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いろんなマスクで撮影!
毎年たくさんの近大生が登場する近大グラ
フィティの表紙。今回はいろんなマスクを

近大の卒業生がむかし撮った写真を再現
巻末

近大グラフィティ2023 、ついに完成 !!
KINDAI UNIVERSITY × TOKYO GRAFFITI

表紙 REPORT

卒業生に質問。あなたにとって近畿大学とは?

「今は、かつてない大きな時代の変革期であり…」とよく聞きます。でも、
「今は、大きな時代の変革…」
って何十年も前から、

着けてもらいました。近大マスクはもちろ

いつも言われていた気がします。むしろ「大きな変革期」でなかったときがない。

ん、SNSやTVで話題の近大マグロマスクや

別冊データブック

そう、変わらないときはないのです。ブッダの遺言も「すべては変わってゆく。みんな、がんばれー！」でした（たぶん）
。み

カラフルな不織布マスク、一風変わったマ

教育・研究・就 職・学費などはこれでCHECK ！

んな、時代の変化を楽しもう。未知の海を泳いでゆく近大マグロのように…。

スクなどを使い、バラエティ感が出るよう
に撮影。今しかできないことを、近大らしく、

『 TOKYO

前向きに楽しく表現しました。
※学生の学部・学科・学年表記および進路先の情報などは、取材時のものです。
改組、名称変更した学科もあるため、みなさんが受験されるものとは異なる場合があります。

東京グラフィティ編集長 鈴木 俊二
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GRAFFITI』とは？

2004年9月に創刊。一冊に約1000人の一般人が登場する読者参加型マガジン。若者からお年寄りまで、いろんなジャンルの人た

ちの日常を撮影、取材し、日本の今をリアルに伝える「時代のアルバム」。

CHECK 04

CHECK 03

オープンキャンパスへGO!GO!GO!!
近畿大学を自分の目で確かめる絶好のチャンス!

イベント情報や資料請求は
ホームページをCHECK!!

在学生によるキャンパスツアーな

どイベント盛りだくさん！

オープンキャンパスや入試説明会などの最

東大阪キャンパス（全学部対象）

奈良キャンパス（農学部）

大阪狭山キャンパス（医学部）

7／24(日) 10: 00～16: 00

7／30（土）13:00～16:00

8／7（日）10:00～16:00

8／20(土) 10: 00～16: 00
8／21(日) 10: 00～16: 00
9／25(日) 10: 00～16: 00

新情報はホームページに掲載！

CHECK 02

大学公式ホームページでは、教員の研究

9／4（日）10:00～15:00

成果やテレビ出演情報などを知ること
ができます。近大発のニュースサイト

広島キャンパス（工学部）

福岡キャンパス（産業理工学部）

7／31（日）10:00～16:00

7／24（日）10:00〜15:00

7／23（土）10:00〜15:00

9／4（日）12:00～16:00

8／6（土）10:00〜15:00

7／30（土）10:00〜15:00

「Kindai Picks」
も注目！
入試情報サイト
オープンキャンパスや説明会の最新情

8／7（日）10:00〜15:00

報はここで！ 入試制度が一目でわか
る
「入試かんたん検索」
「
、近大エコ出願」

入学センター：TEL.（ 06 ）6730-1124

近大 INFORMATION
情報学部 2022年4月開設

公式サイト

7／31（日）10:00～15:00

和歌山キャンパス（生物理工学部）

オープンキャンパスに関するお問い合わせ

受験生に知ってほしい

もここから!!

CHECK 01

巻末のデータブックで教育内容、
学費、就職などをCHECK!!

学部案内パンフレットで
詳細情報をCHECK!!

巻末にある
「データブック」では、近畿大学の教育の特徴につ

各学部・学科のカリキュラム、教員

いて紹介しています。学費や奨学金、就職や進学、留学など

や研究内容などの詳しい情報を知

についてコンパクトにまとめているので、この冊子で確認を!

るには「学部案内」が便利。近大の

興味を持った学部があれば、入試情報サイトから「学部案内」

入試情報サイトからいつでも無料

（無料）
を請求して、さらに詳しい情報を入手してください。

で資料請求できます。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、実施日や実施形態等を変更する場合があります。

情報学部 情報学科 講師

水谷 后宏

学部案内を入手しよう！

総合社会学部 総合社会学科 1年

文芸学部 文学科 4年

薬学部 医療薬学科 4年

建築学部 建築学科 1年

理工学部 社会環境工学科 2年

経営学部 商学科 3年

経済学部 国際経済学科 3年

法学部 法律学科 3年

通信教育部 法学部法律学科 3年

短期大学部 商経科 1年

産業理工学部 経営ビジネス学科 1年

工学部 建築学科 2年

生物理工学部 生物工学科 3年

医学部 医学科 4年

農学部 水産学科 2年

国際学部 国際学科 2年

目 陽斗

梶田 優芽

宮本 麻菜

柏木 美緒

岡本 航弥

井上 珠緒
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野瀬 梨紗

田中 万尋

冨金原 璃音

井口 勲人

三好 春花

西田 優里奈

二神 結衣

長田 理暉
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文沢 愛花

原田 佳奈

KINDAI VOICE 2023
vol. 1

あなたが『近畿大学』を選んだ理由は?

在学生 編

KINDAI GRAFFITI

05

KINDAI GRAFFITI

04

vol. 2

K I N D A I V O I C E 2 0 2 3 : あなたが
『 近畿大学』を選んだ理由は?

在学生 編
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KINDAI

MACHO!!

STUDENTS

クリエイティ ブ な
出会い が あ る 場 所

02

THE GARAGE

+

+

近大 MACHO!!

MACHO!!

近 大 の 筋 肉 自 慢 が 大 集 合！

（ザ・ガレージ）

話 題 の ス ポ ッ ト を 紹 介 し ま す 。

大学と企業の垣根を超えたモノ
づくりが実現する実学の拠点。
工作エリア・交流エリア・展示

エリアの3つのゾーンで構成さ
れています。

Profile
左：西田 玲雄

３Dプリンターや
刺しゅうミシンが使える！

経営学部 経営学科 3年
東京五輪男子10ｍ高飛込 出場

［ お気に入りの筋肉 ］腹筋
［ ベンチプレスの最高記録 ］60kg
［ 好きな筋トレ方法 ］懸垂
・なぜマッチョなの？

飛び込み競技で技の完成度を上

げるため。鍛えると見た目もカッ
右：宮本 葉月

経営学部 経営学科 3年

近大のシンボル

東京五輪女子シンクロナイズドダイビング
3m飛板飛込 出場

［ お気に入りの筋肉 ］腕橈骨筋
［ ベンチプレスの最高記録 ］37.5kg
［ 好きな筋トレ方法 ］
ヒップスラスト
・なぜマッチョなの？

筋肉をつけると、飛び込みの姿勢

がきれいになるから。怪我防止

レンガ造りがおしゃれ

コよくなれます！

にもつながります！

MACHO!!
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マンガも小説も
読み放題

BIBLIO
THEATER

（ビブリオシアター）
マンガや新書・文庫を含む約7
万冊の書籍を取り揃えている
「知のスペース」
。ソファーもあ
り、くつろぎながら本を読むこ
とができます。

Profile
大峯 聖夜
総合社会学部 総合社会学科 3年
［ お気に入りの筋肉 ］
広背筋
［ ベンチプレスの最高記録 ］
105kg
［ 好きな筋トレ方法 ］
懸垂
・なぜマッチョなの？

MACHO!!

Profile

近大のボクシング部に所属して

長浦 広樹 国際学部 国際学科 3年

いるから。階級を上げるために
日々鍛えています！

西門

［ お気に入りの筋肉 ］大腿四頭筋
［ ベンチプレスの最高記録 ］130kg ［ 好きな筋トレ方法 ］スクワット
・なぜマッチョなの？

運動が好きで、ジムに通っていたことがきっかけ。ボディビルの大会に出て

みたいです！

KINDAI GRAFFITI
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長瀬駅から近大通りを抜けると見えてくる、近大のシンボル。
たくさんの学生がアーチをくぐり、キャンパスへと入っていきます。

KINDAI GRAFFITI
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KINDAI

STUDENTS
MACHO!!

04

CNN Café
(CNNカフェ）

アメリカのニュース専門放送局

「CNN」がプロデュースするカ
フェ。店内のモニターに流れる

CNNのニュースを見ながらカ

フェタイムを楽しめます。

栄養価にこだわった
メニューは筋肉の味方！

英語が聞けて
海外にいる気分

Profile
下川 咲良
薬学部 医療薬学科 5年
筋トレ系YouTuber
薬学生トレーニーSakura
［ お気に入りの筋肉 ］
大臀筋
［ ベンチプレスの最高記録 ］
30kg
［ 好きな筋トレ方法 ］
ヒップアブダクション
・なぜマッチョなの？

インスタで理想の体を見つけ
て、自分もハリのあるヒップに
なりたいと思ったから！

MACHO!!
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Speaking English
is FUN!

英語村
3 e-cube］
E［

（イーキューブ）

スポーツやゲーム、音楽など、
「遊びながら英語を楽しく学ぶ」
をコンセプトに作られた英語の
学習スペース。施設内は日本語
厳禁です。

Profile
齋藤 彩也香
経営学部 経営学科 2年
［ お気に入りの筋肉 ］
ハムストリング
［ ベンチプレスの最高記録 ］
70kg
［ 好きな筋トレ方法 ］
レッグプレス

MACHO!!
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Profile

DNS POWER CAFE

坂本 爽太 建築学部 建築学科 4年
［ お気に入りの筋肉 ］上腕三頭筋、肩

（DNS パワーカフェ）

［ ベンチプレスの最高記録 ］110kg ［ 好きな筋トレ方法 ］ダンベルプレス、懸垂

・なぜマッチョなの？

UNDER ARMOURを 着 ている
人に憧れて。スポーツウェアが
似合う体作りをはじめたのが

きっかけ。

・なぜマッチョなの？

アプリで事前予約やメニューのカスタマイズができ、キャッシュレス決済にも対応。
学生の利便性を重視した「次世代型食堂」です。

軽い気持ちではじめた筋トレが今では本気に。ボディビル大会に出場したい！

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP |

情報学部 情報学科

法学部 法律学科

経済学部 経済学科

経済学部 国際経済学科

経済学部 総合経済政策学科

経営学部 経営学科

経営学部 商学科

経営学部 会計学科

経営学部 キャリア・マネジメント学科

理工学部 理学科

理工学部 生命科学科

理工学部 応用化学科

理工学部 機械工学科

理工学部 電気電子通信工学科

理工学部 社会環境工学科

理工学部 エネルギー物質学科

建築学部 建築学科

薬学部 医療薬学科

薬学部 創薬科学科

文芸学部 文学科

文芸学部 文化デザイン学科

総合社会学部 総合社会学科

農学部 水産学科

農学部 応用生命化学科

農学部 生物機能科学科

医学部 医学科

Kindai-jin SNAP
文芸学部 芸術学科

文芸学部 文化・歴史学科

全国６つのキャンパスで“近大人”
をスナップ！
医学から芸術までいろんな学部で学んでいます。

文芸学部

生物理工学部

文学科（日本文学専攻〈創作・評論コース、

生物工学科／遺伝子工学科／食品安全工学科

芸術学科（舞台芸術専攻、造形芸術専攻）
／

／医用工学科

言語・文学コース〉
、英語英米文学専攻）
／

／生命情報工学科／人間環境デザイン工学科

文化・歴史学科／文化デザイン学科

工学部

総合社会学部

化学生命工学科／機械工学科／ロボティクス

総合社会学科（社会・マスメディア系専攻、

学科／電子情報工学科／情報学科／建築学科

心理系専攻、環境・まちづくり系専攻）

情報学部

理工学部

情報学科

理学科（数学コース、
物理学コース、
化学コース）
／生命科学科／応用化学科／機械工学科／

電気電子通信工学科／社会環境工学科／

法学部
国際学部 国際学科

農学部 農業生産科学科

エネルギー物質学科

法律学科

建築学部

経済学部
経済学科／国際経済学科／総合経済政策学科

経営学部
経営学科／商学科／会計学科／

建築学科

産業理工学部

国際学部

生物環境化学科／電気電子工学科／

国際学科（グローバル専攻、東アジア専攻）

建築・デザイン学科／情報学科／

経営ビジネス学科

農学部
農業生産科学科／水産学科／応用生命化学科

／食品栄養学科〈管理栄養士養成課程〉
／
環境管理学科／生物機能科学科

薬学部

医学部

医療薬学科（6年制）
／創薬科学科（ 4年制）

医学科

短期大学部
商経科（二部）

通信教育部
法学部法律学科／短期大学部商経科

キャリア・マネジメント学科
農学部 食品栄養学科

農学部 環境管理学科

生物理工学部 生物工学科

生物理工学部 遺伝子工学科

生物理工学部 食品安全工学科

生物理工学部 生命情報工学科

生物理工学部 人間環境デザイン工学科

生物理工学部 医用工学科

工学部 化学生命工学科

工学部 機械工学科

工学部 ロボティクス学科

工学部 電子情報工学科

工学部 情報学科

工学部 建築学科

産業理工学部 生物環境化学科

産業理工学部 電気電子工学科

産業理工学部 建築・デザイン学科

産業理工学部 情報学科

産業理工学部 経営ビジネス学科

短期大学部 商経科（二部）

通信教育部 法学部法律学科

通信教育部
情報学部
短期大学部商経科
情報学科

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Informatics |

ITエンジニア不⾜は、深刻な社会問題の⼀つとされています。特に、ビッグ

第4次産業革命期の進展に伴い、情報学に関する幅広い分野を学ぶ

求められている今、社会のニーズに応えられる先端IT⼈材の育成に特化した

情報 学部

データやIoT、⼈⼯知能、情報セキュリティなど、先端IT技術に携わる⼈材が
学部として2022年4月に開設します。
＠東大阪キャンパス

情報学科

情報学部の詳細は
巻末の別冊P.11や、学部案内パンフレットをCHECK!

社会のニーズに応える情報技術者の育成
情報学部では、AI活用やデータ分析、サイバーセキュリティ対策、人間中心のシステムデザインなど、IoT・ビッグデータ・AI・
ロボットなどの技術革新による第4次産業革命の進展に伴って広がってきている社会のニーズに応える情報技術者を育成しま
す。
1年次では数学、
プログラミング、
コンピュータなどの基礎を講義や実習を通じて学び、
２年次から
「知能システムコース」
「サ
イバーセキュリティコース」
「実世界コンピューティングコース」に分かれて、情報学に関する幅広い分野を系統的に学びます。

情報学部棟完成イメージ

情報学部長代理・教授

情報学部長・教授

［ 井口 信和 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／Brooks Brothers ・近大の教員になってよかったと感じ
る瞬間は？
「元気で楽しい学生がたくさんいること」 ・この学部のいいところは？
「学生を全力でサポー
トする教員がいる」

［ 久夛良木 健 ］ ・今日のポイント：ジャケット／AUSTIN REED ・あなたの夢は?「妄想する未来を
創りたい」 ・この学部のいいところは？
「最先端の技術で未来について学べる」

知能システムコース

サイバーセキュリティコース

実世界コンピューティングコース

AI技術の基礎となる数学、データ分析について学

IoT社会を実現するために必要なネットワーク技

人間中心のシステム設計論やコミュニケーション、

び、人工知能技術を取り扱う情報系企業、人工知

術やセキュリティ対策技術、クラウド技術を学び、

インタラクション設計などを学び、情報系企業、エ

能技術活用による業務改善を指向するメーカー

IT企業や情報セキュリティ管理者を必要とする多

ンタテインメント系企業への就職、新たなサービス

などへの就職をめざします。

様な企業への就職をめざします。

やイノベーションを創出する起業をめざします。

| 1 week schedule |

情報学部のスペシャルカリキュラム

［学生中心プロジェクト］
実社会のさまざまな問題をテーマとして取り上げ、情報技術を駆使して参
画企業とともに産学連携の課題解決に取り組みます。プロジェクトに基づ
く教育(PBL)を通じて、自己管理力とチームワーク力、問題発見能力、問題
解決能力を育てます。このプロジェクトには学生全員が参加します。また、
情報学研究所とともに近畿大学内で様々な実地検証を行っていきます。
＊情報学研究所とは

た。研究所では、
「大学内特区構想※1 」という発想で、学内での実地検証を推進する

［ 水谷 后宏 ］ ・今日のポイント：靴／LACOSTE ・近大の教員
になってよかったと感じる瞬間は？
「多種多様な学生と接すること
ができる」 ・この学部のいいところは？
「コンピュータの力で幅広
いことが実現できる」

KINDAI GRAFFITI

15

3限

英語総合1

プログラミング
基礎1

4限

基礎線形代数学1

プログラミング
基礎1

金

韓国語総合1

基礎微分積分学

英語総合1
オーラル
イングリッシュ1

情報処理実習1

学びの環境
学生は１人１台ノートパソコンを持ち※2、学内外のさまざまな場所でメディア授業を

ワンゴ代表取締役社長）や久夛良木 健 情報学部長（プレイステーションの父）を含
［ 多田 昌裕 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／卒業生からのプレゼ
ント ・近大の教員になってよかったと感じる瞬間は？
「卒業生に、
近大に来て良かったと言ってもらえること」 ・この学部のいいと
ころは？
「サイバー空間をうまく使った教育を実践する」

基礎ゼミ

木

6限

役割を担います。夏野 剛 所長（株式会社KADOKAWA代表取締役社長、株式会社ド

［ 濵砂 幸裕 ］ ・今日のポイント：シャツ／無印良品 ・近大の教
員になってよかったと感じる瞬間は？
「型破りな教育をしていると
ころ」 ・この学部のいいところは？
「最先端の学びができる」

コンピュータ基礎

水

オンデマンド
（動画配信）共通基礎教養科目（現代社会と法/日本語の技法）

を社会実装と結びつける「コネクター」の役割をめざして2020年4月に開所しまし

情報学科 講師

2限

5限

情報に関わる新技術の調査研究やICT技術の教育方法の調査研究を行い、研究成果

情報学科 准教授

火

1限

学生全員が参加し、産学連携の課題解決に取り組む

情報学科 准教授

月

受講することができます。情報学部棟には対面授業とオンライン授業の両方に対応

む情報分野の第一線で活躍する専門家が所属しています。

した教室や、ゼミや学生中心プロジェクトのミーティングが可能な演習室、教育・研
究に応じてアップデートできる研究エリアがある他、e-sportsなどのイベント開催が

※1：法的な問題で社会に実装しにくいことを大学内で先行して実地検証してから社会で実
行するという構想

可能なスペースや研究成果・教育内容の発表ができるスペースが設置されています。
※2：入学時に指定のパソコンを購入していただきます。

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Economics |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Law |

日々変化する世界経済を分析し、人と経済の関わりを学ぶ

生活と密接に関わる経済を学ぶことで、分析力や問題解決能力を高め、社会

経済 学部

ます。法知識や論理的思考を身につけることができ、公務員の採用者数も近

＠東大阪キャンパス

＠東大阪キャンパス

経済学部の詳細は
巻末の別冊P.13や、学部案内パンフレットをCHECK!

法学部の詳細は
巻末の別冊P.12や、学部案内パンフレットをCHECK!

ルの向上にも力を入れています。

経済学科／国際経済学科／総合経済政策学科

経済学科 1年

国際経済学科 2年

経済学科 3年

経済学部長・教授

［ 難波 尭 ］ ・今日のポイント：ニット／TTT
MSW／¥20,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「知名度が高い」 ・あなたの得
意技は？
「運動、サッカー」

［ 小栗 未夢 ］ ・今日のポイント：ロンT／ciat
re／¥8,000 ・近大生になってよかったと感じ
る瞬間は？
「施設が充実している」 ・あなたの
得意技は？
「新体操」

［ 大西 航生 ］ ・今日のポイント：コート／古着
屋で購入／¥40,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「東大阪キャンパスの西門を
くぐるとき」 ・あなたの得意技は？
「どこでも寝
れること！」

［ 田中 敬一 ］ ・今日のポイント：スーツ／オー
ダーメイド ・近大の教員になってよかったと
感じる瞬間は？
「若い学生と接することができる」
・あなたの得意技は？
「歌うこと
（バリトン）」

総合経済政策学科 3年

国際経済学科 2年

［ 山本 優基 ］ ・今日のポイント：セーター／YOSHIYUKI KONISHI／¥30,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「FACT FULNESSの本を参考書として読めたこと」 ・あなたの得意技は？
「人生相談
に乗ること」

［ 永田 理子 ］ ・今日のポイント：パンツ／GRL／¥30,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「今いる友だちと楽しい時間を過ごせるとき」 ・あなたの得意技は？
「どんな人のノリにも乗れる」

KINDAI GRAFFITI
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社会の問題解決策やルールづくりを実践的に学ぶ

時代に対応する生きた法を学び、人と社会に貢献できる法の専門家を育成し

で活躍できる人材を育成します。少人数制教育を採用し、語学教育やITスキ

法 学部

畿大学の中でナンバーワンです。

法律学科

法律学科 1年

法律学科 3年

［ 澤瀬 飛鳥 ］ ・今日のポイント：ニット／H&M／¥3,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「人との関わりが増えた」 ・最近はまっているものは？
「アニメ鑑賞」

［ 清原 航平 ］ ・今日のポイント：ニット／MARNI／¥18,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「同じ趣味の人と出会える」 ・最近はまっているものは？
「お香を焚くこと」

法学部長・教授

法律学科 1年

法律学科 1年

法律学科 3年

［ 神田 宏 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／海
外で購入 ・近大の教員になってよかったと感
じる瞬間は？
「大規模な大学だからいろんな人
に出会えること」 ・最近はまっているものは？
「台湾旅行」

［ 細川 隼輔 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／
古着屋で購入／¥1,000 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は？
「最高の友だちができ
た」 ・最近はまっているものは？
「邦楽ロック
を聴きに行くこと」

［ 延時 和子 ］ ・今日のポイント：ニット／ユ
ニクロ／¥3,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「勉強する環 境が 整ってい
る」 ・最近はまっているものは？
「韓国ドラマ
鑑賞」

［ 中田 嵩大 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／
FACETASM／¥16,500 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は？
「個性豊かな友だちと
出会える」 ・最近はまっているものは？
「セレ
クトショップ巡り」

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Business Administration |

会計やマーケティングなどのスキルが身につく

ビジネスの現場に根差した実践的な学びを重視し、フィールドワークやイン
ターンシップなども充実。ビジネスのグローバル化に対応するため、英語教

経営 学部

育にも積極的に取り組んでいます。
＠東大阪キャンパス

経営学科／商学科／会計学科／キャリア・マネジメント学科

経営学部の詳細は
巻末の別冊P.14や、学部案内パンフレットをCHECK!

