
官

産 学

大阪府内地域連携プラットフォーム （2018年9月発足）について 

大阪府 

大阪商工会議所 大学コンソーシアム大阪
（39大学） 

大阪市
大阪府内地域連携プラットフォームは、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、
大学コンソーシアム大阪が連携し、大阪地域の高等教育や地域社会の一層
の活性化を図り、地域の発展に貢献することを目的に活動しています。

大阪府内地域連携プラットフォームとは？

大阪の産官学の連携協力を一層強化 

大阪・関西の発展に寄与 

大
阪
の

大
学
へ

行
こ
う

2022年度版

［発行元］大阪府内地域連携プラットフォーム（大阪府・大阪市・大阪商工会議所・大学コンソーシアム大阪）2022年6月発行 

大阪の大学「学び」
WEBフェア開催中

あなたの「行きたい」大学が見つかる

オープンキャンパスのスケジュールを
確認してみよう

行
き
た
い
が

見
つ
か
る
！

大学コレクション in 大阪
在学生にインタビュー

現役大学生5人による
ZADANKAI開催！
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大阪大学
　❶吹田キャンパス
　❷豊中キャンパス
　❸箕面キャンパス
大阪教育大学
　❹柏原キャンパス
　❺天王寺キャンパス
大阪公立大学
　❻杉本キャンパス
　❼中百舌鳥キャンパス
　❽阿倍野キャンパス
　❾羽曳野キャンパス
　10りんくうキャンパス
11藍野大学
追手門学院大学
　12茨木総持寺キャンパス
　13茨木安威キャンパス
大阪青山大学
　14箕面キャンパス
　15北摂キャンパス
大阪医科薬科大学
　16本部キャンパス
　17本部北キャンパス
18大阪音楽大学/
　大阪音楽大学短期大学部
19大阪学院大学/
　大阪学院大学短期大学部
20大阪観光大学
21大阪経済大学
大阪経済法科大学
　22八尾駅前キャンパス
　23花岡キャンパス
大阪工業大学
　24大宮キャンパス
　25梅田キャンパス
　26枚方キャンパス
27大阪国際大学
28大阪産業大学
29大阪樟蔭女子大学
30大阪商業大学
31大阪女学院大学/
　大阪女学院短期大学
32大阪信愛学院大学

J　R
地下鉄
　御堂筋線
　谷町線
　四つ橋線
　中央線
　千日前線
　堺筋線
　長堀鶴見緑地線
　今里筋線
　南港ポートタウン線
主な私鉄
　阪　急
　阪神本線
　阪神なんば線
　京　阪
　京阪中之島線
　近鉄本線
　南　海
大阪モノレール
阪堺電気軌道・上町線
北大阪急行

大学コンソーシアム大阪

会員大学MAP
33大阪成蹊大学
34大阪総合保育大学
35大阪体育大学
大阪電気通信大学
　36寝屋川キャンパス
　37四條畷キャンパス
大阪人間科学大学
　38庄屋学舎
　39正雀学舎
大阪保健医療大学
　40天満橋キャンパス
　41彩都キャンパス
大手前大学
　42さくら夙川キャンパス
　43大阪大手前キャンパス
関西大学
　44千里山キャンパス
　45高槻キャンパス
　46高槻ミューズキャンパス
　47堺キャンパス
48関西福祉科学大学
49近畿大学
四條畷学園大学
　50北条キャンパス
　51学園町キャンパス
52四天王寺大学/
　四天王寺大学短期大学部
摂南大学
　53寝屋川キャンパス
　54枚方キャンパス
55千里金蘭大学
相愛大学
　56南港学舎
　57本町学舎
58宝塚大学
59梅花女子大学
阪南大学
　60本キャンパス
　61南キャンパス
　62あべのハルカスキャンパス
63東大阪大学
64森ノ宮医療大学

