイ
ホテルモンターニュ松本
ホテルアソシア静岡
名古屋マリオットアソシアホテル
鳥羽国際ホテル
びわ湖大津プリンスホテル
龍谷大学深草学舎
ホテルニューオータニ大阪
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
奈良ホテル
ホテルグランヴィア和歌山
松江エクセルホテル東急
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア広島
山口グランドホテル
ホテルクレメント徳島
JRホテルクレメント高松
松山全日空ホテル
ホテル日航高知旭ロイヤル
グランドハイアット福岡
ANAクラウンプラザホテル長崎
ホテル日航熊本
ホテル日航大分オアシスタワー
城山観光ホテル

6月29日(金)
6月28日(木)
5月28日(月)
5月29日(火)
7月10日(火)
7月11日(水)
6月1日(金)
6月18日(月)
6月2日(土)
6月19日(火)
6月10日(日)
5月12日(土)
6月30日(土)
6月5日(火)
7月13日(金)
5月27日(日)
6月8日(金)
7月2日(月)
7月3日(火)
5月23日(水)
6月24日(日)
6月25日(月)
6月11日(月)
6月12日(火)
6月15日(金)
6月16日(土)
7月19日(木)
5月22日(火)
7月18日(水)

11:30
11:30
14:00
14:00
14:00
13:00
13:00
14:00
13:00
14:00
14:00
12:30
12:30
13:00
13:00
13:00
14:00
13:00
13:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00

開催日 開始時間会　場

開催日
５月１１日（金） 

５月１２日（土） 

５月１２日（土） 

６月３０日（土） 

２０１７年度第３回龍谷大学親和会役員会   

２０１８年度【第５7回】龍谷大学親和会定期総会   

全国保護者懇談会（京都会場）   

大学懇談会（大阪会場）   

内　容

月

4
月

5
月

7
月

学年始

入学式

履修指導期間

前期授業開始

第１学期授業開始

授業実施日

履修辞退受付期間

降誕会

創立記念日・降誕会

授業実施日

前期授業終了

前期定期試験期間

集中補講日

第１学期授業終了

第１学期定期試験期間

集中･補講期間

夏期休業

1

1

2

2～7

2～8

3～8

9

9

30（振替休日）

7～11

10・11

16・19・20

21

16（海の日）

21

23～28

24・25

28

30～8/6

30～8/10

30～9/13

全学共通

文･済･営･法･政・
国（各大学院・実践真宗含）･短

理･社・農（各大学院含）

短

文･済･営･法･政･国・大学院

理･社･農

短

学部･大学院

全学共通

学部･大学院

短

全学共通（16日5講時以降休講、
19日授業実施日）

全学共通（終日休講）

全学共通

短

短

学部･大学院

学部･大学院

学部･大学院

短

短

内　容 対　象日にち 月

8
月

9
月

定期試験予備日

夏期休業

一斉休暇

集中・補講期間

追試験期間

サマーセッション①

サマーセッション②

第2学期開始

履修指導期間

後期授業開始

9月卒業式・
学位記授与式・
入学式

9月卒業式

第2学期授業開始

授業実施日

5・6

7～9/8

11～18

20・21、25～28

25

22～24

27～9/1

3～8

10

10～19

14

19

19

20

24（振替休日）

学部･大学院

学部･大学院

全学共通

短

理工・農（食品栄養）

全学共通

学部・大学院

学部・大学院

学部・大学院

学部・大学院

短

学部・大学院

短

学部・大学院

全学共通

内　容 対　象日にち

■Schedule ［保護者用］

親和会事務局直通電話：075-645-2780 （9時～17時 [土・日・祝日休業]）
メールアドレス ： sinwakai@ad.ryukoku.ac.jp
ホームページ： http://www.ryukoku.ac.jp/parents/index.php

保 護 者
相談窓口

問合わせ先：龍谷ミュージアム ☎075-351-2500　
ホームページ：http://museum.ryukoku.ac.jp
※上記の会期中には休館日があります。
　開館スケジュールなどの詳細は龍谷ミュージアムホームページで
　ご確認ください。

■春季特別展
  「お釈迦さんワールド　－ブッダになったひと－」
   2018年4月21日（土）～6月17日（日）
■シリーズ展２
  「仏教の思想と文化　－インドから日本へ－」 
   2018年7月14日（土）～8月19日（日）
■秋季特別展「水木しげる 魂の漫画展」
   2018年9月22日（土）～11月25日（日）
■シリーズ展３
   「仏教の思想と文化　－インドから日本へ－」 
   2019年1月9日（水）～2月11日（月・祝）
   2019年2月16日（土）～3月24日（日）

※略称 「文」＝文学部 「済」＝経済学部
 「営」＝経営学部 「法」＝法学部
 「政」＝政策学部 「理」＝理工学部
 「社」＝社会学部 「国」＝国際学部
 「農」＝農学部 「短」＝短期大学部
 「学部」＝全学部（短･大学院除く）
 「大学院」＝全研究科対象
 「全学共通」＝学部･大学院･短の全対象



親和会・親和会だよりに関するご意見、ご要望などは下記までお寄せください。

龍谷大学　親和会事務局
編集：龍谷大学　親和会だより編集委員会
〒612-8577　京都市伏見区深草塚本町67
Tel：075-645-7888　Fax：075-642-8867
Mail：sinwakai@ad.ryukoku.ac.jp
http://www.ryukoku.ac.jp/parents/index.php

龍谷大学親和会 龍谷ミュージアム

無料ご優待証
期日：2019年3月末日まで
※1回のご来館につき、親和会員（保護者）を含め2名まで無料でご入館いただけます。
※期間中何度でもご利用いただけます。
※本誌をミュージアム受付でご提示ください。

龍谷ミュージアム 無料ご優待