経営学科 4年

キャリア・マネジメント学科 3年

［ 種村 颯太 ］ ・今日のポイント：パンツ／FRANKLIN & MARSHALL／¥5,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「水泳チームの監督に出会ったこと」 ・最近はまっているものは？
「NBAの試合を見
ること」

［ 西村 佳乃子 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／H&M／¥2,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間
は？
「自由に物事に取り組める」 ・最近はまっているものは？
「焼肉のハツを食べること」

会計学科 1年

商学科 3年

商学科 3年

［ 城山 竜ノ輔 ］ ・今日のポイント：パーカー／Supreme／
¥34,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「ネームバ
リューがあるから地元で誇れる」 ・最近はまっているものは？
「洋
服を買うこと」

［ 阿部 捺美 ］ ・今日のポイント：ワンピース／古着屋で購入／
¥8,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「人が多く、い
ろんな人を見ることができる」 ・最近はまっているものは？
「アン
ダーニンジャなどの漫画」

［ 加藤 せり ］ ・今日のポイント：スカート／大阪で購入／¥5,000
・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「パソコン教室や図書館
など設備が充実している」 ・最近はまっているものは？
「香水」
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経営学部長・教授

会計学科 3年

経営学科 2年

キャリア・マネジメント学科 3年

［ 桂 眞一 ］ ・今日のポイント：ジャケット／
Paul Stuart ・近大の教員になってよかったと
感じる瞬間は？
「卒業生を送り出すとき」 ・最
近はまっているものは？
「妻から勧められた韓国
ドラマ」

［ 君塚 匠 ］ ・今日のポイント：パンツ／大阪で
購入／¥7,000 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は？
「学部を超えて友だちをつくれ
る」 ・最近はまっているものは？
「プロレス」

［ 山口 日菜子 ］ ・今日のポイント：シャツ／CI
AOPANIC TYPY／¥5,000 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は？
「施設がきれい」 ・最
近はまっているものは？
「音楽のLIVE鑑賞」

［ 森田 翔 ］ ・今日のポイント：ジャケット／NA
MACHEKO／¥100,000 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は？
「いろんな施設を利用で
きるところ」 ・最近はまっているものは？
「アニ
メを見ること」

商学科 4年

経営学科 1年

［ 南 菜々子 ］ ・今日のポイント：スカート／Vivienne Westwood／¥40,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「アカデミックシアターなど施設が充実している」 ・最近はまっているものは？
「おじ
いちゃんが作ったスイカを食べること」

［ 中川 翔太 ］ ・今日のポイント：パンツ／貰い物 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「友だ
ちができたとき」 ・最近はまっているものは？
「アコースティックギター」
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Science and Engineering |

幅広い分野で、世界に誇る日本の科学技術を支える人材を育成

120を超える研究室があり、多様化する社会や産業のニーズに合わせて幅広

いカリキュラムを提供。最新の設備、研究機器を導入し、実験・実習を重視

理工 学部

しています。

＠東大阪キャンパス

理学科
（数学コース、物理学コース、化学コース）
／生命科学科／応用化学科／機械工学科／

理工学部の詳細は
巻末の別冊P.15〜16や、学部案内パンフレットをCHECK!

電気電子通信工学科／社会環境工学科／エネルギー物質学科

エネルギー物質学科 教授

電気電子工学科※ 3年

生命科学科 2年

理工学部長・教授

［ 大塚 哲平 ］ ・今日のポイント：靴／RED WIN
G ・近大の教員になってよかったと感じる瞬間
は？
「多くの近大生と触れ合えること」 ・あなた
の夢は？
「水素・核融合エネルギーを実現するこ
と」

［ 植田 隼司 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／
JieDa／¥10,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「自習室が24時間開いている」
・あなたの夢は？
「大きな平屋に住んでみんなで
BBQをしたい」

［ 緒方 瑞紀 ］ ・今日のポイント：スカート／兵
庫で購入／¥2,500 ・近大生になってよかった
と感じる瞬間は？
「友だちと出会えた」 ・あな
たの夢は？
「ありのまま、生きること」

［ 山口 仁宏 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／卒
業生からのプレゼント ・近大の教員になって
よかったと感じる瞬間は？
「元気な学生が毎年
新たに入ってくるとき」 ・あなたの夢は？
「学
生が希望する就職先から内定を貰うこと」

※現：電気電子通信工学科

理学科 4年

電気電子工学科※ 1年

［ 近藤 聖 ］ ・今日のポイント：シャツ／RODEO CROWNS／¥8,000 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は？
「出会いの幅が広い」 ・あなたの夢は？
「みんなを幸せにしたい」

［ 鈴木 颯馬 ］ ・今日のポイント：靴／crocs／¥20,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「い
ろんな出会いがある」 ・あなたの夢は？
「作曲をしたい」

理学科 3年

応用化学科 4年

［ 武田 祥司 ］ ・今日のポイント：セットアップ／ZARA／¥12,000 ・近大生になってよかったと感じる
瞬間は？
「アカデミックシアターがある」 ・あなたの夢は？
「お金持ちになりたい」

［ 奥田 晴衣 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／古着屋／¥1,500 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「友だちがたくさんできた」 ・あなたの夢は？
「英語を話せるようになりたい」

社会環境工学科 3年

機械工学科 2年

生命科学科 3年

［ ギュウ ギゼン ］ ・今日のポイント：Tシャツ／A FEW GOOD
KIDS／¥6,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「みん
なおしゃれ」 ・あなたの夢は？
「ラップでスターになりたい！」

［ 岩出 耕平 ］ ・今日のポイント：コート／Maison Margiela／
¥30,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「出会いが多
い」 ・あなたの夢は？
「お金を稼ぐ」

［ 西原 亘紀 ］ ・今日のポイント：パンツ／ネットで購入／
¥10,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「大学に知名
度がある」 ・あなたの夢は？
「楽しい人生を送る！」

※現：電気電子通信工学科
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| Kindai-jin SNAP : Schedule&Bag |

| Profile |

| in my bag |

1.
2.
3.

4.

1.教科書／構造力学って難しい…。 2.体育館シューズ／バレーボールをす
るときに履きます。 3.財布／中1の頃から大切に使っています。 4.関数
電卓／sinや√を使う複雑な計算ができる！

川野 千里／

建築学部 建築学科 1年／
バッグ／Dickies／¥3,000

火

建築基礎演習

イングリッシュ・
スキルズB2

2限

建築基礎演習

韓国語総合2

3限

建築基礎演習

建築構法

4限

3D・CAD演習

英語演習２

5限

3D・CAD演習

水

木

| in my bag |
授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金
環境工学概論

イングリッシュ・
スキルズA2

基礎ゼミ2

趣味やバイトも充実！

1限

月

| Profile |

建築設計概論

静定構造力学1

全休の日をつくって

あります！

オンデマンド授業も

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

#建築学部

| 1 week schedule |

月

1.
2.
3.

火

水

1限

英語1B

2限

刑法A

民法（契約）

3限

キャリア・
デザイン１

Communicative
English 1B

4.
法学部 法律学科 1年／
バッグ／THE NORTH FACE／貰い物

金

英語1B

憲法B（人権）

中国語総合2

行政法入門

マスメディアの
基本構造

世界近現代史

5限

1.ポケット六法／刑法の基礎が身につく！ 2.パソコン／オンライン授業や
課題で使っています。 3.ペンケース／ネコのマークがかわいくてお気に入
り。 4.財布／お札を折り曲げずに入れられる！

井上 公介／

木

政治学原論B

4限

静定構造力学演習
1

6限

#法学部

| 1 week schedule |

6限

オンデマンド
（動画配信）現代社会と法／国際社会と日本

| 1 week schedule |

| Profile |

月

火

ドイツ語総合1

人権と社会

化学入門

生物学入門

基礎化学

英語演習 1

2限

オーラル
イングリッシュ1

基礎有機化学

3限

基礎ゼミ

基礎数学

早期体験学習

情報科学実習1

薬学概論

4限

物理学概論

生活環境科学

早期体験学習

情報科学実習1

基礎生物学

早期体験学習

5限

月

1.

2.

学部別

CHECK!

5限

1.ノート／電車の中での暗記用。 2.ペンケース／受験合格のご褒美として
購入。 3.ポーチ／100均で購入。 4.教科書／解説が英語で書かれていて
読むのが大変！

み ん な の 時間割＆バッグ

| in my bag |

英語2R
コンピュータ
実習 II

#文芸学部

| 1 week schedule |
月

2.

1.

火

木

舞台技術基礎実習
II 2

1.汗拭きシート／ダンスや演劇の後に必ず使う！ 2.ペンケース／触り心地
がいいシリコン製。 3.定期入れ／大好きな赤色は目立って◎ 4.演劇の台
本／授業の合間に覚えています。

竹島 桃子／
文芸学部 芸術学科 舞台芸術専攻 1年／
バッグ／Carhartt WIP／¥8,000

コンピュータ実習
2

5限

の中身 大調査！
| Profile |

| 1 week schedule |

| Profile |

舞台表現基礎実習
B

日本語アカデミック
リーディング2

2限

食生活と健康

5限

日本語会話2
韓国語総合2
総合社会学演習

3限

4限

総合社会学概論B

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金

日本語作文2

3.

キョ ジャクサン／
総合社会学部 総合社会学科 1年／
バッグ／中国で購入／¥1,000

オンデマンド
（動画配信）健康とスポーツの科学／芸術鑑賞入門／英語演習2

1.教科書／第二外国語は韓国語を勉強！ 2.ペンと消しゴム／バッグに直入
れ！ 3.あぶら取り紙／汗をかく時期の身だしなみアイテム。 4.スマート
フォン／ピンクのケースがお気に入り。
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火

1限

オーラル
イングリッシュ1B

中国語総合2

2限

生涯スポーツ2

コンピュータ実習

3限

英語1B

水

木

金

経営・経済の
ための数学

英語1B

スポーツ
サービス論

地域と環境の
地理学

4限

情報倫理

5限

火

水

木

経営学B

6限

生涯スポーツ2

2限

基礎幾何学

教育課程・方法論
A

3限

オーラル
イングリッシュ2

教育社会学

4限

基礎解析学（1）

線形数学（1）

5限

情報処理実習 I

6限

英語演習2

数学講究（2）

英語演習2
中国語総合2

基礎解析学（1）

線形数学（1）

| in my bag |
授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金

基礎ゼミ2

教育の思想と歴史
B
発達心理学

光浪 礼華／
理工学部 理学科 1年／
バッグ／THE NORTH FACE／¥20,000

オンデマンド
（動画配信）人権と社会1／日本語の技法

KINDAI GRAFFITI

#経営学部

月

| Profile |

1限

メディア概論B

6限

4.

1.教科書／情報のモラルについて勉強。 2.眼鏡／朝が早い1・2限は眼鏡
派！ 3.ポーチ／モバイルバッテリーを入れています！ 4.ペンケース／中3
の頃から愛用しているzipitシリーズ。

| 1 week schedule |
月

4.

授業スケジュールとバッグの中身を見せてください！

オンデマンド
（動画配信）健康とスポーツの科学／現代の社会論

2.

社会統計学B
現場からの放送論

1.

2.

哲学と人間・社会／現代の社会論／地域と環境の地理学／日本語の表現／思考
の技術／英語2A／英語2B／オーラルイングリッシュ2

1.

4

視野を広げる！

法律学概論

木

4

KINDAI GRAFFITI
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早目に教職科目を取って

1限

水

留学生の特殊科目！

火

4

突撃取材！

3.

#総合社会学部

1.扇風機／静かだけど、風量があって最強！ 2.化粧ポーチ／炭酸飲料のお
まけでついてきた寿司ポーチ。 3.財布／透明ポーチで残金がすぐわかる！
4.教科書／パワーポイントをマスターしたい。

| 1 week schedule |

パフォーマンス
研究B

| in my bag |

日本語科目は

月

4

vol. 1

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

壽崎 陽介／
経営学部 経営学科 1年／
バッグ／NOAH／¥4,000

オンデマンド
（動画配信）

3.

1.

4.

| in my bag |

金

6限

2.

コンピュータ概論II／現代社会と倫理／簿記論II／現代社会と人間／世界近現
代史／心と体の健康／数学入門II

4限

3.

マクロ経済学 I

山下 ゆらら／
経済学部 総合経済政策学科 1年／
バッグ／元町で購入／¥1,000

舞台技術基礎実習
II 1
舞踊表現基礎実習
IB

コンピュータ実習
IV

6限

身体と発声B

2限

3限

水

韓国語総合2

1限

韓国語総合2

芸術鑑賞入門

取っています！

4.

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金

哲学と人間・
社会

週の前半は１限を多めに

取り組んでいます！

空きコマは課題に

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

英語2L

3限

3.

オンデマンド
（動画配信）

その他の時間割は
ここからチェック!!

木

#経済学部

| in my bag |

2限

4.

オンデマンド
（動画配信） 現代社会と倫理／現代経済の課題

みんなの時間割を

水
オーラルイング
リッシュ2

4限

岡井 咲京／
薬学部 医療薬学科 1年／
バッグ／LOWRYS FARM／¥3,000

| Profile |

火

1限

情報科学入門

6限

| Profile |

積極的に選択！

英語演習1

1限

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

| 1 week schedule |

興味のある講義は

金

単位は取れるだけ取る！

木

１年生のうちに

水

#薬学部

| in my bag |

#理工学部

1.
2.

4.
3.

1.パソコン／Macです。オンライン授業はこれで受けます。 2.ファイル／フェ
ルマーの最終定理のファイル。 3.ペンケース／必要最低限のものを入れて
います！ 4.定期入れ／MICHAEL KORSのケース。

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Pharmacy |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Architecture |

全国トップクラスの薬剤師国家試験合格率を誇る

医学部との連携教育プログラム、近畿大学病院での実務実習など、総合大学

薬 学部

を誇ります。時代に即した建築のあり方を学び、建築に関わる多様な分野で

＠東大阪キャンパス

※公益財団法人建築技術教育普及センター発表

康食品、香粧品などの研究開発者やMR（医療情報担当者）などを養成します。

建築工学とデザインの両面から、使われ愛され続ける建築を学ぶ

一級建築士合格者数の大学別ランキング※で全国4（ 2021年度）位という実績

ならではの教育体制が整っています。薬剤師のほか、創薬科学科では、薬、健

建築 学部

活躍できる人材を育成します。
＠東大阪キャンパス

医療薬学科
（ 6年制）／創薬科学科
（ 4年制）

薬学部の詳細は
巻末の別冊P.18や、学部案内パンフレットをCHECK!

医療薬学科 4年

医療薬学科 6年

［ 木全 一真 ］ ・今日のポイント：パンツ／HARE／￥12,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「知り合いが多い」 ・大学生の醍醐味は？
「自由な時間で好きなことができる」

［ 鶏内 遥 ］ ・今日のポイント：スカート／COMME des GARÇONS GIRL／¥35,000 ・近大生になって
よかったと感じる瞬間は？
「近大ガールズになったこと！」 ・大学生の醍醐味は？
「自分の時間を自由に
使える」

創薬科学科 3年

創薬科学科 4年

医療薬学科 4年

薬学部長・教授

［ 浅井 佐樹絵 ］ ・今日のポイント：バッグ／
who's who Chico／¥5,000 ・近大生になって
よかったと感じる瞬間は？
「キャンパスがきれ
い」 ・大学生の醍醐味は？
「自由なこと」

［ 蔭山 雄太 ］ ・今日のポイント：パンツ／
ZARA／¥7,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「キャンパスがきれい」 ・大学
生の醍醐味は？
「いろんな経験ができる」

［ 岩上 歩紗 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／Pal
oma Wool／¥8,000 ・近大生になってよかった
と感じる瞬間は？
「他学部のサークルと交流して、
友だちが増えたこと」 ・大学生の醍醐味は？
「行
動範囲が広がるのでさまざまな実験や遠出がで
きる」

［ 岩城 正宏 ］ ・今日のポイント：パンツ／J.PR
ESS ・近大の教員になってよかったと感じる
瞬間は？
「卒業生の社会的評価が高い」 ・大学
教員の醍醐味は？
「好きな研究に没頭できる」

KINDAI GRAFFITI

25

建築学科

建築学部の詳細は
巻末の別冊P.17や、学部案内パンフレットをCHECK!

建築学部長・教授

建築学科 4年

建築学科 4年

建築学科 2年

［ 岩前 篤 ］ ・今日のポイント：セットアップ／
MIHARA YASUHIRO ・近大の教員になってよ
かったと感じる瞬間は？
「学生や教員の幅が広
い」 ・あなたの夢は？
「健康な老後」

［ 間部 翔伍 ］ ・今日のポイント：シャツ／大阪
で購入／¥8,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「キャンパスがおしゃれ」 ・あな
たの夢は？
「アパレル販売員として成果を出す」

［ 東 夢子 ］ ・今日のポイント：ワンピース／
COMME des GARÇONS／¥70,000 ・近大生
になってよかったと感じる瞬間は？
「大学が学生
のことを考えてくれていると感じるとき」 ・あ
なたの夢は？
「ゴッホの絵を見ること」

［ 田中 聖也 ］ ・今日のポイント：パンツ／大阪
で購入／¥5,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「キャンパスが広く、人との出会
いも多い」 ・あなたの夢は？
「家族と幸せにな
る」

建築学科 4年

建築学科 1年

［ 赤石 全 ］ ・今日のポイント：パンツ／Needles×STUDIOUS／¥20,000 ・近大生になってよかった
と感じる瞬間は？
「いろんな人がいるので思考の幅が広がった」 ・あなたの夢は？
「家庭を築き、家族を
養う」

［ 盛田 瀬那 ］ ・今日のポイント：コート／大阪で購入／¥6,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「人が明るいところ！」 ・あなたの夢は？
「建築士」

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Applied Sociology |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Literature, Arts and Cultural Studies |

現代社会を多角的に考察し、柔軟な発想で問題解決をめざす

ファッションの流行から地球規模の環境問題まで、あらゆる社会現象が学び

の対象。調査と分析をもとに複雑化する社会を研究し、問題を解決できる能

総合社会 学部

力を備えた人材を育成します。

言語・文学・思想・歴史・芸術等の理論と創作を学ぶ

教授陣には第一線で活躍する個性豊かなクリエイターや研究者が揃い、興味

ある分野を深く掘り下げて学ぶことができます。

文芸 学部

＠東大阪キャンパス

＠東大阪キャンパス

総合社会学科
（社会・マスメディア系専攻、心理系専攻、環境・まちづくり系専攻）

総合社会学部の詳細は
巻末の別冊P.21や、学部案内パンフレットをCHECK!

総合社会学科 社会・マスメディア系専攻 1年

総合社会学科 環境・まちづくり系専攻 1年

総合社会学科 社会・マスメディア系専攻 3年

総合社会学部長・教授

［ 川崎 さくら ］ ・今日のポイント：ニット／Co
urrèges／¥4,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「広くてきれいなキャンパスを使
える」 ・最近はまっているものは？
「英単語の
勉強」

［ 佐々木 一真 ］ ・今日のポイント：シャツ／ユ
ニクロ／¥5,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「知名度が高いので好感度も高
い」 ・最近はまっているものは？
「フランス語の
勉強」

［ 高田 奈々 ］ ・今日のポイント：ジャケット／
難波で購入／¥3,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「知名度が高いので学外でも
幅広い年代の方に仲良くしてもらえる」 ・最近
はまっているものは？
「PUI PUIモルカー」

［ 鈴木 伸太郎 ］ ・今日のポイント：パンツ／
ノーブランド ・近大の教員になってよかった
と感じる瞬間は？
「素直で柔軟な学生の反応が
あったとき」 ・最近はまっているものは？
「時
代小説」

総合社会学科 心理系専攻 1年

総合社会学科 心理系専攻 3年

［ 山住 杏 ］ ・今日のポイント：ワンピース／kotohayokozawa／¥20,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「友だちの幅が広がる」 ・最近はまっているものは？
「Netflixのドラマ」

［ 楠本 朔太郎 ］ ・今日のポイント：カーディガン／貰い物 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「友だちがいっぱいできた」 ・最近はまっているものは？
「漫画」

KINDAI GRAFFITI
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文学科
（日本文学専攻
〈創作・評論コース、言語・文学コース〉
、英語英米文学専攻）
／

文芸学部の詳細は
巻末の別冊P.19〜20や、学部案内パンフレットをCHECK!

芸術学科
（舞台芸術専攻、造形芸術専攻）／文化・歴史学科／文化デザイン学科

文化・歴史学科 4年

芸術学科 3年

［ 中本 健士郎 ］ ・今日のポイント：ジャケット／ISSEY MIYAKE／¥100,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「学生数が多い」 ・最近はまっているものは？
「ランウェイコレクションの動画を見る
こと」

［ 𠮷本  奈永  ］ ・今日のポイント：バッグ／Supreme／¥28,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「ネームバリューがある」 ・最近はまっているものは？
「アニメ鑑賞」

文芸学部長・教授

文化・歴史学科 3年

文化デザイン学科 2年

文学科 2年

［ 本村 元造 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／
yoshie inaba ・近大の教員になってよかった
と感じる瞬間は？
「独学でガラスアートを学んだ
ことを学生に驚かれたとき」 ・最近はまってい
るものは？
「渓流釣り」

［ 永田 敦大 ］ ・今日のポイント：ジャケット／
古着屋で購入／¥15,000 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は？
「図書館の新刊が入荷す
るスピードが早い」 ・最近はまっているものは？
「アニメ鑑賞」

［ 粟田 里穂 ］ ・今日のポイント：靴／ネットで
購入／¥2,000 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は？
「キャンパスでキックボードに乗れ
ること」 ・最近はまっているものは？
「韓流ドラ
マ鑑賞」

［ 小島 凛子 ］ ・今日のポイント：セットアップ
／PUMA × jouetie／¥21,450 ・近大生になっ
てよかったと感じる瞬間は？
「個性をどれだけ出
しても受け入れられる」 ・最近はまっているも
のは？
「K-POPを聴くこと」

KINDAI GRAFFITI
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| Kindai-jin SNAP : Faculty of Agriculture |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of International Studies |

クロマグロ完全養殖に続く、世界に貢献する研究に挑戦！

農学はもちろん、水産学やバイオサイエンスなど幅広い学問分野を網羅。食

農 学部

ビジネス社会で通用する人材を育成します。留学中のサポート体制も充実し、

＠奈良キャンパス

＠東大阪キャンパス

農学部の詳細は
巻末の別冊P.23〜24や、学部案内パンフレットをCHECK!