01 02



摂南大学
外国語学部※・外国語学科※

大野 温祥さん
＊2022年4月に開設した
国際学部国際学科の前身となる
学部・学科。

大阪人間科学大学
保健医療学部・
作業療法学科
平田 詩織さん

関西大学
システム理工学部・
機械工学科
堀江 祐太郎さん

大阪市立大学※

文学部・文化構想学科・
文化資源コース
井上 ひかるさん
＊2022年4月より
大阪府立大学と統合し
大阪公立大学が開学

大阪経済法科大学
国際学部・国際学科
佐々木 菜月さん

デザインで
学生と大学を
つなぐ！

研究と

部活の合唱
に

夢中！ 国家資格の取得
目指して奮闘中！

オープン
キャンパスで大学の
魅力を伝える！

留学体
験で

成長を
実感！

佐々木 高校時代から英語が好きだったので、大学では
英語力をさらに高めたいと思いました。経法大では在学中
に複数回、留学ができることも大きなポイントでしたね。

大野 僕も英語が好きだったから同じです！また、教員免
許が取得できるか、少人数制で学べるか、留学制度が
整っているか、自宅からの通学時間は適当かなど、具体
的に考えて、大学を選択しました。

井上 私の場合はデザインへの興味から選びました。
ちょうど入学年に開設されたコースで美術・音楽・舞台
やデザインも学べると知ったことも大きな理由でした。

平田 私は作業療法士になる、という目標優先でした。
大阪人間科学大学では学生のほとんどが国家資格取得
を目指して勉強に励むので、そんな環境でなら自分も頑
張ることができると思いました。

堀江 僕の場合は学ぶ内容に興味が持てるか、でした。関西
大学システム理工学部には、機械工学科があり、10の研究
室で構成されているため、入学後に自分のやりたい分野につ
いてしっかり考えられると思いました。また実家が農家をし
ているので、その作業を手伝うために自
宅から通える距離にある関西圏内から
“アクセスしやすいキャンパス”というの
もポイントでした（笑）

佐々木 TOEICのスコア向上に向けての勉強です。入学
時には420だったTOEICスコアが、留学や先生のサポー
トのおかげで815までアップしました。この調子で卒業ま
でに、900以上のスコアを目指したいと思います。

大野 すごい！僕も留学に挑戦したいと思っていました
が、あいにくコロナ禍で中止になってしまいました…

佐々木 それは残念でしたね…私はなんとか、昨年の9
月にサンフランシスコへの留学を体験できました。英語
の４技能が向上しただけでなく、積極的、主体的に発言
できるようになったのは大きな成長だったと思います。

大野 すごく羨ましい（笑）で
も僕もめげずに英検準1級を
目指して頑張っています。

平田 私は国家資格に向けて
の勉強ですね。学科の第一期
生なので先輩がいないなか、
国家試験や就職について考えるのが大変です。でも他の
学科の先輩から話を聞いたり、他大学の作業療法学科
で学んでいる友達と連絡を取り合って情報を収集したり
しています。

堀江 僕も勉強が中心かなぁ。僕の研究室ではIoT技術
を活用して、自動で目的地までたどりつく電動車椅子の
開発を研究しています。疑問点や改善点を自分で実際に
検証していくことに、やりがいを感じています。

平田 コロナ禍でオンライン授業が続き、1年次生のとき
は学科の友達にほとんど会えませんでした。対面授業が
始まると次第に友達が増え、みんなで先生の研究室で雑
談するような仲になれました。

大野 僕もオープンキャンパスを運営する「アドミッショ
ンスタッフ」という団体に所属し、部長を務めています。大
学でこの団体は人気が高く、人数は400名超。全員で
オープンキャンパスを盛り上げています。

平田 せっかくの大学生活だから、自
分が楽しむのはもちろん、入学を希望
している受験生の皆さんにもその楽
しさを伝えたいですよね。

大野 まさにそうです。どうしたら楽
しく受験生に大学の魅力が伝わる
か考えるのにやりがいを感じていま
す。たとえばバラエティ番組ふうの
イベントで大学を紹介したことも。ス
タッフ全員で今年のオープンキャンパスを盛り上げ、新たな
新入生がその後を継いでくれれば…と期待しています。