国際学部の詳細は
巻末の別冊P.22や、学部案内パンフレットをCHECK!

ることをめざします。

農業生産科学科／水産学科／応用生命化学科／食品栄養学科
〈管理栄養士養成課程〉／
環境管理学科／生物機能科学科

１年次から全員が海外に留学して、ビジネスで使える語学を身につける

語学はもちろん、国際関係やコミュニケーションなどを学ぶことで、国際的な

や環境、健康といった生活に直結する研究によって、豊かな暮らしに貢献す

国際 学部

海外でも安心して勉強に集中できます。

国際学科
（グローバル専攻、東アジア専攻）

国際学科 グローバル専攻 3年
［ 𠮷崎  麻由佳  ］ ・今日のポイント：ベスト
／貰い物 ・近大生になってよかったと感じ
る瞬間は？「たくさんの個性豊かな友だちに
出会えた」 ・大阪のいいところは？
「居心地
がいい」

農業生産科学科 1年

環境管理学科 4年

［ 黒川 南 ］ ・今日のポイント：パーカー／Champion／¥5,600 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「実習が多くたくさん学べる」 ・あなたの得意技は？
「大きな声を出すこと」

［ 中野 椋太 ］ ・今日のポイント：パンツ／A BATHING APE／¥25,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「ネームバリューがある」 ・あなたの得意技は？
「バスケ」

国際学部長・教授

国際学科 東アジア専攻 2年

国際学科 グローバル専攻 3年

［ クレイグ ヴァージル ］ ・今日のポイント：
スーツ／ニューヨークで購入 ・近大の教員
になってよかったと感じる瞬間は？
「学生に会
える」 ・大阪のいいところは？
「多国籍で多
様性を受け入れてくれる」

［ 古橋 優香 ］ ・今日のポイント：帽子／貰い物 ・近大生になってよかった
と感じる瞬間は？
「大阪に住めること」 ・大阪のいいところは？
「流行りもの
がたくさん売っている」

［ 清水 亮緒 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／Stockholm Surfboard
Club／¥12,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？「さまざ
まな地域の人と交流できる」 ・大阪のいいところは？
「都会で平和な場
所」

留学先 SNAP!

食品栄養学科 4年
［ 猪角 真理 ］ ・今日のポイント：バッ
グ／天王寺で購入／¥1,000 ・近大
生になってよかったと感じる瞬間は？
「卒業生が多いこと」 ・あなたの得
意技は？
「料理（肉じゃが）」

国際学科 東アジア専攻 1年

国際学科 グローバル専攻 2年

国際学科 グローバル専攻 2年

国際学科 グローバル専攻 2年

国際学科 グローバル専攻 2年

［ 林 優歌 ］ ・今日のポイント：ジャ
ケット／韓国の弘大で購入／¥4,000
・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「さまざまな考え方を持った人
と出会えたとき」

［ 東 茉愛子 ］ ・今日のポイント：パ
ンツ／Levi's／$30 ・近大生になっ
てよかったと感じる瞬間は？
「国内外
問わず、いろんな人と出会える」

［ 松本 留奈 ］ ・今日のポイント：
トレーナー ／AMERICAN EAGLE／
$40 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は？
「目標の一つであったア
メリカ留学を経験できたこと！」

［ 南 暖 ］ ・今日のポイント：ジャケッ
ト／Story mfg.／¥80,000 ・近大生
になってよかったと感じる瞬間は？
「留学を経験できたこと」

［ 高橋 和子 ］ ・今日のポイント：T
シャツ／RALPH LAUREN／¥15,000
・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「素敵なキャンパスで、良き友
だちに出会え学べること」

※留学プログラムの実施については、関係国政府および関係機関等の指示・案内に基づき判断しています。
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フロリダ工科大学
＠フロリダ

応用生命化学科 4年
［ 安井 萌香 ］ ・今日のポイント：靴
／無印良品／¥1,000 ・近大生になっ
てよかったと感じる瞬間は？
「ネーム
バリューがある」 ・あなたの得意技
は？
「有言実行！」

シンシナティ大学
＠オハイオ

生物機能科学科 2年
［ 太田 崚介 ］ ・今日のポイント：ジャ
ケット／Discoat／¥16,000 ・近大
生になってよかったと感じる瞬間は？
「研究したい分野が見つかったこ
と」 ・あなたの得意技は？
「人と話す
こと」

フロリダ工科大学
＠フロリダ

水産学科 2年
［ 瀬川 木雪 ］ ・今日のポイント：ワ
ンピース／ネットで購入／¥4,500 ・
近大生になってよかったと感じる瞬間
は？
「施設がきれい」 ・あなたの得
意技は？
「絵を描くこと」

フロリダ工科大学
＠フロリダ

慶熙大学
＠ソウル

農学部長・教授
［ 江口 充 ］ ・今日のポイント：ジャ
ケット／Aquascutum ・近大の教
員になってよかったと感じる瞬間は？
「専門外の分野に自分との共通項を見
出したとき」 ・あなたの得意技は？
「常に元気に見える」

― 留学中のみんなが現地で撮影！―
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| Kindai-jin SNAP : Schedule&Bag |

| Profile |

| in my bag |

#工学部

| 1 week schedule |

4.
3.

2.

火

水

木

1限

情報倫理

生活と倫理

英語 AI

2限

フレッシュマン
ゼミナール

心理学

マルチメディア
概論

情報システム工学
概論

フランス語Ⅰ

3限

基礎統計学

コンピュータ基礎
実習

微分積分学Ⅰ

英語BⅠ

4限

コンピュータ概論

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金

話しています

好きな授業を選択！

必修以外のコマは

1.

月

| in my bag |

2.
3.

線形代数学

4.

5限

1.ペンケース／透明なのですぐどこにあるか分かって便利。 2.付箋／授業
の大切なところをかわいくマーク。 3.リップ／色味がかわいくてテンショ
ンUP! 4.教科書／分厚くて重いですが基礎が詰まっています。

橋本 耀／

工学部 情報学科 1年／
バッグ／広島で購入／¥1,000

| 1 week schedule |

| Profile |

月

火

水

木

情報処理Ⅰ

プログラミングⅠ

数学

3限

英語Ⅰ

情報と職業

コンピュータ
概論Ⅰ

英語Ⅱ

数学演習

4限

マルチメディア

情報システム概論

4.

3.

5限

みんなの時間割を

学部別

CHECK!
その他の時間割は
ここからチェック!!

| Profile |

み ん な の 時間割＆バッグ

| in my bag |

月

木

3限

自然色彩学

4限

数学Ⅱ

5限

基礎土壌学

英語演習2

外国文化論

ビジネス英語
ボキャブラリー

4限

言葉とコミュニ
ケーション

暮らしのなかの
憲法

TOEIC基礎

5限

プログラミング論
2

6限

児童サービス論

土

スクーリング

ファイリング論

スクーリング

| Profile |

4.

5限
丹羽 優音／
通信教育部 短期大学部商経科 1年／
バッグ／アウトレットで購入／¥7,000
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1.教科書／簿記の基礎が学べて試験にも使えます。 2.折りたたみ傘／急な
雨や日差し対策に持ち歩いています。 3.電卓／8桁の計算もするので商経
科の学生の必需品。 4.ぷっちょ／授業の合間に食べます！

キャリアデベ
ロップメント

英語2

キャリアデベ
ロップメント

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

国際経済入門

英語2

物理学実験

物理学実験

物理学実験

物理学実験

物理学実験

物理学実験

2限

文法とスピーキン
グ
基礎ゼミ

現代社会と倫理

4限

哲学と人間・社会

地域と環境の
地理学

留学セミナー

リーディング・
ライティング

リーディング・
ライティング

リーディング・
ライティング

木

統計学
ドイツ語総合2

3限

生涯スポーツ2

現代経済の課題

4限

総合英語2

情報処理基礎Ⅱ

4

vol. 2

4

4

5限

生体構成分子

4.

1.iPad／イラストを描くのが趣味です。 2.白衣／実験の際は必ず着用しま
す。 3.ペンケース／大好きな赤色はやる気がでます！ 4.軍手／絵を描き
やすいようにリメイク。

4

突撃取材！

4.

授業スケジュールとバッグの中身を見せてください！

#医学部

月

火

水

木

金

1限

英語

環境と社会

心理と行動

細胞・形態学

英語

2限

系統解剖学2

整形外科実習講義

英語

整形外科実習講義

整形外科実習

3限

人体解剖実習

人体解剖実習

総合医学

人体解剖実習

人体解剖実習

4限

人体解剖実習

人体解剖実習

総合医学

人体解剖実習

人体解剖実習

5限

6限

発生生物学Ⅰ

生命科学概論

細胞生物学Ⅱ

生物学Ⅱ

総合英語2

発生工学

#生物理工学部

| in my bag |
授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金
公衆衛生学

オーラルスキル2
（英語）

2.

1.

| Profile |

2限

#農学部

| 1 week schedule |

3.

水

コンピュータ応用
学習

3限

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

1.シュシュ／解剖実習のときにこれで髪をくくります。 2.ペンケース／
TED BAKERのかわいいケース。 3.財布／高校生のときにプレゼントでも
らいました。 4.iPad／手作りのカバーに入れて使っています。

火

文法と
スピーキング

| in my bag |

1.

2.

文法と
スピーキング

3.

| 1 week schedule |

6限

ボキャブラリー

金

6限

| in my bag |

1限

2.

異文化理解

土

の中身 大調査！

月

3.

金

物理化学

フランス語
総合2

平野 莉沙／
医学部 医学科 1年／
バッグ／COACH／¥80,000

1.

ボキャブラリー

一気に集中！

専門学校通学
アルバイトなど

情報サービス論

ICTリタラシー1

分子生物学Ⅰ
上本 吉乃／
生物理工学部 遺伝子工学科 1年／
バッグ／貰い物
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空きコマはなるべくつくらず

優先的に！

2限

観光英語

#通信教育部

| in my bag |

単位が取れる授業を

1限

外国文献購読

会計情報論

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

日

図書館制度・
経営論

7限

| Profile |
平日

情報資源組織論Ⅱ

基礎演習2

1限

池﨑 陸大／
農学部 応用生命化学科 1年／
バッグ／MICHAEL LINNELL／¥5,000

金

経営学総論2

木

English
Communication2

スケジュールが決まってます！

4.

3限

水

6限

2限

3.

| 1 week schedule |

6限

水

生物化学

1限

1.

4限

火

火

全科目必修で

ビッシリ！

空きコマを減らし

2.

1.スマホ／カバーにシールを貼って自分好みにカスタマイズ。 2.ペンケー
ス／枝豆の食品サンプルが特にかわいい。 3.パスケース／UFOキャッ
チャーで一発で取れました！ 4.教科書／旅行に使える観光英語が学べます。

北嶌 由菜／
短期大学部 商経科 1年／
バッグ／Honeys／¥2,000

#短期大学部

| 1 week schedule |

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

3限

1.教科書／ITを活用した企業経営についての内容が面白い。 2.アメ／勉強
の合間に食べて集中力UP! 3.イヤホン／初めてのバイト代で買ったお気に
入り！ 4.財布／誕生日に父からもらって6年使用しています。

塚原 義弥／
産業理工学部 情報学科 1年／
バッグ／ライブ会場で購入／¥9,000

6限

2限

木

| Profile |

1限

2.

水

すべて受けます！

基礎ゼミ

バイトや趣味の時間に！

ライフデザイン

早く帰る日もつくって

2限

| 1 week schedule |
月

1.

火

興味のある講義は

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

金

情報処理Ⅰ

1限

#産業理工学部

| in my bag |

月

5限

1.アポロ／糖分を摂ると授業に集中できます！ 2.ハンカチ／小学生から
使っているお気に入りです。 3.ペンケース／シンプルで中身が見えるので
使いやすい。 4.教科書／文法、リスニングなど英語の授業で使います。

大本 愛果／

国際学部 国際学科 1年／
バッグ／NIKE／¥10,000

6限

#国際学部

| 1 week schedule |

1.

授業で毎日英語を

授業 ル
ュー
スケジ ト！
ポイン

| Profile |

4.
2.
3.

1.
1.教科書／生命細胞の働きについて勉強中。 2.イヤホンケース／ガチャガ
チャで引き当てました。 3.ペンケース／大学生になった記念に父からもらっ
たもの。 4.ボーロ／友だちの誕生日にあげます！

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Biology-Oriented Science and Technology |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Medicine |

生物メカニズムを工学技術に応用したユニークな学問分野にチャレンジ

理学から農学、工学、医学まで幅広い学問分野が融合した学際領域の最先端
研究が行われています。生命や生体の機能、そのメカニズムを解明し、社会

生物理工 学部

貢献をめざします。

＠和歌山キャンパス

2つの総合病院と連携した丁寧な指導で優秀な医師を育成

2つの総合病院や他学部と連携して、チーム医療を実践的に学ぶことができ

ます。高度な医学知識と医療技術だけでなく、臨床実習などを通じて患者さ

医 学部

んから信頼される医師を育成します。
＠大阪狭山キャンパス

※医学部、近畿大学病院は2025年11月に大阪府堺市に移転予定です。

生物工学科／遺伝子工学科／食品安全工学科／生命情報工学科／

生物理工学部の詳細は
巻末の別冊P.27〜28や、学部案内パンフレットをCHECK!

人間環境デザイン工学科／医用工学科

生物理工学部長・教授

生命情報工学科 2年

人間環境デザイン工学科 4年

食品安全工学科 2年

医用工学科 3年

［ 梶山 慎一郎 ］ ・今日のポイント：
ネクタイ／大阪で購入 ・近大の教
員になってよかったと感じる瞬間は？
「チャレンジを応援する雰囲気を実感
したとき」 ・あなたの夢は？
「世界
的に活躍する人材を育てたい」

［ 山根 魁斗 ］ ・今日のポイント：ロ
ンT／Left Alone／¥7,000 ・近大生
になってよかったと感じる瞬間は？
「将来の選択肢が広がった」 ・あな
たの夢は？
「明るくてまっすぐな教師」

［ 吉田 萌恵佳 ］ ・今日のポイント：
Tシ ャ ツ ／earth music&ecology／
¥550 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「新しい友だちがたく
さんできた」 ・あなたの夢は？
「幸せ
な奥さん」

［ 丸賀 隆正 ］ ・今日のポイント：パ
ンツ／kutir／¥4,000 ・近大生になっ
てよかったと感じる瞬間は？
「勉強に
集中できるのでお金を無駄遣いしな
くなった」 ・あなたの夢は？
「いけて
るオジさんになる」

［ 溝上 真由 ］ ・今日のポイント：オー
バーオール／姫路で購入／¥4,000
・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「たくさんの友だちができたこ
と」 ・あなたの夢は？
「教師」

遺伝子工学科 3年

生物工学科 3年

［ 橋口 翼 ］ ・今日のポイント：バッグ／GUCCI／¥100,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「友だちが増える」 ・あなたの夢は？
「理科の教師」

［ 的場 咲樹 ］ ・今日のポイント：パンツ／X-girl／¥10,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「サークルなどで他大学とも交流がある」 ・あなたの夢は？
「笑顔を絶やさず常に楽しむ」
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医学科

医学部の詳細は
巻末の別冊P.25〜26や、学部案内パンフレットをCHECK!

医学科 5年

医学科 3年

［ 本庄 竜士 ］ ・今日のポイント：パンツ／Abercrombie & Fitch／¥10,000 ・近大生になってよかった
と感じる瞬間は？
「面白い研究をしている教授や研究室が多い」 ・あなたの得意技は？
「スキー」

［ 大垣 彩佳 ］ ・今日のポイント：ベスト／ZARA／¥6,600 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「東大阪キャンパスにも出入りが自由なこと」 ・あなたの得意技は？
「モンスターズインクのセリフを覚え
ること」

医学科 1年

医学科 1年

医学科 5年

医学部長・教授

［ 土生 沙里奈 ］ ・今日のポイント：パーカー／
I AM WHAT I AM／¥17,000 ・近大生になって
よかったと感じる瞬間は？
「親が喜んでくれるこ
と」 ・あなたの得意技は？
「寝ること」

［ 古郡 奈月 ］ ・今日のポイント：実習着／大
学内で購入／¥20,000 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「たくさんの先生方や学生と
出会えること」 ・あなたの得意技は？
「早寝早
起き」

［ 坂野 優佳 ］ ・今日のポイント：ワンピース／
大阪で購入／¥5,600 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「最高の友だちに出会え
た」 ・あなたの得意技は？
「誰とでも仲良くで
きる」

［ 松村 到 ］ ・今日のポイント：スーツ／ZAR
A ・近大の教員になってよかったと感じる瞬
間は？
「学生との距離が近く、自由な校風が感じ
られること」 ・あなたの得意技は？
「息継ぎな
しで50メートル潜水できる」

KINDAI GRAFFITI

32

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Humanity-Oriented Science and Engineering |

| Kindai-jin SNAP : Faculty of Engineering |

文系、理系の学科をあわせ持ち、実践型の学びを提供

食品、エネルギー、環境、電気、建築、情報、マネジメントをキーワードに、文

科学技術を社会に生かすプロをめざすのが工学部。車の安全性の向上、映像

職も全国トップクラスの実績を誇ります。

らゆる場面に活躍の場があります。

＠福岡キャンパス

＠広島キャンパス

産業理工学部の詳細は
巻末の別冊P.31〜32や、学部案内パンフレットをCHECK!

工学部の詳細は
巻末の別冊P.29〜30や、学部案内パンフレットをCHECK!

系、理系を幅広く学べます。少人数制によるきめ細かな教育サポートで、就

産業理工 学部
生物環境化学科／電気電子工学科／建築・デザイン学科／情報学科／経営ビジネス学科
（文系）

情報学科 4年

経営ビジネス学科 3年

［ 井上 旭 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／PUNYUS／¥4,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間
は？
「近大グラフィティに載ったこと！」 ・あなたの夢は？
「復興した熊本城でプロジェクションマッピン
グをする」

［ 井上 愛央 ］ ・今日のポイント：シャツ／ZARA／¥4,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「県外の人とたくさん仲良くなれる」 ・あなたの夢は？
「好きなことでお金を稼ぐ！」

産業理工学部長・教授

生物環境化学科 3年

電気電子工学科 2年

建築・デザイン学科 2年

［ 江上 典文 ］ ・今日のポイント：スーツ／D’
URBAN ・近大の教員になってよかったと感じ
る瞬間は？
「学生と話をしているとき」 ・あな
たの夢は？
「世界が穏やかで平和であること」

［ 大石 真衣 ］ ・今日のポイント：靴／GU／
¥3,500 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「ネームバリューがある！」 ・あなたの夢
は？
「品質管理の仕事に就く」

［ 大場 颯士 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／ST
ÜSSY／¥8,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「就活が有利」 ・あなたの夢は？
「結婚して裕福に暮らし、幸せになりたい」

［ 水谷 莉子 ］ ・今日のポイント：パンツ／チャ
イハネ／¥5,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「県外の友だちが多くできた」
・あなたの夢は？
「絵を描くことを生かして、仕事
をする」
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地域に密着し、持続可能な社会づくりをめざす

技術を応用したシステム開発、環境に配慮した建築デザインなど、日常のあ

工 学部
化学生命工学科／機械工学科／ロボティクス学科／電子情報工学科／情報学科／建築学科

電子情報工学科 2年

ロボティクス学科 3年

機械工学科 3年

情報学科 3年

工学部長・教授

［ 井関 葵 ］ ・今日のポイント：シャ
ツ／INGNI／¥4,000 ・近大生になっ
てよかったと感じる瞬間は？
「パソコ
ンなど 最 先 端 の設 備 が 整ってい
る」 ・大学生の醍醐味は？
「サーク
ル活動」

［ 青山 創生 ］ ・今日のポイント：パ
ンツ／remer／¥5,000 ・近大生に
なってよかったと感じる瞬間は？
「面
白い人が多い」 ・大学生の醍醐味
は？
「好きなことに時間が使える」

［ 島田 真帆 ］ ・今日のポイント：ス
カート／大阪で購入／¥4,000 ・近
大生になってよかったと感じる瞬間
は？
「車で通学できる！」 ・大学生の
醍醐味は？
「バイトができる！」

［ 大屋 誠海 ］ ・今日のポイント：ベ
スト／古着屋で購入／¥1,000 ・近
大生になってよかったと感じる瞬間
は？
「大学名がよく知られている」
・大学生の醍醐味は？
「好きなことに
時間を使える」

［ 旗手 稔 ］ ・今日のポイント：ネク
タイ／Salvatore Ferragamo ・近大
の教員になってよかったと感じる瞬間
は？
「学会で卒業生が発表しているの
を見たとき」 ・大学生の醍醐味は？
「自由」

建築学科 4年

化学生命工学科 3年

［ 上垣 勇斗 ］ ・今日のポイント：Tシャツ／古着屋で購入／¥1,000 ・近大生になってよかったと感じ
る瞬間は？
「いろんなタイプの友だちが増えた」 ・大学生の醍醐味は？
「友だちがたくさん増える」

［ 黒川 夢翔 ］ ・今日のポイント：バッグ／サンキューマートで購入／¥330 ・近大生になってよかっ
たと感じる瞬間は？
「気の合う友だちがたくさんできたところ」 ・大学生の醍醐味は？
「勉強しながら遊
べる」
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| Kindai-jin SNAP : Distance Learning Department |

| Kindai-jin SNAP : Junior College |

仕事や生活に合わせて、資格取得や大学・短大の卒業をめざす

入学試験がなく、ほぼ一年を通して入学手続きが可能です。インターネット

やテキストによる自宅学習が中心のため、自分の仕事や生活に合わせて学ぶ

通信教育 部

ことができます。

独自のカリキュラムで就職や編入学を徹底サポート

受講時間を自由に選べる時間割システムで、学生はもちろん社会人も通学で

きます。キャリアアップの大きな武器となる資格試験や検定対策の課外講座

短期大 学部

も充実しています。

＠東大阪キャンパス

法学部法律学科／短期大学部商経科

通信教育部の詳細は
巻末の別冊P.34や、通信教育部のパンフレットをCHECK!

法律学科 3年

商経科 1年

商経科 3年

法律学科 4年

［ 宮西 洸弥 ］ ・今日のポイント：靴／NIKE／
¥10,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は？
「知名度があって、みんな知っている」
・あなたの夢は？
「海外で生活すること」

［ 岩﨑 涼葉 ］ ・今日のポイント：靴／ネットで
購入／¥2,600 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は？
「キャンパスがきれい」 ・あなたの
夢は？
「アパレル関係の仕事をすること」

［ 長浦 昭治郎 ］ ・今日のポイント：パンツ／流
儀圧搾／¥20,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「勉強がとことんできること」
・あなたの夢は？
「社会保険労務士になる」

［ 阿部 夏子 ］ ・今日のポイント：ニット／宮城
で購入／¥3,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は？
「レポートで合格をもらえたと
き」 ・あなたの夢は？
「行政書士の資格を取得
すること」

法律学科 3年

法律学科 3年

［ 吉永 大紀 ］ ・今日のポイント：ブルゾン／NIKE／¥4,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「キャンパスがきれい」 ・あなたの夢は？
「音楽で生計を立てる」

［ 北口 実希 ］ ・今日のポイント：靴／PRADA／¥110,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬間は？
「情報交換を積極的にする人が多い」 ・あなたの夢は？
「法律に詳しくなって、
生きやすい生活を送ること」

KINDAI GRAFFITI

37

商経科
（二部）

短期大学部の詳細は
巻末の別冊P.33や、学部案内パンフレットをCHECK!

商経科 1年

商経科 1年

［ 清原 瑠稀 ］ ・今日のポイント：ブルゾン／Dehen／¥75,000 ・近大生になってよかったと感じる瞬
間は?「さまざまな分野で突き抜けている人に会える」 ・大学生の醍醐味は？
「いろんな人と関われる」

［ 南 千尋 ］ ・今日のポイント：ワンピース／アメリカ村で購入／¥4,000 ・近大生になってよかったと
感じる瞬間は?「利用できる施設が充実してる」 ・大学生の醍醐味は？
「自由な時間が多い」

商経科 1年

商経科 1年

商経科 1年

短期大学部長・教授

［ 中島 望尋 ］ ・今日のポイント：パンツ／ユニ
クロ／¥2,000 ・近大生になってよかったと感
じる瞬間は?「ネームバリューがあり友だちに感
心されること」 ・大学生の醍醐味は？
「友だち
と温泉巡りをして遊ぶこと」

［ 多喜 優子 ］ ・今日のポイント：カーディガン
／貰い物 ・近大生になってよかったと感じる
瞬間は?「知名度が高いこと」 ・大学生の醍醐
味は？
「自由」

［ 松山 海斗 ］ ・今日のポイント：ベスト／アメ
リカ村で購入／¥15,000 ・近大生になってよ
かったと感じる瞬間は?「友だちがたくさんでき
たこと」 ・大学生の醍醐味は？
「時間を有効活
用できる」

［ 内上 誠 ］ ・今日のポイント：ネクタイ／卒
業生からのプレゼント ・近大の教員になって
よかったと感じる瞬間は？
「母校に貢献できる」
・大学生の醍醐味は？
「わからないことをわかる
まで学べる」
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ENTRY

03

01

澤田 菜々子

米田 彩花

#薬学部 医療薬学科

#文芸学部 文学科 3年

身長：158cm／好きなタイプ
は？：心が広い人／近大を選
んだ理由は？：薬剤師の資格
を取るため／今学んでいるこ
とは？：薬の名前と薬品につ
いて／あなたが通うキャンパ
スはどんな雰囲気？：人が多
くてにぎやか／将来の夢は？：
明るい薬剤師

身長：167cm／好きなタイプ
は？：親孝行ができるやさしい
人／近大を選んだ理由は？：
自分のやりたいことができる
と思ったから／今学んでいる
ことは？：英文学／あなたが
通うキャンパスはどんな雰囲
気？：にぎ や か ／ 将 来 の 夢
は？：空港のグランドスタッフ

4年

近

大

美

女

図

鑑
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ENTRY

04

02

前谷 美都

芝先 三優

#農学部 環境管理学科

#経営学部 商学科 2年

身長：154cm／好きなタイプ
は？：やさしい人／近大を選
んだ理由は？：あらゆる分野
に長けた教授がいるから／今
学んでいることは？：森林に
ついて／あなたが通うキャン
パスはどんな雰囲気？：自然
が豊か／将来の夢は？：幸せ
な家庭を築くこと

身長：166cm／好きなタイプ
は？：自立していてやさしい人
／近大を選んだ理由は？：観
光を学びたかったから／今学
んでいることは？：マーケティ
ング／あなたが通うキャンパ
スはどんな雰囲気？：人が多
くてにぎやか／将来の夢は？：
人の役に立てるような仕事

2年
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ENTRY

ENTRY

03

01

大塚 大雅

成瀨 匠

#経営学部 商学科 4年

#理工学部 電気電子工
学科※ 2年

※現：電気電子通信工学科

身長：170cm／好きなタイプ
は？：気が合う人／近大を選
んだ理由は？：ずっと目標にし
ていた大学だから／今学んで
いることは？：マーケティング
論／あなたが通うキャンパス
はどんな雰囲気？：たくさんの
人がいてにぎやか／将来の夢
は？：芸能活動をがんばりた
い

身長：175cm／好きなタイプ
は？：しっかり者で仕草がかわ
いい人／近大を選んだ理由
は？：興味のある電気電子に
ついて学べるから／今学んで
いることは？：電子機器の特
徴について／あなたが通う
キャンパスはどんな雰囲気？：
広々としていて明るい人が多
い／将来の夢は？：結婚して
子どもと球技をすること

近

大

美

男

図

鑑

ENTRY

04

02

中川 翔太

米原 遼

#産業理工学部 建築・

#薬学部 医療薬学科

身長：185cm／好きなタイプ
は？：家庭的で大人な女性／
近大を選んだ理由は？：建築
とデザインを学びたかったか
ら／今学んでいることは？：イ
ンテリアデザインについて／
あなたが通うキャンパスはど
んな雰囲気？：自然豊か／将
来の夢は？：自分が作ったデ
ザインを広めること

身長：167cm／好きなタイプ
は？：やさしい人／近大を選
んだ理由は？：人が多い近大
で薬について学びたかったか
ら／今学んでいることは？：薬
の作用について／あなたが通
うキャン パスはどんな 雰 囲
気？：にぎやかで素敵な学生
が多い／将来の夢は？：薬剤
師

デザイン学科 4年
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RO

RO
・居住年数：2年

ホワイトを基調とした
おしゃれ
韓国風ROOM

小野原 陸／経済学部 経済学科 3年／趣味：映画鑑賞

野田 遥香／文芸学部 文化デザイン学科 2年／趣味：映画鑑賞

・お部屋のこだわりポイント

・ひとり暮らしをして苦労するところ

ベースカラーをブラックとブラウンで統一。シッ

ホッケーをしているため防具の洗濯が大変。

クな部屋を作るために、家具やアイテムなどの色
の組み合わせに気をつけました。

・この部屋のセールスポイント
大学から近く通学に便利でリビングが広い。
・この部屋のウィークポイント
台所が狭く、独立洗面所がないこと。

ROOM
GALLERY
| これ がリア ル な 近 大 生 の お 部 屋 |

ROOM DATA

・家賃：￥44,000

・大学から：徒歩5分

1

ウッディな香りが
漂う
シックモダンな空間

ひとり暮らし中 の 近 大 生 Q&A

・間取り：1K

近大人

O MDA

TA

2

TA

ROOM DATA

O MDA

ひとり暮らし中 の 近 大 生 Q&A

・間取り：1K

・居住年数：2年

・お部屋のこだわりポイント

・ひとり暮らしをして苦労するところ

インテリアを白とグレーで統一。床までこだわり、

家事です。実家にいたときも多少はお手伝い

料理、洗濯、ゴミ出しなど家事全般をひとりで
行うため、親のありがたみを痛感します。

・家賃：￥55,000

フロアシートを貼りました。部屋を広く見せるた
め、低めの家具を使っています。

・ひとり暮らしの楽しいところ

・ひとり暮らしをするときに、両親から言われたこと

・この部屋のセールスポイント

・ひとり暮らしの楽しいところ

・ひとり暮らしをするときに、両親から言われたこと

自分のペースで生活が送れるし、友人を気軽に呼
べる。好きなインテリアを配置したり好きな音楽

鍵はしっかり閉めて防犯面を注意することと、節
約。外食ばかりせずに自炊したり、エアコンの

自分の好きな時間にやりたいことができるとこ
ろ。実家にいるときとは、全然違います。自由に

「食事で節約しない、病院にいく方がお金がか
かる」とずっと言われています。何をするにし

を聴いたり、癒やしの空間が作れる。

設定温度に気をつけて節約を心がけています。

・大学から：徒歩15分

駅が近く、オートロック付きで安心できる。
・この部屋のウィークポイント
キッチンが狭く、料理しづらいところ。

MY ROOM POINTS

過ごせることが何よりも楽しい。

していたけど、いざひとり暮らしをすると、全
部ひとりでしないといけなくなって大変です。

ても体が資本なので、食事は大切にしています。

MY ROOM POINTS

01

02

03

01

02

03

香りがテーマの
こだわりアイテム

ひとり暮らしの
相棒

毎日必ず
飲んでいます

プロジェクターを
愛用しています

ベッドトレイで課
題をすることも

オリジナルの
紙粘土トレイ

香水、化粧水、ヴィン
テージマッチなどをシ
ルバーの小物入れに。
高級感がでて気分が上
がります。

アレクサは全自動で電
気やエアコンなども操
作可能。リラックスし
たいときは音楽を聴く
ことも。

sirocaのコーヒーメー
カーは、豆挽きから抽
出まで全自動。カフェ
のような奥深い味わい
です。

ホワイトインテリアに
もなじむスマートなデ
ザ イ ン。 こ の1台 で、
映画観賞やゲームを楽
しめます。

就寝前、起床後すぐに
課題をするときに活躍
してくれます。ベッド
の上でもしっかり集中
できる。

グレーと白の絵の具を
混ぜてDIY。部屋の雰
囲気に合わせたカラー
に。小物類をまとめて
います。

04

05

06

04

05

06

気 分で 雰 囲 気
を変えられる

映画を観るとき
に使用します

柔らかい印象の
フェイクフラワー

アレクサで
生活を便利に

圧迫感のない
ガラステーブル

部屋で映える
オシャレな時計

色や明るさ、光の当た
る位置も調整できます。
部屋のインテリアに合
わせてシックなカラー
に。

アウトドア用の椅子は
軽くて折りたたむこと
ができるので便利。腰
が深く入るので座り心
地は抜群です。

水をあげなくても枯れ
ないし、置いてあるだ
けでオシャレに見える。
陶器の花瓶と相性抜群
です。

ガラス部分の下には、
好きなアイテムをレイ
アウトして楽しめます。
高級感もあってお気に
入り。

賃貸で壁掛けできない
ので、置くタイプの時
計を使用。LEDライト
なので、暗闇でも確認
できる！

KINDAI GRAFFITI
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音声操作で、音楽を流
したり、電気を消した
りしてくれる。外出時
にも操作ができる優れ
もの。
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少 年 少 女 よ 、 大 志 を 抱 け！

OB・OGの

むかし、夢見た子どもたちは大人になり、
ambitious

今は

今は

株式会社Cyber Agent

今の仕事について一言

2017年
卒業

今の仕事について一言

今後も、

2018年
卒業

近大生の
夢は続く！

理工学部 情報学科※

※現：情報学部 情報学科

ambitious

今後も、

石井 亜莉沙（26）

近大生の
夢は続く！

理工学部 応用化学科

2017年
卒業

夢が

石井 愛子（27）

今は

今の仕事について一言

夢が
叶ったね！
おめでとう

経営学部 商学科

2018年
卒業

宇治宮 汐梨（26）

総合社会学部 総合社会学科

今は

アサヒビール株式会社

（都市エネルギー第1営業部）

事件や裁判、行政などの関西で起こるあら
ゆることを取材し、原稿を書いています。
取材した人々の想いに触れ、自分の言葉で
届けられることにやりがいを感じます。

勝田 結衣（25）

子どもの頃の夢は

大阪ガス株式会社

（報道情報局 報道部）

今の仕事について一言

03

子どもの頃の夢は

今は

消費者トラブルに関する情報を府民の
方々に啓発しています。若者向けにリーフ
レットなども制作しており、消費者トラブ
ルを未然に防止できればと思っています。

近大生の
夢は続く！

国際学部 国際学科

ambitious

株式会社毎日放送

（大阪府消費生活センター 主事）

今後も、

孫 博豪（23）

2021年
卒業

叶ったね！
おめでとう

経営学部 経営学科

04

子どもの頃の夢は

今は

2019年
卒業

今の仕事について一言

海外に向けた鉄の輸出や、
国内鉄鋼メーカー
から仕入れた鉄を、自動車メーカーへ販売
することが主な業務です。新規事業の立案
や既存事業の改革もおこなっています。

ambitious

大阪府

今後も、
近大生の
夢は続く！

豊田通商株式会社

（金属本部 パワートレイングループ ）

今の仕事について一言

09

子どもの頃の夢は

今は

お昼のニュースと夕方のお天気コーナー
を担当しています。取材して原稿を書き、
高知県のみなさんにニュースをお届けし
ています。

ambitious

10

01

子どもの頃の夢は

（報道制作部 アナウンサー）

主に口紅の研究開発などに取り組み、さま
ざまな価格帯の商品を担当しています。自
分で考えた基礎研究による提案も行え、や
りがいを感じることが多い仕事です。

石塚 久徳（27）

02

子どもの頃の夢は

高知さんさんテレビ
株式会社

（メイクアップ研究所 第2研究室
第2グループ ）

インターネット番組のプロデューサーとし
て、番組企画やキャスティングをしていま
す。著名な方々とおもしろい企画を考え、
楽しく、充実した日々を過ごしています。

ambitious

今は

花王株式会社

（株式会社CyberZ プロデューサー ）

ambitious

07

子どもの頃の夢は

（
『星の王子さま』より）

就職については、巻末の別冊P.35〜40をCHECK !

日本の今を担うまでに、立派に成長した

ambitious

08

子どもの頃の夢は

おとなは、だれも、はじめは子どもだった

今後も、
近大人の
夢は続く！

（京滋統括支社 広域支店 ）

今の仕事について一言

今の仕事について一言

法人のお客さまに、ガスや電気、その他商
材などの営業をしています。自分の知識や
アイデアを言葉で伝え、それが成果となっ
て表れることが、今の仕事の魅力です。

スーパーマーケットなどの営業を担当。新
商品の提案や季節に合わせた売り場の提
案を行っています。自分の企画が採用され
たのを見たときは、とても感動しました。

2020年
卒業

今後も、
近大人の
夢は続く！

日向 和人（24）

理工学部 電気電子工学科※

2020年
卒業

西田 英代（24）

総合社会学部 総合社会学科

※現：電気電子通信工学科

ambitious

子どもの頃の夢は

ambitious

12

子どもの頃の夢は

今は

11

今は

東京海上日動
火災保険株式会社

子どもの頃の夢は

ambitious

06

子どもの頃の夢は

今は

大和ハウス工業
株式会社

（和歌山支店和歌山支社兼業支援チーム ）

ambitious

今は

武田薬品工業株式会社

株式会社 明治

（北海道エリア）

（ウェルネス営業二部 営業一課）

（京都支社 近畿工事部 京都建築工事課 ）

今の仕事について一言

今の仕事について一言

今の仕事について一言

今の仕事について一言

保険の営業や代理店支援、中小企業の開拓
などを行っています。代理店さんやお客さ
まから
「ありがとう」
という言葉をいただける
と、大変嬉しい気持ちになります。

工事現場における安全管理を行い、工期内
に高品質の建物を完成させ、お引渡ししま
す。何もない土地に建物が建ち、お客さま
に感謝される。それが喜びになります。

医療機関へ訪問し、自社医薬品の有効性や
安全性について、情報提供・収集・伝達を
行っています。地域の医療状況についても
会話し、
より良い環境づくりを考えています。

栄養食品部門の営業を担当しています。
主に病院や高齢者施設の栄養士さんに商
品を紹介。
「体調が良くなった」などの声を
いただけると、大変やりがいを感じます。

2019年
卒業

水本 有紀（25）

法学部 政策法学科

※

05

今後も、
近大人の
夢は続く！

2019年
卒業

※現：法律学科

KINDAI GRAFFITI
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辻中 涼太（25）

建築学部 建築学科

今後も、
近大生の
夢は続く！

2020年
卒業

大林 優夢（27）

薬学部 医療薬学科

今後も、
近大人の
夢は続く！

2020年
卒業

KINDAI GRAFFITI
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菊川 絢未（24）

農学部 食品栄養学科

今後も、
近大生の
夢は続く！

少年少 女よ、 大 志 を抱 け !

学生起業家の

むかし、夢見た子どもたちは大学生になり、

人生はやるかやらんか！
日本の若者に選択肢を示す

ambitious

03

奥野さんの子どもの頃の夢は

今は

西さんの子どもの頃の夢は

すするか、すすらんか。 すするか、すすらんか。
近大をすすらんか。
近大をすすらんか。

副店長／料理長

店長

学生たちに話を聞きました。

SNSの交換を便利に！
CommStickerで人と人を繋げる

01

沖 佑磨 経営学部 キャリア・マネジメント学科 2年

今の仕事について一言

今は

を中心に、学生起業家をバックアップする体制が整っています。みんなより一足早く、社会で輝く

在学中に起業するほど、立派に成長した

ambitious

（左）奥野 亮太郎 農学部 農業生産科学科 3年／
（右）西 奈槻 農学部 水産学科 3年

学生起業家をバックアップ！
最近、在学中に起業する近大生が増えています。起業・関連会社支援室やアカデミックシアター

子どもの頃の夢は

今の仕事について一言

奈良で「すするか、すすらん

CommStickerという商品の制作、企画、販売

か。
」という麻婆ラーメン店、

をしています。この商品はこれまでSNSを交

近 大 のBLOSSOM CAFÉで

換する際、QRコードを出すまでに必要だった

「近大をすすらんか。
」という

いくつかのステップを削減。携帯をかざすだ

今は

ホルモンラーメン店を営業

株式会社Mauyukio
代表取締役社長

しています。
「日本の若者に
選択肢を示す」というビジョ
ンを掲げて活動中です。

けで、瞬時に相手と情報を交換できる画期的
なサービスです。他者とのコミュニケーショ
ン、コミュニティ、コモンの3つを大切にして
いきたいという思いで活動しています。

起業のきっかけは？

近大で起業してよかったことは？

起業家としての今後の目標は？

起業のきっかけは？

近大で起業してよかったことは？

起業家としての今後の目標は？

いろんな人に会いに行っていた

大学内で「近大をすすらんか。
」

年間10万人の学生にラーメン

起業前、一緒に仕事を始めた友

環境が充実していること。近大

CommStickerを一般化させる

時期に、お店をやらないかとお

をオープンできたこと。学生の

を届けること。そして、
2代目、
3

人が、
360度の写真を撮れるカ

の起業家育成事業「OKonomi」

ために、個人だけではなくお店

話をいただきました。日頃から

やる気にすごく早く、柔軟に応

代目と近大系ラーメンを受け継

メラを買ったんです。それを

のビジネスコンテストで、起業

のSNSにも普及させていきたい。

の口癖である、
「やるかやらん

えてもらえて、おもしろい大学

いでいきたい。学生が学生に対

使って、ビジネスを始めようと

資金として30万円いただけたこ

さらに、そこから派生したアプ

か」の信念通り、即答でやります

だなと思いました。常に新しい

して食事を届けるという、新常

いう話になり、Googleストリー

とは大きなメリットでした。ほ

リを作って、いろんなことを簡

と返事。ラーメンが流行中の奈

ことに挑戦し続ける近大だから

識を作り、ラーメンを通して日

トビューの代理店を開始。その

かにも、さまざまな企業の方を

略化することが目標です。誰で

良で、麻婆豆腐を作るのが上手

こそ、僕らのような学生の出店

本の若者に人生の選択肢と刺

ときのノウハウを活用して、Co

ご紹介いただき、たくさんの繋

も簡単に便利にコミュニケー

な奥野くんとお店を始めました。

が実現できたんだと思います。

激を与えていきたいです。

mmStickerを始めました。

がりができました。

ションが取れる世の中にしたい。

ambitious

04

今後も、
近大人の
夢は続く！

学びをアウトプットする会社
理念は学生のために存在すること！

地方で広げるリユースの意識
廃棄服を減らす場所を届ける！

ambitious

02

畑中 海星 産業理工学部 経営ビジネス学科 3年

子どもの頃の夢は

今後も、
近大人の
夢は続く！

今の仕事について一言

（左）山本 あかり 経済学部 国際経済学科 2年／
（右）岡本 萌花 経営学部 経営学科 2年

山本さんの子どもの頃の夢は

岡本さんの子どもの頃の夢は

オンライン家庭教師、ホームページ制作、プ

地方を中心に「るらるマー

ログラミング教室、スマートフォン教室、クラ

ケット」というフリーマー

ウドソーシングの促進など、オンラインの事

合同会社desafio
代表執行役員社長

今後も、
近大人の
夢は続く！

ケットを開催しています。

業をメインに行っています。将来、フリーラ

今は

今の仕事について一言

ンスで活躍したい学生メンバーが多く在籍し
ており、働く学生にとっても今後の人生に役
立つ場所になってほしいという理念を掲げて
います。

今は

今は

株式会社HAGI
代表取締役

株式会社HAGI
代表取締役

家庭内の不用品をメインに
販売しており、いらなくなっ
た物を捨てるのではなく、リ
ユースする意識を広めてい
くことを目標にしています。

起業のきっかけは？

近大で起業してよかったことは？

起業家としての今後の目標は？

起業のきっかけは？

近大で起業してよかったことは？

起業家としての今後の目標は？

高校生の頃、親友といつか会社

総合大学であるということ。さ

一度就職することも視野に入れ

廃棄服がとても多い事実を知っ

起業したい学生を応援してくれ

廃棄服を減らしていくことはも

をやりたいという話をして、起

まざまな学部や学科があるから

ているので、僕が会社を辞めて

て、減らしていくための場所を

る「KINDAI STARTUP ACADE

ちろん、最近増えてきたイン

業を意識するように。その後、

こそ、多くの価値観に触れられ

も下の学生たちに引き継いでい

作ろうと思ったんです。フリー

MY」で2人が出会えたこと。課

ターンの学生に、この会社に来

講演会でお会いした方に「起業

てビジネスの視野が広がりまし

けるような企業にしたい。大学

マーケットなら初期コストも抑

題で一緒のチームになり、廃棄

てよかったなと思ってもらいた

して成功するかはわからないけ

た。産業理工学部では体験型

で学んだことをアウトプットす

えられるし、何よりリアルな場

服を収集して販売するビジネス

い。そして、将来的には「るらる

ど、成長は絶対にするよ」
と言っ

のフィールドワークもあり、そ

る場であり、今後も学生のため

ていただき、現在の会社をス

の経験が現在の仕事にも生かさ

の会社として、ずっと受け継い

タートさせました。

れています。

でいってほしいです。

KINDAI GRAFFITI
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今後も、
近大人の
夢は続く！