井上 私は入学前から学生が学部案内冊子などのデザ
インを担当していることを知り、そういう活動をすること
も大学生活の目標でした。授業の一環として、キャンパス
のキャラクター「杉本カメイチ」をモチーフとしたメロンパ
ンを製造し、販売しています。

平田 （井上さんの持参した資料を見て）わ、すごくかわ
いい！ 欲しくなりました（笑）

井上 パッケージやポスター、リーフレットなどのグラ
フィックデザインを担当しました。パンの製造には大学の
卒業生の方々が協力。学生と大学広報課、卒業生も一体
となってキャンパスを盛り上げています。

佐々木 コロナ禍ではなかなか学生同士の交流が難し
かったので、そんな取り組みは大切ですよね。

井上 学生同士はもちろん、学生と先生、大学事務関係
者との関係が希薄になっていたところでした。大学のキャ
ラクターを中心にみんなの関わりをつなげることができ
て、とてもやりがいのある時間を過ごせたと思います。

堀江 友達づきあいは大切ですね。僕は大学で混声合唱
クラブに所属。部活では他学部の学生との交流が楽しい
ですね。だから、コロナ禍でオンライン授業になり、友人
に会えないのはとても辛かったです…

平田 ですね…入学式やオリエンテーションなどの行事
も中止。でも今は、オープンキャンパスの学生スタッフとし
て、学校の行事に取り組んでいます。学生生活で「やり
切った」という思い出を作りたいので。大学・学部を選択した

理由は何ですか？

Question

大学生活では
どんなことに力を
入れていますか？

Question

ZADANKAI
大阪の大学に通う現役大 学生5人に聞いてみた！

座談会のすべての内容は
大学コンソーシアム大阪HPを
チェック！
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大阪大学
本学の魅力は？
大阪大学には「学部学生による自主研究奨励
事業」があり、1年生から所属する学部以外の
分野の自主研究もできる仕組みがあります。私
は、それらを上手く活用し、化学分野の自主研
究を行い、学内外で受賞しました。また、工学部
での学びを生かしサークルでレーシングカーを
製作するなど、自分の「幅」を広げています。

大阪大学工学部を選んだ理由は？
高校1年生の時に大阪大学の「SEEDSプログラム」に参加しました。科学分野の研究活動に興味を
持つ高校生対象のプログラムで、月に1回程度、大阪大学で大学の先生たちによる講義を受けたり、
グループディスカッションをしたりしました。そのときは化学分野の研究テーマを扱っていて、その研究
は阪大に進学したら自主研究奨励事業で続けられると考えたため、他の分野のことも学びたくて工学
部を選びました。工学部は、入学後に2年生・3年生に学科目・コースを選択できることも魅力でした。

大阪大学は、11の学部を擁する「研究型総合大学」です。学部の垣根を越え展開される
分野横断型の教育は、全学年を通じて継続的に学ぶことができます。また、外国語学部を
有する唯一の国立総合大学の強みを活かし、「高度で多様な外国語教育」を全学部の学
生を対象に展開しています。オープンなキャンパスで、充実した学生生活を送りませんか。

吹田市山田丘1-1
教育・学生支援部入試課

06-6879-7096
admission-g@office.osaka-u.ac.jp

将来の夢は？
研究したい学部学生と大学の研究室・教授を
マッチングする仕組みを作ることです。私は自主
研究で選択肢が広がったので、後輩にももっと
自主研究をしてほしい。でも、自主研究テーマや
それを指導してくれる研究室を見つけるための
社会基盤がまだない。そこで、まずはアルバイト
で「研究室」と繋がれる仕組みを作りたいです。

山下 龍之介
工学研究科博士前期課程
マテリアル生産科学専攻

（工学部応用理工学科卒業）
大学院1年　京都府出身

学部1年生必修の「学問への扉 マチカネゼミ」。学部・学科を問わず興味のある授業を選んで受講します。ウチの名物

大阪教育大学
本学の魅力は？
魅力は自然豊かなキャンパスです。構内には様々
な植物があり、四季を感じることができます。理
科コースでは、自らキャンパス内で採集した生物
を用いて実験を行います。また、教員を目指す学
生への支援が手厚く、講義や活動を通して、同じ
教員志望の仲間たちと共に教員になるために必
要な知識や技術を学ぶことができます。