所で人と話しながら販売するこ

にも出合えました。そのときの

マーケット」をみんなが楽しめ

とで、楽しくリユースすること

経験が今の事業に大きく生かさ

る地域の交流の場として、認知

ができます。

れています。

してもらえたらいいな。

KINDAI GRAFFITI
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（右）
古川 高晴／近畿大学 職員

2007年 経営学部 経営学科 卒業
座右の銘：好きこそものの上手なれ
趣味：おいしいものを食べること

高校生のとき。負けず嫌い

（古川）



私は高校の部活見学。アーチェ

に明け暮れていました。

れましたね。 年のインターハイ

リー部の楽しそうな雰囲気に惹か

（山内）



連覇がかかった団体の試合で負

ただき、近大へ。大学 年のとき、
4

僕も監督とコーチから誘ってい

した。

チからお声掛けいただき、入学しま

では団体優勝。近大の監督とコー

3

けてしまったんですよ。チームの雰
囲気が悪くなって、あんなつらい思
いを二度としたくないって気持ちが

私がアーチェリーをここまで続

今も原動力になっています。
（古川）
けてこれたのは、充実した施設や

大学がサポートしてくれたから。

アーチェリーに集中できる環境を
恩返しと自分が活躍してアーチェ
職員になりました。目標は次のパ

リーを広めたい気持ちから近大の
リオリンピック。東京オリンピック

（山内）

のリベンジの気持ちでメダルを獲


これまでに個人銀・銅メダルを

得したいです。

獲得したので、次のパリオリンピッ
クでは金メダルを取りたいです。



趣味：映画館へ行くこと

（古川）

男女混合でもメダルをめざしたい

嫌いな食べ物：卵

ですね。

好きな食べ物：チョコレート

出演者がギターを弾くシー

学生のときに見た番 組で、

座右の銘：音楽で世界は変わる

いいなと思っています。

太陽の塔の前でライブができたら

を励ましたい。いつかは松竹座や

作りました。私の歌の力でみんな

り越えたときは、光をテーマに曲を

しい思い出が支えとなり挫折を乗

しています。家族や友だちとの楽

辛いときの経験も曲作りに生か

学びが力になっていると感じます。

ました。曲を作るときに近大での

代表として宣誓をさせていただき

禍でのサイバー入学式では新入生

文化デザイン学科に在学。コロナ

近大では感性学や芸術を学べる

家族全員とても喜んでくれました。

とを祖父母に言っていなかったので、

グライターとして活動しているこ

きは本当にびっくり。シンガーソン

ンプリで自分の名前を呼ばれたと

ました。最終審査まで残って、グラ

て松竹のオーディションに応募し

ろんな人に聴いてもらいたいと思っ

曲を作っていく中で、私の歌をい

ましたね。

自然な流れで曲を作るようになり

やポエムを書くのが好きだったので、

買ってもらいました。もともと詩

思い、卒業記念で両親にギターを

楽でつながる瞬間って素敵だなって

ンがあったんですよ。人と人が音

小

文化デザイン学科 2年

NEO KINDAI PEOPLE
関西の有名スポットで次世代を担う“ネオ近大人”を撮影。
座右の銘：迷ったら進め
趣味：ショッピング

ーチェリーをはじめたのは

2021年 経営学部 経営学科 卒業

な性格もあって、友だちと毎日練習

ア

（左）山内 梓／近畿大学 職員

文芸学部

48

49

profile.
20
profile.

いろんな色を持った人がいるから近大はおもしろい。

近大卒の魚が食べられる人気の養殖魚専門料理店

大阪のおいしい飲食店が立ち並ぶエリア

ネオ近大人

近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所
道頓堀・戎橋

KINDAI GRAFFITI
KINDAI GRAFFITI

山 内 梓・古 川 高 晴
寺 田 もか

］
東 京 オリンピ ック日 本 代 表 ア ー チェリー で 活 躍 す るトップ ア スリート

［
］
松 竹 ジャ パ ン 初 代 グ ラン プ リ！ 2 0 0 曲 以 上 の 曲 を 持 つ シ ン ガ ーソン グ ラ イタ ー

［

NEO 01
NEO 02

鴻池新田会所

東大阪市にある国史跡・重要文化財

あべのハルカスヘリポート

大阪・阿倍野にある日本一高いビルの屋上

好きな食べ物：カレーライス

座右の銘：日進月歩

嫌いな食べ物：ラーメン
趣味：映画鑑賞

バス ケ の 選 手 と し て オ

本に来たのは高校生の頃。

経営学科 2年

す。全国高校選手権で 強入りを

ファーをいただいたのがきっかけで

日

経営学部

年にはバレー部とバスケ部、両方

とができました。その結果、
202

げで、とても集中して練習に励むこ

メイトが親身に支えてくれたおか

初は戸惑いもありましたが、チーム

選手権で準優勝の強豪チーム。最

すが、近大のバレー部は全日本大学

やジャンプ力が有利に働く競技で

動を決意しました。ともに高身長

があったこともあり、二刀流での活

だいたから。母国でバレーの経験

レーをやらんか」と、お声がけいた

レー部の光山監督に「大学ではバ

バレーをはじめた理由は、近大バ

ニケーションを取っています。

いながらチームメイトと常にコミュ

英語やタブレットの翻訳機能を使

部。日本語はあまり話せませんが、

果たし、強豪校の近大バスケ部に入

8

の関西学生リーグで優勝を果たす
多かったですが、絶対やってやると

ことができました。大変なことも

いう強い意思があれば不可能なこ
今後も、バスケ、バレー両方の技

となんてないと思いました。
術を上げていきたい。チーム全体

嫌いな食べ物：ツナ

趣味：茶道

で協力して、さらに高い成績を残す

座右の銘：継続は力なり

ことが目標です。

好きな食べ物：ショートケーキ

り人の役に立ったりする医

学生の頃から、人を助けた

医学科 5年
いですね。

一つのロールモデルになれたら嬉し

ないと思うんです。私の生き方が、

やろうと思えば、無理なことなんて

女性でも医者になることができる。

もモデルをめざすことができるし、

者になりたい。多忙な医学部生で

ながら、患者さんに寄り添える医

今後も可能な限りモデルを続け

だいて励みになりました。

取った際も、あたたかい言葉をいた

ジャパン京都」で準グランプリを

してくれています。
「ミス・アース

近大の先生もモデル活動を応援

が重要な仕事です。

ちらも相手とのコミュニケーション

かを察知することが大切なので、ど

者も、患者さんが何を求めているの

とも重なるところがあるかも。医

思っています。そこは、医者の仕事

意思を汲み取ることが大 事だと

イナーが洋服をどう見せたいのか、

モデルの仕事は、ブランドやデザ

的に芸能活動をスタートしました。

頃にスカウトされた事務所で本格

で、近大の医学部に入学し、高校の

らも本気でめざしたいという思い

モデルにも憧れていたんです。どち

した。それと同時に、雑誌の影響で

者という職業に強い興味がありま

小

医学部
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ムヤ カ バング フランシス
平野 麗

］
バ スケとバ レ ー の 二 刀 流 双 方 を 優 勝 に 導くコン ゴ 民 主 共 和 国 か ら の 留 学 生

［
］
W o r l d B e a u t y Q u e e n 2 0 2 0 日 本 代 表 医 者と モ デ ル を め ざ す 華 麗 な 医 学 部 生

［

NEO 03
NEO 04

通天閣・新世界
大阪を代表する観光名所

関西国際空港

世界への玄関口であり、水際対策の最前線

座右の銘：チャンスは一度きり
幼虫

嫌いな食べ物：奈良漬
趣味：釣り

きたイナゴの佃煮を食べた

校の授業で、先生が持って

好きな食べ物：スズメバチの
嫌いな食べ物：きゅうり

趣味：ゴルフ、観劇

の受け入れは、ただただ使

大病院でのコロナ重症患者

座右の銘：自然流

ですることが我々の使命です。

ているのではなく、その助けを全力

それだけなんです。人間の命を救っ

に健康になって帰ってもらうこと、

せん。医者のやりがいは、患者さん

現れても闘い続けなければなりま

としては覚悟が必要。どんな敵が

があります。それ故に、大学病院

さまざまな感染症が起こる可能性

今後、コロナウイルスだけでなく、

大切にしたいです。

いる意識が強い。そのプライドは

医者を続ける限り近大を背負って

私は近大医学部の一期生なので、

はスタッフ全員が同じだったんです。

のではなく、助けたいという気持ち

る人がいなかった。やらされている

それなのに、近大病院では離職す

まりこみで処置をしていました。

看ています。特に最初は病院に泊

看護師は 時間体制で患者さんを

一番大変なのは現場のスタッフ。

しています。

ない。その一心で重症患者の対応を

あるならなんとかしなければなら

の医療の砦として、救える可能性が

大変ではあるけれど、南大阪エリア

ですよね。しかし、助けたいんです。

イルスなので、みんなもちろん怖い

コロナウイルス感染症は未知のウ

命感に突き動かされたから。新型

近

好きな食べ物：焼肉、ステーキ

未来を良いものにしたいです。

ですね。昆虫食で環境や僕たちの

ら興味を持ってもらえたら嬉しい

レンドです。まずは「おいしい」か

生かしたコクのあるオリジナルブ

吟味して作った、コオロギの風味を

ろんなコーヒーとコオロギの相性を

ファンディングで実現しました。い

ロギを使ったコーヒーをクラウド

のを作りたくて、日本初となるコオ

したことがない人でも楽しめるも

物として広めたい。昆虫食を体験

はなく、食卓に並ぶ日常的な食べ

昆虫食を特別な食べ物としてで

て、今の活動に生かされています。

でいる場所を深く知ることができ

クが多いので、昆虫の生態系やすん

ました。農学部はフィールドワー

近大農学部の環境管理学科を選び

昆虫食が絶対に必要になると思い、

今後、世界的な食糧難になれば

れることが嬉しかったんですよね。

ちや家族が「おいしい」と言ってく

中できることもなかったので、友だ

料理を振る舞いました。当時、熱

虫を捕まえて、
友だちや家族に昆虫

だって。そこから家の近くの山で昆

た昆虫に、こんな可能性があるん

よ。今まで見た目で苦手意識があっ

ときにすごくおいしかったんです

高

農学部
近畿大学病院 病院長・教授
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環境管理学科 4年
24

清水 和輝
東田 有智

］
日 本 初 の コ オ ロ ギ コ ー ヒー を 開 発！ 昆 虫 食 で 革 命 を 起 こ す 昆 T u b e r

［
］
高 度 先 進 医 療 で 可 能 性 に 挑 む 最 前 線 で 新 型 コロ ナ ウ イル ス と 闘 う 病 院 長

［

NEO 05
NEO 06

近大マグロの履歴書
近大マグロの人生は波乱万丈。みんなを笑顔にするため、がんばって生きている！

年

月現在

ふりがな
氏

名

都道
府県
年

区市
町村

月

（満

男・女

才）

学歴・職歴

心情

体表に傷がつかないよう

財布やみそ汁にもなっちゃいます！
食べるだけでなく、皮を利用した財布をはじめ、近大マグロ中

骨エキス入りあおさのみそ汁や近大マグロせんべいなど、形
を変えてみなさんにお届け！

に気をつけながら、取り上
げます。鮮度を守るため、

START

水揚げから約2分以内で氷

に浸け、港に持ち帰ります。

近大マグロは近畿大学水産研究所の
奄美実験場で誕生！
05.

マグロは6月から8月にかけて産卵。生まれた卵は約1mmの
大きさで、和歌山の水槽にも収容されます。

08.

年

月

免許・資格

ついに出荷！
全国へ旅立つ

免許・資格

合掌！
ありがとう

月

バイオグラフィ
生まれてから、みんなの元へ届くまで

01.

育った近大マグロ
を取り上げます

年

近大マグロ

卵は１ミリくらい

年

出 身 地

04.

傷を
つけないように…

居 住 地

財布にみそ汁…
いろいろ！

07.

02.
和歌山の
近畿大学水産研究所へ

長所・短所、自覚している性格など

趣味

みんなのためにありがとうー！

ついに全国に向けて
出荷開始

近大マグロはいろんな役目を終えて、深い眠りにつきます。
みんなのためにいろいろとありがとう！

大学育ちの魚らしく、
「卒業証
書」をもらって出荷されます。

陸上水槽から
海へお引っ越し

GOAL
GOAL

特技

好きな異性のタイプ

10年後の自分像

世の中の人に言いたいことは

人生で一番苦労したことは

人生で一番うれしかったことは

人生経験から得たもの

KINDAI GRAFFITI
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お刺身が
本当においしい！

約1カ月後、
5〜6cmまで成
長すると海上で飼育しま
す。

03.

近畿大学名誉教授

熊井 英水

1935年、長野県生まれ。
真 の 魚 飼いをめざし、
1958年に近畿大学水産
研究所へ入所。研究所
の上司である原田輝雄と
ともに、養殖研究を進め
る。
1970年からクロマグ
ロ完全養殖に向けて研究
をスタート。
32年の時を
経てついにクロマグロ完
全養殖に成功した2002
年当時は、水産研究所の
所長を務めていた。

近大マグロな
どの養殖魚が
食べられる！
大阪と銀座、東京駅
にある養殖魚の専門
料理店「近畿大学水
産研究所」では、近
大マグロなど近大養
殖魚の新鮮なお刺身
が食べられます。

いけすの中で元気に泳ぎ成長！
大きないけすの中で、止まることなく泳ぎ続けます。
30kg以上
に成長すると、いよいよ出荷準備に入ります。

KINDAI GRAFFITI
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たくましく
泳いで元気に育つ！

座右の銘

06.

ロの
マグ
の
、クロ
年も
初
世界
は 32
に
養殖
した！
完全
かりま
がか
月
年

26

片山 遼哉／産業理工学部 建築・デザイン学科 3年

①ものを作る人
30

②地元に根づいた一級建築士

黒岩 夏穂／農学部 農業生産科学科 1年

①農業に関わる ②農業に関わる商品開発
33

根岸 萌音／生物理工学部 食品安全工学科 3年

36

宇野 彩夏／建築学部 建築学科 4年

24

佐々木 英美／国際学部 国際学科 1年

①舞台女優 ②起業家とミュージカル女優
29

①水族館の飼育員 ②食品関係の企業に就職する
28

蛯原 虎之介／経済学部 国際経済学科 1年

①YouTuber ②海外を旅する
32

35

安本 涼葉／文芸学部 文学科 1年

①英語の教師 ②町を良くする公務員
31

磯貝 すずな／工学部 化学生命工学科 3年

①研究者になる

福田 悠悟／農学部 水産学科 3年

②幸せな人生を送る

23

中井 結香／国際学部 国際学科 3年

①テーマパークのキャスト ②海外で美容の仕事をする
27

奥 太志／農学部 環境管理学科 3年

①環境大臣 ②海外で働く

04

①プロサッカー選手 ②幸せな家庭を築きたい！
08

34

!?

40

寺地 梛／短期大学部 商経科 1年

①マグロの養殖 ②地元で就職する
44

油納 美和／薬学部 医療薬学科 4年

①薬剤師 ②頼れる薬剤師

39

38

①人を笑顔にする公務員 ②結婚すること
43

稲見 幸亮／経営学部 経営学科 2年

①富士山登頂
42

迫井 宙翔／総合社会学部 総合社会学科 1年

①観光イベントの企画 ②観光イベントの実現

②スカイダイビングをする

上浦 朝妃／経済学部 経済学科 2年

①アメリカへ行く！ ②かっこいい大人になる！
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06

落合 祐之／医学部 医学科 5年

①文房具などの商品開発 ②生涯笑顔で過ごす！
10

中野 花音／理工学部 生命科学科 1年

安達 栞／農学部 水産学科 1年

①一人暮らし ②第一希望の研究室に入る
41

村上 諒真／文芸学部 文化・歴史学科 2年

①一流の料理人 ②キャンパーになる

津島 準乃佑／経済学部 経済学科 3年

①芸能人 ②人の心を動かし影響を与えられる人
13

前田 将貴／経営学部 商学科 1年

①英語の教師 ②経営者
37

山田 紗奈衣／経営学部 商学科 3年

坂 綾乃／生物理工学部 生物工学科 3年

01

桑 夢実／医学部 医学科 5年

①家族にも寄り添える医師 ②最高の医療を届ける
05

加藤 嘉透／通信教育部 法学部法律学科 4年

①卒業 ②法律の授業を教えられるようになる
09

徳森 心／総合社会学部 総合社会学科 1年

①遊んで暮らす ②安定した収入を得る
12

鎗尾 瑠偉／経済学部 国際経済学科 1年

!?

①町を良くする公務員 ②英語の教師

熊倉 ありさ／法学部 法律学科 4年

①住宅系の建築士 ②大きいビルを建てる建築士

①化粧品の開発者 ②家族を大切に平和に生きる
14

池内 聡一郎／工学部 建築学科 4年

「①高校 生の頃の夢」
「②現在の夢」

“今”
を比べてみました

①植物の研究 ②良い農薬を作り自然を豊かにしたい

①一人暮らしをする ②お金を稼いで親孝行をする

11

林 紗陽子／文芸学部 文学科 1年

02

網野 日南／産業理工学部 建築・デザイン学科 1年

①夢の大学生活を楽しむ ②ストレートで卒業

櫻井 隆太朗／国際学部 国際学科 3年

①小説家 ②アパレル関係で起業

立岡 晃太郎／理工学部 応用化学科 1年

03

07

田中 瞳／経営学部 商学科 3年

①留学する ②頼られる人になる

近 大生の
“受 験 時の写真”
と

①住宅の建築士 ②自分の家を建てる

杉林 悠真／生物理工学部 食品安全工学科 3年

変化アリ
ナシ

①食品メーカーで働く ②カフェを開く

25

18

山口 亜衣／総合社会学部 総合社会学科 1年

①アイドルに会う ②いっぱい寝る
22

吉岡 利恵／医学部 医学科 5年

①皮膚科医

②化粧品を作りたい

17

①イギリスに住む ②農家になる！
16

北村 優夏／薬学部 医療薬学科 4年

①世界一周 ②動物園の園長
21

三重野 開／工学部 機械工学科 3年

①エンジニア ②エンジニア
20

岩嵜 蒼志／総合社会学部 総合社会学科 1年

①ビッグになる ②平和に暮らす

田中 優斗／国際学部 国際学科 1年

①英語の教師 ②IT系の会社を起業する
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①お金持ちになる ②大きい家に住みたい
15

松井 優奈／建築学部 建築学科 4年

①おしゃれな建築士 ②エンジニア
19

松田 太一／法学部 法律学科 4年

①大きな船を買う ②マカオに行く

親子で近大生 !

近大 OB の父と

現役近大生の息子が登場 !

子
親

高本 史章（48）
当時：商経学部 経営学科※ 4年

高本 大聖（21）

子

経営学部 キャリア・マネジメント学科 3年

※現：経営学部 経営学科

FATHER'S BIOGRAPHY

SON'S BIOGRAPHY

0才

0才

3兄弟の長男として誕生

3兄弟の長男として誕生

スポーツをやるようなイメージ

大成してほしいという願いを

とは程遠く、幼い頃は体も弱
くて病気がちでした。食も細

込めて、名前は大聖に。寝返
りやあんよも早く、スポーツ万

かったです。

能な予感はあったようです。

5才

9才
乗り気ではなかった空手

8才

初めはやりたくなかったので
すが、結局は中学校まで続け

ました。

野球と柔道に打ち込む
この頃、将来の夢はプロ野球
選手でした。父が柔道家だっ

11才

たこともあり、その影響で柔
道もはじめました。

アメフトを初体験
父の所属チームでアメリカン
フットボールを初体験。興味
を持ったのはこれがきっかけ
だったかも…。

14才

ソフトボール大会で優勝
子供会のソフトボール大会で
優勝しました。ポジションは
ピッチャーでした。

部活中心の生活で、
喜怒哀楽のある激しい毎日!

FATHER

中学校ではサッカー部へ

17才

1996

アメフトに出合った
高校に入り、アメリカンフット
ボールと出合いました。走力
を買われてランニングバック
として活躍。

FATHER'S DATA
・当時の悩みごとは?

・親から遺伝したと思うところは?

「ケガが多いこと」

「正義感が強い」

・当時一番楽しかったことは?

・当時の天敵は?

・当時の趣味は?

「クラブがオフの日の小旅行」

「京都大学のディフェンス」

「NFL・NBAのTV視聴」

・当時一番苦労したことは?

・当時好きだった有名人は?

関西1部リーグ優勝をめざして
日々練習中!

17才

年

当時22歳／1974年1月10日／B型
当時の居住地：奈良県宇陀郡
当時の身長：173cm

中学校ではサッカー部に所属
しました。サッカーを通して、
チームスポーツが好きになり
ました。

父に刺激を受けて

SON

2022

年

SON'S DATA

高校生になりアメリカンフット
ボール部に所属。父の現役
時代の動画に刺激を受けまし
た。

21歳／2001年3月21日生まれ／A型
現在の居住地：大阪府八尾市
現在の身長：167cm

・悩みごとは？

・親から遺伝したと思うところは？

「やりたい仕事が見つからない」

「顔と体つき」

・趣味は？

「友だちと遊んでいるとき」

・当時の世の中に対しての不満は?

「スニーカー収集」

・一番苦労していることは?

・世の中に対しての不満は？

「通学。片道1時間40分程…」

「Jリーグが異常にもてはやされていたこと」

・好きな有名人は？

「就職活動」

「匿名によるネット上の誹謗中傷」

「バリー・サンダース」

・当時の夢は?

・近大で一番好きだった景色は?

・当時好きだった曲は?

「甲子園ボウル出場」

「クラブセンターの屋上から見たグラウンド」

「B’zの『ALONE』」

・当時の好きなタイプは？

・近大生になってよかったと思った瞬間は？

・当時の座右の銘

「応援好きな人」

「学生日本代表に選ばれたこと」

「探究心を持ち続ける」

21才

19才

大学で学生日本代表メンバーに

練習に励む日々

4年生のとき、学生日本代表
に選ばれました。アメリカの
IVYリーグ選抜と西宮スタジ
アムで試合をしました。

大学でもアメリカンフットボー
ル部に入部。関西リーグ優勝
めざして奮闘中です。

・何をしているときが一番楽しいですか？ ・天敵は？
「勉強」

「R-指定」

・夢は？

・近大で一番好きな景色は？

・好きな曲は？

「世界一周をしたい」

「たくさんの自転車が並んでいる駐輪場」

「BEGIN with アホナスターズの『笑顔の ・好きなタイプは？
まんま』」

「純粋な人」

・近大生になってよかったと思う瞬間は？
「ド派手な入学式に参加できたとき」

・当時、誰にも負けないと思えたことは？ ・あなたにとって近大とは？

・座右の銘

・誰にも負けないと思えるところは？

・あなたにとって近大とは？

「探究心」

「生きてるだけで丸儲け」

「人とすぐに打ち解けられるところ」

「ホームグラウンド」

「希望を叶えてくれた場所」
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国際学部の前は
外国のような雰囲気！
山本 優海 国際学部
国際学科 1年
趣味：旅行

2
東大阪の名物
「西門」

KINDAI
CAMPUS
研究レポ

レンガ造りの大きな門。通る

学生が楽しめる
スポットがたくさん！
山本 祐大 経営学部
経営学科 1年
趣味：ダーツ

アーティストも訪れる
「11月ホール」

｜

H I G A S H I O S A K A

C A M P U S ｜

人が訪れることも！ 広々
としたホール。

HIGASHIOSAKA CAMPUS

11

東大阪キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

洗練された空間
「18号館1Fスペース」

東 大 阪 キ ャン パ ス

の
＋短期
10学部 う最大規模
集
学生が ンパス！
キャ

10

学祭やイベントの際に有名

たびに大学に行くワクワク感
が湧いてきます。

3

…
ス は
ン パ
ャ
阪 キ
の
東 大
大学部

みんなの憩いの場所
「洗心の庭」

ガラス張りでおしゃれ。太陽

ランチしたり、休憩したり。

光がたくさん降り注ぐので勉
強も捗ります！

芝もフカフカで寝転がって
も気持ちがいい。

記念会館
クラブセンター

4

12

グラウンド

交流できる
「国際学部前の広場」

新たな価値を創り出す！
「THE GARAGE」

G館
E館

友人とおしゃべりしたり、待
ち合わせをしたり。くつろ

C館

D館

ぎスポットです。

KUDOS
A館
B館
14

7

'
BLOSSOM CAFE

2021年にOPEN。
3Dプリン
ターなどが設置され、自由に
モノづくりができる！

11月ホール

昼食の選択肢が
多くて困る！（笑）
𠮷ノ元  愛美 文芸学部
芸術学科 1年
趣味：かぎ針編み

5

33号館

9

39号館

11

6 7号館
5

1
西門

13

15

8

21号館
英語村E3
[e-cube]

南グラウンド

38号館

10

19号館

6号館 原子力研究所

18号館

4

2

12

22号館

1 人気スポット

「アカデミックシアター」

13

松岡 薫子 総合社会学部 総合社会学科 3年／趣味：音楽を聴くこと

食べたいメニューをカスタ
マイズできる！ ダイエッ
トに最適です！

6

8

14

インスタ映え！
「ALL DAY COFFEE」

アカデミックシアター内
「女子専用自習室」

『KINDAI Ramen Venture
近大をすすらんか。
』

“サードウェーブコーヒー”と
して注目のお店。おいしい
コーヒーを学内で楽しめる！

24時間利用可能。清潔感があ
る部屋で集中できる。コンセ
ント完備でPC作業にも便利。

現役の近大生が営業する
ラーメン店。たくさんの野
菜とホルモンが絶品！

7

9

15

定期的にやってくる
「ミスタードーナツ」

リラックス空間
「レディースルーム」

日替わり
「フードトラック」

小腹が空いたときに食べら
れるのが魅力。糖分を摂っ
ていざ、講義へ！

女子だけでリラックスして
おしゃべり。ゆったりと休
憩できます。

いろいろな料理を楽しめる。
教室の移動中に気軽に買え
て便利。

KINDAI
CAMPUS
SPOT

東大阪キャンパス
HIGASHIOSAKA CAMPUS

情報学部、法学部、経済学部、経営学部、理工学部、建築学部、
薬学部、文芸学部、総合社会学部、国際学部、短期大学部

東大阪キャンパスへのアクセスは巻末の別冊をチェック！
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東 大 阪 キ ャン パス 代 表

総合社会学科 2年
趣味：ボードゲーム、マンガ

チア ガール

ガラス張りで開放感バツグン！ 企業とコラボして新商品の
開発ができるなど、まさに実学の拠点です。

心と身体をサポート
「DNS POWER CAFE」

藤田 志保 総合社会学部

大画面で海外ニュースが流
れている。外国に住んでい
る気分が味わえます。

鍵矢 竜次 経営学部
経営学科 3年
趣味：カメラ

3

女子にもやさしい近大なら
ではの施設がうれしい♡

近大イチおしゃれ！
「CNN Café」

近大グルメ、
いっぱいあります！

勉強するならここ！

奈良キャンパスならではの
スポット！

KINDAI
CAMPUS

泉 瞳弥 農学部

水産学科 1年
趣味：ソフトテニス

2

川並 清華 農学部

農業生産科学科 3年
趣味：バスケットボール

10

学生が自分たちの手で米を

効率よく作業ができるので
助かっています。

育てています。大変だけど、
やりがいがある！

NARA CAMPUS

3

N

A

R

A

C

A

11

奈 良キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

入室はお静かに…
「自習スペース」

｜

奈 良 キ ャン パス 代 表

収穫が楽しみ！
「田んぼ」

パソコンの処理速度が速く、

奈 良 キ ャンパ ス

自然が せる
と
菜
ご
新鮮野 のびと過
のび
パス！
キャン

農 ガール

研究レポ

自由に使えて便利！
「情報処理実習室」

…
ス は
ン パ
ャ
いで
キ
奈 良
いっぱ

大きなログハウス!
食堂「Agrie」

区切られたスペースがある

近大の学食の中でも特にお

ので勉強に集中できます。
パソコンも利用可能。

いしいと人気の高い食堂。

9
8

4
時間を忘れられる
「図書館」
探している本を検索できる
パソコンがあって便利。参
考書も豊富です！

12
2

第1共同研究棟

11 5

4

7

食堂棟
（櫻月館）

新鮮野菜が並ぶ
「野菜販売」

3

研究棟

第2共同研究棟

12

新教室棟

を経験できるのは嬉しい！

14

203ホール

1年生が育てた野菜を売って
います。生産から販売まで

1

6

教室棟
バス停

奈良キャンパスの
おすすめメニューは？

13

15

グラウンド

体育館

ものづくり村

日野 風香 農学部

10

環境管理学科 4年
趣味：映画鑑賞

スポーツをするなら…
和田 美咲 農学部

テニスコート

食品栄養学科 4年
趣味：料理

田んぼ

5

生き物と
触れ合える場所！

13

ボリューム満点
「近大からあげ」

山口 慎之輔 農学部

眺めも最高！
「グラウンド」

農業生産科学科 1年
趣味：筋トレ

ジューシーでおいしく、量も
充分。友だちとシェアして
います。

広くて大人数でスポーツを
楽しめる。山の空気が爽や
かで気持ちがいい。

6

8

14

カフェテリア
「茶寮」

大学内に?!
「里山ミニ水族館」

学生が集まる場所
「中庭」

野菜たっぷりのランチボッ
クスが人気です。

里山の保護活動をするグルー
プが採ってきた生き物を、大
切に育てています。

日当たりが良くて、学生が講
義の合間に交差する場所。
いつもにぎやか！

7

9

15

季節ごとに変わる！
「デザート」

何かが潜む…
「調整池」

広くてきれい！
「体育館」

季節で変わるメニューが楽
しみ。放課後に友人とパフェ
を食べます。

大学裏の貯水池は、カエル
がたくさんいるらしい…。
春は桜がきれい！

まだ新しい体育館。のびの
びと運動できて、気持ちがい
いです。

1 学生が集う場所
「つながる館」

KINDAI
CAMPUS
SPOT

おしゃれなカフェや教室などさまざまな設備が整っていて、普段会
わない人とも繋がることができて嬉しい！

今井 美咲 農学部 農業生産科学科 4年／趣味：ゲーム

奈良キャンパス
NARA CAMPUS

農学部

奈良キャンパスへのアクセスは巻末の別冊をチェック！
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M

P

U

S

｜

勉強はここで！

空きコマの時間は
仲間と自習！

KINDAI
CAMPUS

大西 彩久郁 医学部

医学科 5年
趣味：ゴルフ

2

山田 寛人 医学部
医学科 5年
趣味：ランニング

10

研究レポ

文献の数が膨大！
「図書館」

院 が 併 雰 囲気 が
病
合
総
場の
医療現 わかる！
よく

関係者以外は×
「研究室」

参考書や医学書が豊富に見

脳波を測ったり薬理実験を

られる環境です。ネットが
使えるのも便利！

したりと、さまざまな実験や
研究が行われています。

OSAKASAYAMA CAMPUS

3

｜ O S A K A S A Y A M A

C A M P U S ｜

11

大阪 狭山キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

静かに勉強…
「自習ブース」

大 阪 狭山キャンパス

…
ス は
ン パ
ャ
キ
狭 山
ていて
大 阪
設され

いつでも使える！
「IT教室」

個人席があり、個人でも複数

100台以上のパソコンがあり、

人でも集中して勉強するこ
とができます。

授業だけでなく空きコマの
自習にも最適。

4
医学部ならではの
「群星ハウス」
夜遅くまで使える自習室。医
学部生は勉強量が多くみん

な使っています！

5

円形棟

高度先端
総合医療センター

盛んに意見交換
「テュートリアル室」

1

予約制スペース。学生同士
で症例を検討したり、テスト

病院棟

9

10

新研究棟

2
11

8

6

救急災害棟

15

医学部生は
ここに集まる！

進学棟

道場

和氣 連三 医学部

大間知 歩 医学部
医学科 5年
趣味：音楽鑑賞

医学科 1年
趣味：マンガ

5

医学部生には
気分転換も必要！

13

食事はここで
「Kindaining」

松原 真太郎 医学部

天気のいい日は
「中庭」

医学科 5年
趣味：ゴルフ

院内の医師や看護師も利用
する食堂。ラーメンがおい
しい！

ご飯を食べたり、昼寝をした
りリラックスできます！

6

8

14

高学年になると使える
「ラウンジ」

何にでも使える◎
「1Fロビー」

困ったことがあれば
「学務課」

実習がある学生だけが使え
る憧れのプライベート空間。

勉強したり、ごはんを食べた
り、友だちとおしゃべりした
りする場所。

スタッフが丁寧に対応して
くれるので助かります。

7

9

15

院内レストラン
「アプリコット」

見晴らしのいい
「駐車場」

一番大きな講義室!
「第9講義室」

少し豪華なメニューが並ぶ
レストラン。患者さんも利
用しています。

学園祭のときは部活の出し
物などを出すスペースに。
夜は夜景もきれい！

主要な科目の授業はここで。
階段教室なのが大学っぽ
い！

1 歴史ある趣がおしゃれ
「赤レンガ通り」

KINDAI
CAMPUS
SPOT

病院とキャンパスのシンボルの道。おしゃれな洋館のようで風情
があり、来院される方々と学生を癒やしてくれます。

小西 ひとみ 医学部 医学科 4年／趣味：ピアノを弾くこと

大阪狭山キャンパス
OSAKASAYAMA CAMPUS

医学部
※医学部・近畿大学病院は2025年11月に大阪府堺市に移転予定です。

大阪狭山キャンパスへのアクセスは巻末の別冊をチェック！
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大 阪 狭 山 キ ャン パス 代 表

4

14

12

医 ガール

13
群星ハウス

対策をしたりします。

7

研究棟

3

日々の休憩にピッタリ

12

シミュレーションセンター
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集中して
勉強するなら…

勉強の疲れは
ここで解消！

KINDAI
CAMPUS

中川 侑大 生物理工学部
遺伝子工学科 1年
趣味：カラオケ

2

末永 遼 生物理工学部

遺伝子工学科 2年
趣味：音楽を聴くこと

10

研究レポ

図書館で！
「グループワークスペース」

和

歌

山

キ

ャ
ン
パ
見晴 丘の上
ス
は
にあ
らし
…
るの
が良
で
く、
清々
空
しい
とこ が広く
て
ろ！

和 歌 山 キャンパス
｜ W A K A Y A M A

バドミントンが人気！
「中庭」

全員で輪になって議論でき

C A M P U S ｜

イベントや昼食など使い方

るので、討論や意見交換がし
やすいです！

が自由で、眺めていると楽し
いです。

WAKAYAMA CAMPUS

3

11

和歌山キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

英語を武器に
「BOSTランゲージスペース」

大学生を実感…
「中庭から見た校舎」

英語でコミュニケーション。

自然に囲まれた校舎は、大学

実践的な英語力が身につき
ます！

らしい大人な雰囲気。

5
先進医工学センター

4
知識を深められる
「図書室」

高圧力蛋白質
研究センター

12

3
10号館

12

1

6

専門書が多く、分からない単
語や分野をすぐに調べるこ

ここでしか見られない！
「10号館+裏の景色」

10

晴れている日は、下宿先まで
見通せるほどの開放感で、気

西1号館

アリーナ

とができます。

持ちがいい！

駐車場

バス
ロータリー

2

3号館

2号館

カフェテリア

11

4

8

キャンパスにいるのは
学生だけではなかった?!

7
9

グラウンド
東1号館

デイリー
ヤマザキ

15

自由に使える
リラックス空間！

14

ランチはここで！

緑×空の色が美しい
「里山」

13
緑豊かな
「グラウンド」

田中 翔大 生物理工学部
遺伝子工学科 1年
趣味：映画鑑賞

自然豊かでバーベキューや
アウトドアも楽しめます。開
放感抜群のスポットです。

森に囲まれたグラウンドは
部活動で利用します。みん
なで遊ぶのにも最適！

6

8

14

見たらいいことある！
「野ウサギ」

ボリュームが嬉しい！
「カフェテリア」

シャワールームも完備！
「学生コミュニティホール」

かなり珍しい野ウサギ。私
は見たことはないけど、見た
ら絶対自慢する！

日替わり定食が毎日変わる
から飽きない。味噌カツ定
食がオススメです。

広々とした空間で、体育の授
業だけでなく、サークルでも
使えます！

7

9

15

学内の至るところに
「鳥の巣箱」

授業の合間にも
「デイリーヤマザキ」

学生が集う！
「コミュニティルーム」

授業中にも鳴き声が聞こえ
てきて、自然を感じてリラッ
クスできます。

白衣や授業で使うものも買
えるので助かります。

テスト勉強や、自習のときに
使える快適な場所。疲れた
ら息抜きもできる。

和 歌 山 キ ャン パス 代 表

刀根 颯太郎 生物理工学部
生物工学科 3年
趣味：映画鑑賞

学生
コミュニティホール

理 系 ガール

渡邉 千尋 生物理工学部
生物工学科 3年
趣味：格闘技観戦

5

13

1 赤いレンガが素敵
「1号館」

KINDAI
CAMPUS
SPOT

モダンでおしゃれな建物の中には研究室がたくさん。芝生がきれい
で豊かな自然を感じます。春には満開の桜を眺めながらランチ！

浦郷 愛望 生物理工学部 生物工学科 4年／趣味：バレエ

和歌山キャンパス
WAKAYAMA CAMPUS

生物理工学部

和歌山キャンパスへのアクセスは巻末の別冊をチェック！
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勉強に適した場所が
多くて便利！

ランチは友だちと
集まって♪

KINDAI
CAMPUS

川本 乃永 工学部
建築学科 2年
趣味：古着屋巡り

2

中川 晃一 工学部
建築学科 2年
趣味：野球

10

研究レポ

メディアセンター内に！
「メディアラウンジPCスペース」

日替わりメニューが充実。

いつでも利用できて助かっ
ています。

キャッシュレス決済やモバ
イルオーダーに対応。

HIROSHIMA CAMPUS

3

｜ H I R O S H I M A

C A M P U S ｜

11

広島キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

理系男子が集まる…
「D館実験室」

したキ
、
広々と 然豊かで
自
しい！
い
お
も
空気

インダストリアルな雰囲気
「The BASE
（B館食堂）」

レポートや課題のときなど、

広 島 キ ャンパ ス

は …
パ ス
ン
キ ャ
ス。
広 島
ャンパ

抹茶ラテがおすすめ
「杜cafe+ku」

電子情報工学科の実験室。

学内のカフェがリニューア

半導体など専門的なものを
扱っています。

ル。テラス席もあり、おしゃ
れな雰囲気が人気。

クラブセンター

多目的広場

4
風通しがいい！
「渡り廊下」
食堂と教室をつなぐこの廊
下は、眺めが良くていつも癒

やされています。

3
F館

2

E館

5

12
多目的ホール
B館

6

キャンパス内のコンビニに
は、安くて学生にやさしい商

15
クラブセンター

7

1
13

C館

8
グラウンド

4

体育館
A館 本部棟

9

みんなが集まる場所は
ここ！

テニスコート

バス停

三輪 一貴 工学部

化学生命工学科 4年
趣味：YouTube鑑賞

情報学科 1年
趣味：サーフィン

5

スポーツできる場所が
いっぱいある！

13

仲間と一緒に
「グループ研究室」

中西 優希 工学部

みんなの憩いの場
「メディアセンター前広場」

情報学科 3年
趣味：スポーツ

課題のときなど、みんなで参
考文献を持ち寄って勉強す
ると効率UP ！

お昼時になると、友だちと集
まってごはんを食べたり
しゃべったりします。

6

8

14

Wi-Fi使い放題！
「オープン実習室」

良い汗を流せる！
「グラウンド」

毎日の通り道
「メイン通り」

夏はとても涼しく、ネット環
境も整っています。自習に
最適です。

軟式野球部の練習で利用し
ています。広くてのびのび
と練習ができます。

春には桜のアーチができて
きれい！ ここを通って授
業に向かいます。

7

9

15

自分に合う本が見つかる
「図書館」

休日も使える！
「テニスコート」

オシャレな自習室
「TERACO LAB.」

本の検索も簡単で、研究に
必要な本がすぐに揃えられ
るので助かります。

休日でも借りることができ
るので、仲間と一緒に遊ぶこ
とができます。

自習に利用できるおしゃれ
な施設！ Wi-Fi完備、タブ
レットPCもレンタル可能！

1 スタイリッシュな建物
「メディアセンター」

KINDAI
CAMPUS
SPOT

図書館で本を探したいときや、レポートを書くときに利用する場
所。課題の参考にしたい資料も豊富なのでとても便利です！

野田 雅 工学部 機械工学科 3年／趣味：ドラマ鑑賞

広島キャンパス
HIROSHIMA CAMPUS

工学部

広島キャンパスへのアクセスは巻末の別冊をチェック!
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広 島 キ ャン パス 代 表

10 14

平川 千夏 工学部

品がたくさん！

工 学 ガール

11

オリジナル商品も！
「Yショップ」

D館

Yショップ

グループ学習には
ここがおすすめ！

12

G館
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勉強するのにおすすめ
スペース！
加納 寛康 産業理工学部
生物環境化学科 3年
趣味：音楽を聴くこと

2
作業するならここ！
「オープンターミナル室」

勉強の息抜きスポットは
ここ！

KINDAI
CAMPUS

樋口 航都 産業理工学部
経営ビジネス学科 4年
趣味：読書

福 岡 キ ャンパ ス

10

研究レポ

｜ F U K U O K A

広々した運動場
「グラウンド」

学生なら誰でも利用できる

野球とサッカーが両方でき

場所。広々としていて静か
なので作業効率UP ！

るほど広大。授業で利用し
ています。

FUKUOKA CAMPUS

3

便利なスポット
「アクティブラーニング室」

インターンや進路のアドバ

自由に利用でき、用途や人数

イスをもらえます。学生の
心強い味方です。

に合わせて最適な空間を自
由に演出。

15 14
デイリー
ヤマザキ

学生食堂

4
幅広い知識が得られる
「図書館」
教授オススメの図書コー
ナーがあり、自分の興味と知

13 5
1
3 12 3号館

11
体育館

1号館

ロボット工作工房

8

4

4号館・図書館

7

9

識の幅が広がります。

2

は …
パ ス
ン
キ ャ
的で ん！
福 岡
印象
さ

11

福岡キャンパスのみんなが
オススメのスポットを紹介します！

なんでも相談できる
「キャリア支援室」

C A M P U S ｜

癒

道が
たく
並木 ットも
スポ
やし

12
くつろぎスペース
「Kindai Platz」
風通しも良く、自動販売機な
どもあり、おしゃべりや休憩
におすすめです。

2号館
5号館

6
10

建築構造実験棟

グラウンド

ここで毎日
お腹いっぱいに！

近大にしかない設備も！

甲斐 崇人 産業理工学部

建築・デザイン学科 3年
趣味：小説を読むこと

建築・デザイン学科 1年
趣味：バドミントン

キャンパス内
癒やしのスペース

機材が豊富！
「工作工房」

13
毎日のお楽しみ
「お弁当屋さん」

梅野 美和 産業理工学部

生物環境化学科 3年
趣味：音楽を聴くこと

実習で利用します。作りた
いものはなんでも作れる魅
力的な場所。

種類が豊富でおいしいお弁
当が買えます。唐揚げ弁当
がオススメです！

6

8

14

強度を分析
「建築構造実験室」

緑に癒やされる
「広場」

学内で買える
「焼きたてパン」

建築部材の耐久性や耐震性
を大規模な実験装置で調べ
て研究しています。

友だちとおしゃべりしなが
らランチ。きれいなフジの
花が咲きます。

デイリーヤマザキで売って
いるパンは、学内で作ってい
るので焼きたて！

7

9

15

建築家の卵たちが集う
「製図・造形室」

隠れスポット
「中庭」

福岡名物も！
「学食」

先輩方の模型がたくさん置
いてあり勉強にもなるし、や
る気も出ます！

人が少なく、いつも静かな穴
場スポット。水槽にいる金
魚に癒やされます。

量もあって、安くておいしい
学食。福岡名物豚骨ラーメ
ンもあります。

1 季節ごとに楽しめる
「メインストリート」

KINDAI
CAMPUS
SPOT

毎日学生が賑やかに通るこの道では、春には桜、秋には紅葉など四
季を楽しむことができます。並木道が印象的な癒やしスポットです。

岡本 春菜 産業理工学部 建築・デザイン学科 2年／趣味：フィルムカメラ

福岡キャンパス
FUKUOKA CAMPUS

産業理工学部

福岡キャンパスへのアクセスは巻末の別冊を
チェック！
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福 岡 キ ャン パス 代 表

テニスコート

山根 千晴 産業理工学部

5

建 築 ガール

クラブハウス
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近大の学食

近大の学食

近 大 人 の 胃 袋 を 満 たしてくれ る 場 所 が あ る

近 大 人 の 胃 袋 を 満 たしてくれ る 場 所 が あ る

Cafeteria November

11 月ホール B1F
10:00〜20:00（平日）／11:30〜14:00
（土)

11月ホール地下1階の学食。ライスのサイズや、好きなおかずが選べます。近大唐揚げが人気メニュー！

温泉玉子 ￥44

CNN Café

11:00〜17:00
（平日)／11:00〜16:00
（土）

アメリカのニュース専門放送局「CNN」がプロデュースするカフェ。日本の大学では初出店。

チーズドッグ（4個）￥250

フリッツ ￥250

豚汁 ￥110

ライス（M）￥115

アカデミックシアター 4 号館 2F

メロンソーダ ￥150

近大唐揚げ ￥308

だし巻き ￥66

キムパ ￥250

鶏と野菜のトマト煮込み ￥264
ライス（M）￥115

北京ダック風サンド ￥300

スライスオクラ ￥66
ほうれん草胡麻和え ￥66

エッグタルト ￥250

黒ハンペンフライ ￥110
右：佐々木 雅人／経営学部 会計学科 3年

左：黒田 慶一郎／経営学部 会計学科 3年

BLOSSOM CAFÉ

KINDAI Ramen Venture

すき家

11:00〜15:00（平日）

10:00〜20:00
（平日）／
10:00〜17:00
（土）

近大をすすらんか。

現役近大生が運営するラーメン店「近大をすすらんか。
」や「すき家」があり、いつも賑わっています。

チキン（5個）￥250
近大ソーダ ￥250

右：増田 京夏／経営学部 経営学科 2年

左：山根 玲奈／経営学部 商学科 2年

DNS POWER CAFE／THE CHARGING PIT&DINER

事前予約やキャッシュレス決済ができるアプリで、
並ばずに食事を楽しめます。プロテイン入りラーメンや近大発食材を使ったメニューも！

7 号館 1F
11:00～18:00
（平日）／11:00～16:00
（土）

MRSストロベリー（S）￥350

焼きあごの薬膳ラーメン ￥650
初代近大ラーメン ￥850

サラダ（ごまドレッシング）￥160

Kindai Dog ￥300

近の鶏卵ふわとろオムライス ￥500

牛丼（並）￥400

たこ焼き ￥500

とん汁 ￥190

ミニホルモン丼 ￥200
たまご ￥60

MRSモロヘイヤ（M）￥450

おしんこ ￥90
右：成重 楓真／経済学部 総合経済政策学科 1年

左：奈良 夏葵／経済学部 総合経済政策学科 1年
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右：澤田 菜々子／薬学部 医療薬学科 4年

左：泉 佳歩／薬学部 医療薬学科 4年
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近大の学食
番外編

近大の学食
番外編

近 大 通り

近 大 通り

WOOD VILLAGE

大阪府東大阪市小若江2-2-1
昼：11:30〜15:00／
夜：18:00〜24:00
（月〜土）

西門近くにあるカジュアルな雰囲気のダイニングバー。オムライスとロコモコの種類が豊富で、量も学生サイズ！

ツナコーンサラダ ￥480

ROCKER'S DINER

大阪府東大阪市小若江4-13-12
11:30～深夜（月～金）／
18:00〜深夜（土・日）

近畿大学のすぐ近くにある、アメリカンな外観のハンバーガー店。異国感のある空間と看板猫がお出迎え！

アボカドサラダ ￥580

ジンジャーエール ￥300

コーラフロート ￥480

ピザ 自家製トマトソース＆チーズ ￥980

トマトソースオムライス ￥700

ロッカーズバーガー ￥880

タコライス ￥600

クランベリージュース ￥380

オレンジジュース ￥300

オニオンリング ￥480

チキン&チップス ￥800
右：清水 大良／理工学部 情報学科※ 3年

左：西井 花織／文芸学部 芸術学科 3年

右：青木 慶士朗／理工学部 機械工学科 4年

左：藤本 海登／理工学部 機械工学科 4年

※現：情報学部 情報学科

大阪府東大阪市小若江4-12-24

てらまえ

昼：11:00〜15:00／夜：17:00〜22:00

近大通りにあるお好み焼き屋。名物「道とん堀」はここでしか食べられません！近大生に愛される大阪の味！

ネギ塩焼そば ￥930

大阪府東大阪市小若江２-２-7

味店 焼マン
西門近くにあり、毎日近大生で大賑わい！ 安くてボリュームがあり、腹ペコ近大生の強い味方！

うま煮棒（2本）￥200

カルピス ￥220

鳥塩レモン丼 ￥420

MATCH ￥100

月見カルビ丼 ￥470

オレンジジュース ￥220
とん平明太 ￥550
左：倉本 健次郎／国際学部 国際学科 3年

10:30～21:30
（月〜土）

道とん堀 ￥1,020
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MATCH ￥100
右：奥田 佑太／国際学部 国際学科 3年

YAKIMAN サラダ ￥140
右：銅木 航／国際学部 国際学科 4年

左：後藤 詩織／国際学部 国際学科 4年
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増田 穂乃香 経営学部 商学科 1年

中野 瑛 建築学部 建築学科 3年
春名 美音 国際学部 国際学科 3年

CN

N C a f é で 名 物 K

a
ind

gを
i Do

バリス タ が コ ー
ヒー
専属
を

ほ お ばり中
！

黒 板 スペ ー ス に

ハンド
ドリップ 中！

楽し
くお
絵描

き 中！

片岡 廉 経営学部 会計学科 2年／杉村 明莉 経営学部 経
営学科 2年／長田 明莉 経営学部 経営学科 2年／村上 太
一 総合社会学部 総合社会学科 2年

E
TH

G A R A G E で 3 D プリンター

を使

ってみ
ん

な で モノづくりに 挑 戦

A p p l e社認定の教育トレ
ーニ
ングセ
ンター
le Authorized Training
p
p
A
C
「
ente
中
r for Ed
で勉強
ucation」

原田 咲貴 経営学部 商学科 3年
清水 梨彩 経営学部 商学科 3年

U H A 味 覚 糖 との

授業の合間に

マン

ガに

どハマ

木鋪 綸 理工学部 理学科 2年
北本 那雪 理工学部 理学科 2年

コラ
ボ

商品を

2 4 時 間自習 室

考 え中！

夜
で深

まで 勉

強 中！

り 中！

荒田 沙優梨 経営学部 商学科 2年

7 万冊の書 籍で

What are you doing in "ACADEMIC THEATER"?

心 を 揺り動 かす
知的好奇

近 大 の シン ボ ル

アカデミックシアターで
何してるんですか？
近畿大学の実学教育の拠点「アカデミックシアター」
。
24時間利用できる自習室、マンガも豊富
に取り揃えた図書スペース、話題のカフェなど、知的好奇心をくすぐるスポットがたくさんあり
ます。
2022年にはプログラミング力向上のために、アジア初のApple社認定の教育トレーニング

田中 菜々美 経営学部 商学科 3年

センターがOPEN！近大の「実学」を多角的に捉えた、東大阪キャンパスの話題のスポットです。
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中

着物／千總 この学部はどんな学部？
「自分たちを取り巻く社会のことがわかる」
瀧川さんのいいところは？
「誠実で、真面目。いつも助けてもらっています」

COUPLE

02

人に寄り添う医療を実践する

組 織 と 人の関 係 を 考 える

経営学部 キャリア・マネジメント学科 教授 西尾 久美子

経営学部 経営学科 3年 瀧川 裕也
シャツ／韓国で購入 この学部を選んだ理由は？
「社会のことを本質的に理解するため」
西尾先生のいいところは？
「やさしくて、面倒見がいいところ」

世 界 の さ ま ざ ま な 文 化 に 触 れ 、自 分 を 生 か す

| 近大を彩る先生と学生の素顔 |

COUPLE

01
右：医学部 医学科 5年 山下 正奈
靴／MIHAMA この学部を選んだ理由は？「人を救える職業に就きたかったから」
中澤先生のいいところは？「気さくでやさしいし、かっこいい！」

国際学部 国際学科 教授 スクワイヤーズ トッド
ネクタイ／アメリカで購入 この学部はどんな学部？
「学生も教員もみんな明るい」
北本さんのいいところは？
「すべてのことに真面目に取り組むところ」

COUPLE
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国際学部 国際学科 3年 北本 里緒
シャツ／SNIDEL この学部を選んだ理由は？
「全員留学に行くことができるし、活気がある学部だから」
スクワイヤーズ先生のいいところは？
「ユーモアのある授業をしてくださるところ」

左：医学部 医学科 内科学教室（循環器内科部門）主任教授 中澤 学
ネクタイ／GUCCI この学部はどんな学部？「良医が育つ」
山下さんのいいところは？「いつも明るくハキハキとしているところ」

近大で教鞭を執る先生と、現役の近大生が
一緒に並んでスナップ
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心 の 仕 組 み を 学 び 、人 の 心 に 共 感 す る

医 療 機 器 の ス ペシ ャ リ ス ト を 育 て る

生物理工学部 医用工学科 講師 徳嶺 朝子
シャツ／名古屋で購入 この学部はどんな学部？
「患者さんに寄り添い、最先端の技術を学び医療に還元」
西辻さんのいいところは？
「真面目で学生のまとめ役。人のことを考えて能動的に行動ができる」

COUPLE

06

生物理工学部 医用工学科 4年 西辻 拓馬
靴／無印良品 この学部を選んだ理由は？
「経験豊富な先生に教わることができる」

徳嶺先生のいいところは？
「親身に相談に乗ってくれて、わかるまで丁寧に教えてくれる」

総合社会学部 総合社会学科 教授 本岡 寛子
シャツ／神戸で購入 この学部はどんな学部？
「社会問題に真摯に向き合う学生が多いです」
菅原さんのいいところは？
「研究熱心でムードメーカー的存在なところ」

COUPLE

07

KINDAI GRAFFITI

81

04

総合社会学部 総合社会学科 4年 菅原 叶多
スーツ／MARKAWARE この学部を選んだ理由は？
「心理学の知識で人の役に立つため」

本岡先生のいいところは？
「やさしくてきれいで、面倒見がいい」

心 理 学 を 通 して 消 費 者 行 動 を 学 ぶ

都 市 と 使 う 人 に 寄 り 添 い 、想 う

建築学部 建築学科 准教授 関川 華
ワンピース／Marimekko この学部はどんな学部？
「多様な専門家の教員陣に教わることができる」
北中さんのいいところは？
「わからないことでも前向きに勉強して進んでいく姿勢」

COUPLE

建築学部 建築学科 4年 北中 淳紀
ジャケット／Levi’s この学部を選んだ理由は？
「建築に興味があり、就職率の高さに魅力を感じた」
関川先生のいいところは？
「行き詰まったときに背中を押してくれるところ」

産業理工学部 経営ビジネス学科 准教授 大沼 卓也
シャツ／TAKEO KIKUCHI この学部はどんな学部？「自分で考えて行動できる学生が多い」
髙田さんのいいところは？「アイディアが豊富で行動力がある」

COUPLE
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産業理工学部 経営ビジネス学科 4年 髙田 遥加
シャツ／ネットで購入 この学部を選んだ理由は？
「少人数制のゼミがあり、先生と学生の距離が近いから」
大沼先生のいいところは？
「学生目線で話を聞いてくれるし、楽しい授業をしてくれる」

商品開発！

「超軽量簡易ベッド」

医学部も

医学部

医学から芸術までを網羅する総合大学の力を結集し、全
教職員から新型コロナウイルスに関する研究や支援活動
の企画提案を募り、学園横断プロジェクトとして実施してい

1分以内で組み立て可能
災害時や医療現場で活躍！

ます。これまでに 126 件が採択され、約2億3千万円の研

衛生面に優れ、
女性1人でも1分以内で組み立て可能な
「超

究費をかけて取り組んでおり、すでに多くの成果が出てい

軽量簡易ベッド」を開発。樹脂発泡体と強化プラスチッ

ます。そのプロジェクトの一部をご紹介します。

クを素材として、高い耐荷重を実現しました。丸洗いも
可能なことから、災害時の被災者の生活の質向上や、医

新型コロナウルスに負けるな !

"

オ ー ル 近 大

"

新型コロナウイルス感染症
対策支援プロジェクト
理工学部＆文芸学部

療現場での衛生面の向上が期待できます。

「近大マスク」

表情が見えるマスク！

プラスチック製の飛沫防止マウスシールド

経営学部

「 AR 機能搭載
マスク」

新型コロナウイルス対策として社会に役立つ製品を創出するべく、地元企業と連携して全面が透明なプラスチック製の飛沫防止マウスシールド「近
大マスク」を開発。コロナ禍においてマスクの着用で唇の動きや表情が読めず、意思の疎通が困難になっている聴覚障がいがある子どもたちのた
めに大阪府教育庁に寄贈しました。その他にも、近畿大学通り商店街の店舗や大阪難波の飲食店、奈良県助産師会などにも寄贈。
2021年ミス・ジャ
パンのファイナリストたちも、トレーニングの際に着用してくれました。Amazonや楽天市場など、オンラインでも販売中です。

授業！

「着けなければならないマスク」を「思わず着けたく
なるマスク」
に転換することをめざし、AR機能を搭

附属湯浅農場

「近大せっけん」

報をもとにARコンテンツが表示され、エフェクトの

緊急事態宣言発出時には、多くの授業がオンラインで実施されたことにより、学生の授業への「参加感」

薬学総合研究所＆農学部

「静電
ブラインド」

地域貢献！

無償提供で

歌山県有田郡湯浅町・有田川町内の小・中学校に寄贈し

のよいせっけんです。

新しいオンライン授業のかたち

かかった写真や動画を撮影することができます。

近大産柑橘で香りづけした「近大せっけん」を開発し、和

培過程で間引いた果実から採った精油を使用した、香り

「 VR 空間での授業」

アプリで撮影すると、GPSによって認識した位置情

近大柑橘の香りで手洗いを推進
地元の小・中学校に寄贈

ました。附属農場で育成している12種の柑橘のうち、栽

総合社会学部

載したマスクを開発しました。着用した人を専用

ＶＲ空間で楽しく

テーマパーク、イベント会場での
活用をめざす！

や「臨場感」の不足が課題となりました。そこで、教室などを360度カメラで撮影してVR空間を作り、そ
こに配置した自分の分身となるキャラクターを操作することで、参加感を得られるように工夫しました。

ます。

どが侵入することを抑制する
「静電
ブラインド」を開発しました。

僕らの近大通りを
助けます！

その他の研究成果もいろいろ！
経済学部
医学部
大阪狭山市民を対象に、新型コロナウイルスの抗体保有状況調査を無償で実施。

を対象に医学部、薬学部、病院、メディカルサポートセンターなど、“オール近大”の

理工学部
IoT技術を駆使してキャンパスの密状態を解消する実証実験を実施。

力を結集して新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施しました。
8月には学
生・教職員や外部団体等を合わせて約23,500人が2回の接種を完了し、
3回目も実施

東洋医学研究所

予定です。また、長瀬駅前商店街振興組合や、東大阪市内の私立保育所の保育士、近

全国の妊婦1,022人に妊娠中の心理的苦痛と孤独感の関連について調査し、コロナ禍

隣大学の学生にも接種を実施し、地域自治体の負担軽減にも貢献しました。

「商店街応援クーポン」
商店街と近大生を応援するキャンペーン
東大阪キャンパスにつながる日本屈指の学生街のにぎわいと、楽しい学生生活
を少しでも取り戻すため、学生が近畿大学生限定クーポンを活用した地域活性
化プロジェクトを企画。
49店舗の協力のもとで実施しました。

で妊婦の6人に1人が心理的苦痛を感じていることが判明。
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新型コロナウイルスの影響を原因とする心身の不調

トで紹介してい

換気の重要性が高まるなか、窓を

感染拡大の早期終息をめざす政府の方針に協力し、
2021年6月から本学学生と教職員

「コロナうつ」
「コロナ疲れ」
「コロナストレス」など、

ピ」を特設サイ

開けることでPM2.5や花粉、昆虫な

医療現場における新型コロナウイルスの感染経路リスクと予防効果を解明。

コロナうつやコロナ疲れを
食養生で解消！

し、農学部食品栄養学科の教員が監修した「薬膳レシ

新型コロナウイルス感染症対策で

医学部、薬学部、病院、メディカルサポートセンターなど
オール近大でワクチン接種の加速化に貢献！

「薬膳レシピ」

を解消するため、毎月一つの薬膳食材にフォーカス

感染対策の換気によ
るPM2.5や花粉等の
被害を抑制

ワクチン接種

東洋医学研究所＆農学部
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君の先輩を探そう！

近大人出身高校リスト

この冊子に出ている近大生、卒業生の出身高校を一挙公開 !

大阪府

北海道

狭山高等学校

白石亮太／経営学部／表紙

藤田志保／総合社会学部／P.61

柏木美緒／薬学部／P.03

蛯原虎之介／経済学部／P.57

八尾翠翔高等学校

山口日菜子／経営学部／表紙、P.18

奥田晴衣／理工学部／P.20

高松第一高等学校

磯貝すずな／工学部／P.57

大林優夢／薬学部／P.44

山本高等学校

稲見幸亮／経営学部／P.57

米原遼／薬学部／P.40

高松西高等学校

刀根颯太郎／生物理工学部／P.67

横田和佳子／生物理工学部／P.06

夕陽丘高等学校

山﨑日涼／総合社会学部／表紙

松山東高等学校

菊川絢未／農学部／P.44

三浦寛未／法学部／表紙

土佐女子高等学校

宮本葉月／経営学部／P.09

寺本紋苗／国際学部／P.04

明徳義塾高等学校

德勝龍誠／経営学部／P.84

札幌西高等学校

永田敦大／文芸学部／表紙、P.26

阿倍野高等学校

山本侑佳／経済学部／P.85

登別明日中等教育学校

小島凛子／文芸学部／P.26

生野高等学校

長田明莉／経営学部／P.76

四條畷高等学校

池田高等学校

間部翔伍／建築学部／P.24

四天王寺高等学校

青森東高等学校

古川高晴／経営学部／P.48

和泉高等学校

尾越風花／薬学部／表紙

大垣彩佳／医学部／P.32

南菜々子／経営学部／P.18

北口実希／通信教育部／P.37

坂綾乃／生物理工学部／P.56

平野麗／医学部／P.51

後藤詩織／国際学部／P.74

大間知歩／医学部／P.65

青森県
宮城県
仙台白百合学園高等学校

阿部夏子／通信教育部／P.37

茨城県

村上太一／総合社会学部／P.76

清水谷高等学校

泉大津高等学校

初田信二／文芸学部／P.88

樟蔭高等学校

今宮高等学校

𠮷崎麻由佳／国際学部／P.28
楠本朔太郎／総合社会学部／表紙、
P.27

清真学園高等学校

井上珠緒／産業理工学部／P.03

伊勢崎高等学校

岩﨑涼葉／通信教育部／P.37

太田
（県立）
高等学校

奥太志／農学部／P.57

大阪学芸高等学校

東京農業大学第二高等学校

根岸萌音／生物理工学部／P.57

栄東高等学校

古郡奈月／医学部／P.32

岡本航弥／短期大学部／P.03

常翔啓光学園高等学校

砂川高等学校

鞭馬寛明／文芸学部／P.88

群馬県

埼玉県

文沢愛花／法学部／P.02

那賀高等学校

中野花音／理工学部／P.56

明石城西高等学校

福本早彩／経営学部／表紙

芦屋学園高等学校

橋口翼／生物理工学部／P.33

小栗未夢／経済学部／P.17

尼崎（市立）高等学校

山本優基／経済学部／P.17

山田紗奈衣／経営学部／P.56

伊川谷北高等学校

中村梓那／経済学部／P.06

浦郷愛望／生物理工学部／P.66

伊丹（県立）高等学校

壽崎陽介／経営学部／P.22

奈良夏葵／経済学部／P.73

伊丹北高等学校

宇治宮汐梨／総合社会学部／P.45

畑中海星／産業理工学部／P.47

小林聖心女子学院高等学校

吉岡利恵／医学部／P.56

福岡県

清原瑠稀／短期大学部／P.36

育徳館高等学校

塚原義弥／産業理工学部／P.31

橋本高等学校

山本大輔／経済学部／表紙

近畿大学附属福岡高等学校

古賀ほなみ／建築学部／P.07

丸賀隆正／生物理工学部／P.33

延時和子／法学部／P.16

日高高等学校

西本博嗣／商経学部／P.85

野田遥香／文芸学部／P.42

鳥取西高等学校

中井結香／国際学部／P.57

成重楓真／経済学部／P.73

鳥取県

林紗陽子／文芸学部／P.57

黒川夢翔／工学部／P.34
江口和奏／薬学部／表紙

岡山一宮高等学校

片山遼哉／産業理工学部／P.57

鞍手高等学校

梅野美和／産業理工学部／P.71

大阪女学院高等学校

山住杏／総合社会学部／P.27

住吉高等学校

福本翔吾／生物理工学部／P.04

山下ゆらら／経済学部／P.22

邑久高等学校

松田太一／法学部／P.56

久留米商業高等学校

田中菜々美／経営学部／P.77

大阪桐蔭高等学校

土生沙里奈／医学部／P.32

大谷高等学校

東夢子／建築学部／P.24

大塚高等学校

中川翔太／産業理工学部／P.41

清教学園高等学校

髙田遥加／産業理工学部／P.80

山本あかり／経済学部／P.46

川西北陵高等学校

福田悠悟／農学部／P.57

倉敷古城池高等学校

島田真帆／工学部／P.34

西南学院高等学校

中村美帆子／総合社会学部／表紙

奥田未来／理工学部／P.07

近畿大学附属豊岡高等学校

藤井伶奈／経営学部／P.06

瀬戸高等学校

國近竜之介／理工学部／表紙

筑紫丘高等学校

岡本春菜／産業理工学部／P.70

春名美音／国際学部／P.77

林野高等学校

中川翔太／経営学部／表紙、P.18

筑紫女学園高等学校

小野純菜／産業理工学部／P.04

明誠学院高等学校

難波尭／経済学部／P.17

柏陵高等学校

大場颯士／産業理工学部／P.35

福岡高等学校

田中万尋／工学部／P.03

福岡工業高等学校

井上愛央／産業理工学部／P.35

泉瞳弥／農学部／P.63
清風高等学校

岡山県

山中駿介／総合社会学部／表紙、
P.05

香寺高等学校

柳内瑞葵／法学部／表紙

鈴木颯馬／理工学部／P.21

甲南女子高等学校

林優歌／国際学部／P.28

広島県

和氣連三／医学部／P.65

神戸学院大学附属高等学校

岡本莉那／国際学部／表紙

近畿大学附属広島高等学校

北村優夏／薬学部／P.56

清風南海高等学校

松原真太郎／医学部／P.65

神戸山手女子高等学校

原田咲貴／経営学部／P.77

東広島校

開明高等学校

猪角真理／農学部／P.29

清明学院高等学校

杉林悠真／生物理工学部／P.56

神戸龍谷高等学校

太田崚介／農学部／P.29

近畿大学附属広島高等学校
福山校

瀬川木雪／農学部／P.29

鳳高等学校

石川県
金沢錦丘高等学校

多喜優子／短期大学部／P.36

春日丘高等学校

濱中さくら／経営学部／表紙

鍵矢竜次／経営学部／P.61

国際高等学校

太田陽乃／国際学部／表紙

金沢二水高等学校

田中聖也／建築学部／P.24

河南高等学校

岩出耕平／理工学部／P.20

摂津高等学校

平野蓮／短期大学部／P.05

夙川学院高等学校

井出陽耀／通信教育部／P.06

関西大倉高等学校

松岡薫子／総合社会学部／表紙、

泉北高等学校

倉橋翔太郎／薬学部／P.04

神港学園高等学校

大屋誠海／工学部／P.34

福井県

的場咲樹／生物理工学部／P.33

櫻井隆太朗／国際学部／P.57

柏原高等学校

東茉愛子／国際学部／P.28

黒田慶一郎／経営学部／P.73

鎗尾瑠偉／経済学部／P.56

加古川北高等学校

田中優斗／国際学部／P.56

金沢西高等学校

早稲田摂陵高等学校
兵庫県

高知県

横尾香奈／生物理工学部／P.84

大阪電気通信大学高等学校

西田優里奈／経済学部／P.02

平野莉沙／医学部／P.30

山本優海／国際学部／P.61

大阪成蹊女子高等学校

伏木高等学校

智辯学園和歌山高等学校

砂川高等学校

本庄竜士／医学部／P.32

富山県

迫井宙翔／総合社会学部／P.57

城南学園高等学校

安達栞／農学部／P.57
熊倉ありさ／法学部／P.57

緑風冠高等学校

愛媛県

長嶋夕貴／通信教育部／P.05

桐蔭学園高等学校
長岡大手高等学校

大平星菜／経済学部／P.05

高本史章／商経学部／P.59

慶應義塾高等学校
新潟県

向陽高等学校

大阪産業大学附属高等学校

東京都
神奈川県

石井亜莉沙／理工学部／P.45

増田穂乃香／経営学部／P.77

増田京夏／経営学部／P.72

徳森心／総合社会学部／P.56
鶏内遥／薬学部／表紙、P.25
馬場朱里／文芸学部／P.05

北筑高等学校

樋口航都／産業理工学部／P.71

八女学院高等学校

大石真衣／産業理工学部／P.35

九州文化学園高等学校

城山竜ノ輔／経営学部／P.19

長崎県

畠世周／経営学部／P.85
熊本県

沼田高等学校

中村珠元／工学部／P.04
銅木航／国際学部／P.74

熊本高等学校

加藤嘉透／通信教育部／P.56

長久昇平／産業理工学部／P.06

済々黌高等学校

甲斐崇人／産業理工学部／P.71

仁愛女子高等学校

高橋和子／国際学部／P.28

P.60

泉陽高等学校

高田奈々／総合社会学部／P.27

親和女子高等学校

野瀬梨紗／建築学部／表紙、P.03

武生高等学校

浅井佐樹絵／薬学部／P.25

西田英人／建築学部／P.07

高槻高等学校

落合祐之／医学部／P.56

須磨学園高等学校

渕彰悟／理工学部／表紙

廿日市高等学校

武生東高等学校

中川侑大／生物理工学部／P.67

関西創価高等学校

松山海斗／短期大学部／P.36

高槻北高等学校

梶田優芽／通信教育部／P.03

小野原陸／経済学部／P.43

広島高等学校

上本吉乃／生物理工学部／P.30

玉名高等学校

井上旭／産業理工学部／P.35

近畿大学泉州高等学校

目陽斗／総合社会学部／P.03

大商学園高等学校

大塚大雅／経営学部／P.41

須磨友が丘高等学校

瀧川裕也／経営学部／P.79

広島井口高等学校

山内勇大／文芸学部／表紙

必由館高等学校

佐々木英美／国際学部／P.57

池﨑陸大／農学部／P.30

帝塚山学院高等学校

山岡玖瑠実／国際学部／表紙

須磨東高等学校

武田祥司／理工学部／P.20

広島工業（市立）高等学校

中村夏希／工学部／P.07

大分東明高等学校

山田寛人／医学部／P.65

延岡学園高等学校

ムヤ カバング フランシス／経営学

長野県
佐久長聖高等学校

山田紅輝／薬学部／表紙

屋代高等学校

北嶌由菜／短期大学部／P.31

西井花織／文芸学部／P.75

綾野亜美／薬学部／表紙

近畿大学附属高等学校

岐阜県

土井香穂／経営学部／表紙

帝塚山学院泉ケ丘高等学校

南暖／国際学部／P.28

青山創生／工学部／P.34

広島国泰寺高等学校

野田雅／工学部／P.68

園田学園高等学校

清水梨彩／経営学部／P.77

広島新庄高等学校

玉野迅／理工学部／表紙、P.05

広島城北高等学校

多治見高等学校

加納寛康／産業理工学部／P.71

藤本海登／理工学部／表紙、P.74

桑夢実／医学部／P.56

第一学院高等学校

山本祐大／経営学部／P.61

多治見北高等学校

渡邉千尋／生物理工学部／P.67

中髙誠一／農学部／P.05

刀根山高等学校

田中瞳／経営学部／P.56

宝塚西高等学校

佐々木一真／総合社会学部／P.27

中京高等学校

中島望尋／短期大学部／P.36

中内莉瀬／総合社会学部／P.07

登美丘高等学校

川並清華／農学部／P.63

龍野北高等学校

上垣勇斗／工学部／P.34

広島なぎさ高等学校

二神結衣／医学部／P.02

益田清風高等学校

宮本麻菜／文芸学部／P.03

檀上真尋／国際学部／P.07

富田林高等学校

和田美咲／農学部／P.63

豊岡高等学校

中川晃一／工学部／P.69

舟入高等学校

井関葵／工学部／P.34

美濃加茂高等学校

兼松紗希／文芸学部／表紙

仁川学院高等学校

大峯聖夜／総合社会学部／P.09
佐藤輝明／経営学部／P.84

下松高等学校

重國昂大／経済学部／表紙
中本健士郎／文芸学部／表紙、P.26

静岡県

三浦大翼ラファエル／国際学部／

長尾谷高等学校

南千尋／短期大学部／P.36

P.07

浪速高等学校

日向和人／理工学部／P.44

磐田東高等学校

古橋優香／国際学部／P.28

下川咲良／薬学部／P.10

浜松商業高等学校

山内梓／経営学部／P.48

西原亘紀／理工学部／P.20

蒲郡東高等学校

宮崎県

君塚匠／経営学部／P.18
中西優希／工学部／P.69

山口県

部／P.50
長田理暉／農学部／P.02

宮崎第一高等学校

西村挙／経営学部／P.84
沖縄県
饒平名美結／法学部／P.04

沖縄尚学高等学校

岡本萌花／経営学部／P.46

西宮北高等学校

谷川遼多／経営学部／表紙

慶進高等学校

田中翔大／生物理工学部／P.67

西宮東高等学校

北澤舞／経営学部／表紙

下関中等教育学校

竹島桃子／文芸学部／P.23

イギリス／立教英国学院高等学校 笹田彩加／農学部／P.04

緒方瑞紀／理工学部／P.21

松陰高等学校

丹羽優音／通信教育部／P.31

中国／河南省実験中学校

ギュウ ギゼン／理工学部／P.20

松本龍之介／経営学部／P.05

豊浦高等学校

三重野開／工学部／P.56

中国／北京交通大学附属中学校

キョ ジャクサン／総合社会学部／P.23

植田隼司／理工学部／P.21

西寝屋川高等学校

長浦昭治郎／通信教育部／P.37

三輪一貴／工学部／P.69

木全一真／薬学部／P.25

寝屋川高等学校

石井愛子／経営学部／P.44

愛知県

大分県

西宮南高等学校

海外

菊里高等学校

川本乃永／工学部／P.69

吉田萌恵佳／生物理工学部／P.33

初芝富田林高等学校

西辻拓馬／生物理工学部／P.81

姫路高等学校

溝上真由／生物理工学部／P.33

野田学園高等学校

山根千晴／産業理工学部／P.71

ドイツ／フランコニアン インター 沖佑磨／経営学部／P.46

聖霊高等学校

近藤聖／理工学部／P.21

米田彩花／文芸学部／P.38

花園高等学校

孫博豪／国際学部／P.44

兵庫高等学校

北中淳紀／建築学部／P.81

柳井高等学校

橋本耀／工学部／P.31

ナショナルスクール

知立東高等学校

中野椋太／農学部／P.29

成瀨匠／理工学部／P.40

阪南高等学校

宮西洸弥／通信教育部／P.37

報徳学園高等学校

長浦広樹／国際学部／P.08

長久手高等学校

寺本麻生／文芸学部／P.88

西奈槻／農学部／P.47
清水和輝／農学部／P.52

三重県
皇學館高等学校

北本里緒／国際学部／P.79

夢野台高等学校

細川隼輔／法学部／P.16

六甲アイランド高等学校

岩嵜蒼志／総合社会学部／P.56

一条高等学校

中江拓生／国際学部／表紙

奈良県

津島準乃佑／経済学部／P.56

東高等学校

坂本爽太／建築学部／P.11

黒岩夏穂／農学部／P.57

東大谷高等学校

澤瀬飛鳥／法学部／P.16

東住吉高等学校

久野智寛／経営学部／表紙

井上公介／法学部／P.22

森田翔／経営学部／P.18

荒田沙優梨／経営学部／P.76

虎姫高等学校

清水大良／理工学部／P.75

村上諒真／文芸学部／P.57

東大津高等学校

宇野彩夏／建築学部／P.57

高本大聖／経営学部／P.58

八日市高等学校

水谷莉子／産業理工学部／P.35

山口慎之輔／農学部／P.63
大西彩久郁／医学部／P.65

京都府

池内聡一郎／工学部／P.56

大本愛果／国際学部／P.30
山根魁斗／生物理工学部／P.33

前田将貴／経営学部／P.56

石塚久徳／理工学部／P.45

滋賀県
近江兄弟社高等学校

山根玲奈／経営学部／P.72
阪南大学高等学校

中野瑛／建築学部／P.77

畝傍高等学校

岡井咲京／薬学部／P.23

枚方高等学校

村田未加子／文芸学部／表紙

橿原高等学校

奥田佑太／国際学部／P.75

桜井高等学校

青木慶士朗／理工学部／表紙、P.74

大谷高等学校

中川翠理／薬学部／表紙

片岡廉／経営学部／P.76

枚方なぎさ高等学校

平山久美／文芸学部／P.85

木津高等学校

ナダル／農学部／P.85

杉村明莉／経営学部／P.76

藤井寺高等学校

箕浦早人／経営学部／表紙

京都外大西高等学校

光浪礼華／理工学部／P.22

木鋪綸／理工学部／P.76

布施高等学校

宮長心／薬学部／P.05

高取国際高等学校

松本留奈／国際学部／P.28
山本茉由／総合社会学部／P.06

末永遼／生物理工学部／P.67

北本那雪／理工学部／P.76

清水亮緒／国際学部／P.28

智辯学園高等学校

京都教育大学附属高等学校

赤石全／建築学部／P.24

山下正奈／医学部／P.78

せいや／文芸学部／P.84

天理高等学校

種村颯太／経営学部／表紙、P.19

前谷美都／農学部／P.39

入江陵介／法学部／P.84

寺田もか／文芸学部／P.49

登美ケ丘高等学校

井口勲人／生物理工学部／P.02

笹崎まどか／法学部／P.84

奈良高等学校

粟井勇介／経済学部／表紙、P.04

京都女子高等学校

水本有紀／法学部／P.45

尼川元気／経営学部／P.85

柿本敏枝／文芸学部／P.88

寺川綾／法学部／P.85

牧野高等学校

勝田結衣／経営学部／P.45

小西ひとみ／医学部／P.64

京都橘高等学校

粟田里穂／文芸学部／P.26

金蘭会高等学校

永田理子／経済学部／P.17

三国丘高等学校

盛田瀬那／建築学部／P.24

奈良学園高等学校

赤阪奨之輔／理工学部／P.07

京都両洋高等学校

菅原叶多／総合社会学部／P.80

金蘭千里高等学校

平田眞裕子／医学部／P.04

三島高等学校

立岡晃太郎／理工学部／P.57

平城高等学校

今井美咲／農学部／P.62

嵯峨野高等学校

平野咲妃／理工学部／表紙

久米田高等学校

渡邊紫／経済学部／表紙

南高等学校

原田佳奈／国際学部／P.02

日野風香／農学部／P.63

賢明学院高等学校

泉佳歩／薬学部／P.72

開智高等学校

木瀬志織／経営学部／表紙

黒川南／農学部／P.29

高津高等学校

加藤せり／経営学部／表紙、P.19

西田英代／総合社会学部／P.44

港南造形高等学校

𠮷本奈永／文芸学部／P.26

東稜高等学校

吉永大紀／通信教育部／P.37

香里丘高等学校

山下智弘／理工学部／P.85

段美麗／理工学部／表紙

鳥羽高等学校

川野千里／建築学部／P.23

金光八尾高等学校

西村佳乃子／経営学部／P.19

平見陵真／文芸学部／P.06

芝先三優／経営学部／表紙、P.38

南陽高等学校

久保妃美子／経済学部／P.85

桜塚高等学校

中田嵩大／法学部／表紙、P.16

西田玲雄／経営学部／P.09

坂野優佳／医学部／P.32

西舞鶴高等学校

大野滉貴／医学部／P.06

冨金原璃音／理工学部／P.02

辻中涼太／建築学部／P.45

奥野亮太郎／農学部／P.47

花園高等学校

倉本健次郎／国際学部／P.75

安井萌香／農学部／P.29

網野日南／産業理工学部／P.56

上浦朝妃／経済学部／P.57

東山高等学校

清原航平／法学部／表紙、P.16

三好春花／経営学部／P.02

小畑菜月／経営学部／P.84

寺地梛／短期大学部／P.57

日吉ケ丘高等学校

奥田虎太朗／理工学部／表紙

城南菱創高等学校

山口亜衣／総合社会学部／P.56

佐野高等学校

阿部捺美／経営学部／P.19
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和歌山県

箕面自由学園高等学校

𠮷ノ元愛美／文芸学部／P.61
升毅／商経学部／P.84

川崎さくら／総合社会学部／P.27

桃山学院高等学校

田中克弥／総合社会学部／表紙

安本涼葉／文芸学部／P.57

油納美和／薬学部／P.57

澤田菜々子／薬学部／P.39、P.72

八尾高等学校

榮美紀子／短期大学部／P.07

松井優奈／建築学部／P.56

鳴門高等学校

平川千夏／工学部／P.69
香川県
大手前高松高等学校

齋藤彩也香／経営学部／P.10

高松北高等学校

大西航生／経済学部／P.17

高松桜井高等学校

蔭山雄太／薬学部／表紙、P.25

佐々木雅人／経営学部／P.73
商経学部は、現：経済学部、経営学部
都道府県ごとの五十音順に記載

橋本竜希亜／法学部／P.06

京都学園高等学校

プール学院高等学校

徳島県

木野湧介／理工学部／表紙

近畿大学附属新宮高等学校

近畿大学附属和歌山高等学校

中村緋彩／経営学部／表紙

岩上歩紗／薬学部／表紙、P.25

EDITORIALROOM

STAFF.

やろうかどうか、迷ったらやってみよう。とりあえず、やってみたいことは、片っ端からやってみよう。

とにかく元気に、次々チャレンジ。それこそ近大生。

鈴木俊二

大学生にとっても大変な状況が続くこの頃。でも近大生たちを見ていると、そんな困難を笑顔で乗り
越えてしまいそうなパワーを感じます。近大生の「リアル」な姿から、皆さんも近大パワーをぜひ感

じてください。

黒田佳史

この仕事を始めて8年。近大はその間にいろいろと変化し、そして進化してきました。昔あった「マ

グロだけじゃない」という秀逸なコピーが好きだったのですが、本当にマグロだけじゃなくなりまし
た。近大はスゲー大学です。

人たちがたくさんいるなーと勉強になりました。僕も負けないようにしなければ。みんなも素敵な4

田中蘭次

自分の大学時代、一番印象に残っているのは学内でフェスを作ったこと。大学がOKを出せばルール

なんて何もいらないってことですね。高校生のみなさんが大学でいかに今まで培った固定概念をぶっ
壊せるかが楽しみです。

仲野真人
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Editor：田中蘭次／仲野真人
Producer：黒田佳史

PlanningDirector：篠原和久
Designer：高島悠

Camera：日吉"JP"純平／三浦大／

吉田夏瑛／松本いづみ／永田洋輔／
小川星奈／小川拓也

Plan＆Ad.Director：中原弘二（大広）

篠原和久

今の若い世代はすごい！とフィーチャーされているけど、近大生はその中でも更におもしろくて濃い

年間を過ごしてください。

ChiefEditor：鈴木俊二

○発行／発売：グラフィティ
◇印刷：大日本印刷
◇発行日：2022年3月29日
◇本体価格：444円+税
◇禁・無断転載
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お取り替えいたします。
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タイムスリップ写真館
近大の卒業生がむかし撮った写真を今再現！

1995
右上：初田 信二（23）
文芸学部 芸術学科 演劇・芸
能専攻※ 4年
・当時の夢
「仏師、宮大工、彫刻作家」
左上：鞭馬 寛明（23）
文芸学部 芸術学科 演劇・芸
能専攻※ 3年
・当時の夢
「俳優」
右下：柿本 敏枝（20）
文芸学部 芸術学科 演劇・芸
能専攻※ 2年
・当時の夢
「役者」
左下：寺本 麻生（20）
文芸学部 芸術学科 演劇・芸
能専攻※ 2年
・当時の夢
「女優」
※現：舞台芸術専攻

25 years later

2020
右上：初田 信二（48）
伝統工芸奈良一刀彫職人
・現在の夢
「休日を休日らしく過ごす」
左上：鞭馬 寛明（48）
会社員
・現在の夢
「隠居する」
右下：柿本 敏枝（46）
イベントディレクター
・現在の夢
「プロデューサー」
左下：寺本 麻生（46）
会社員
・現在の夢
「金髪ロングの老女」

Photo data

文芸学部芸術学科に在籍し、演劇に没頭する学生時代を過ごした先輩後輩4人組。当時、演劇・芸能専攻の学生は10号館8階にある稽古場前の教室で、朝から晩まで演劇愛
を熱く語り合ったそうです。今回、
25年ぶりの再会にも関わらず、あの日を思い出しておしゃべりの止まらない様子が、繋がりの深さを表していました。
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