本学を目指す高校生へアドバイス！
私からのアドバイスは「基礎を固めて好きを伸ばすこと」です。私は受験生の時、苦手な科目について
は難しい問題に取り組むのではなく、周りのみんなの正答率が高い問題は必ず点数を取れるように
基礎を固めました。逆に、好きな教科はたとえ得意でなくても、興味や関心を持って意欲的に勉強に
取り組むことができたので、自分の強みと思ってとにかく勉強していました。もしも、少しでも本学で学
びたいという意欲がある人は、最後まで諦めずに勉強を続け、自信を持って試験に挑んでください！

大阪教育大学は，140年を超える歴史と伝統を有する我が国有数の教育大学です。大
阪府柏原市に約67万m2のメインキャンパスを配置し，教員養成教育と教養教育を通
じて有為な人材を輩出する一方，国際都市として交通アクセスはもとより情報・産業の
中枢機能を有する大阪市内に天王寺キャンパスを擁しています。

柏原市旭ヶ丘4-698-1
学務部入試課

072-978-3324
nyushika@bur.osaka-kyoiku.ac.jp

将来の夢は？
私の夢は学校教員になることです。入学当初は
中学校理科教員を目指していましたが、今では
インターンシップ活動などを通して、小学校教員
にも魅力を感じています。私のようにまだ校種が
定まっていない学生も多くいますが、必要条件
さえ満たせば小中高全ての教員免許を取得す
ることができることも本学の魅力だと思います。

雨越 晴香
学校教育教員養成課程
小中教育専攻理科教育コース
3年生
大阪府出身

春は桜、夏は緑の木々、秋は紅葉と四季を全身で感じられます！大学を一周できるウォーキングコースも！ウチの名物

大阪公立大学
本学の魅力は？
大阪公立大学は日本各地から学生が集まって
くることもあり、様々なバックグラウンドを持つ
学生が他大学より多いことが魅力の1つだと思
います。本学に入学してからそのような学生た
ちと授業やサークルを通して接することで、自
分自身の価値観が多様化していくのを感じてい 
ます。

勉強以外で取り組んでいることは？
私はFD活動や国際ボランティア活動をしていますが、1番力を入れているのはSSSRCという宇宙開
発を行う団体での活動です。SSSRCでは学生が主体となってロケットや人工衛星を作るので、積極
性や協調性がとても求められます。そのような環境で先輩や同級生たちと一緒に開発を行うことで、
ものづくりをすることの愉しさだけでなく、エンジニアとしての素質が鍛えられていることを実感して
います。SSSRCでは自分の個性を最大限引き出してくれるので、日々成長を感じています。

2022年4月、大都市大阪を牽引してきた大阪市立大学と大阪府立大学が
融合し、学生数約1万6千人、12学部・学域という幅広い学問領域を擁する
全国最大規模の公立総合大学が誕生しました。これまでに培ってきた両大
学それぞれの強みを活かし、多様な学部・学域の学生協同して能動的な学
習を行い、グローバルに活躍できる人材を育成します。

大阪市住吉区杉本1-1-138　 
堺市中区学園町1番1号
入試課

杉本・阿倍野キャンパス：06-6605-2141
中百舌鳥・羽曳野・りんくうキャンパス：072-254-9117

将来の夢は？
私の将来の夢は宇宙へもっと気軽に行けるよ
うな世の中を作ることです。宇宙により多くの
人が行けるようになることで、“宇宙”という場所
が持つ可能性を感じてもらいたいです。そのた
めには、今よりも効率のいい画期的な輸送手段
を開発する必要があると思い、本学に進学しま
した。

松下 昂由
工学域機械系学類航空宇宙工学課程
2年生
京都府出身

藍野大学
本学の魅力は？
演習の時は先生たちが近くにいて、分からない
ことがあればすぐに質問することができ、質問
に対しても的確なアドバイスをしてもらえること
や、友人たちもフレンドリーな人が多く、みんなで

「こうかな、どうかな」など考えながら学びを深
めることができるところが魅力です。

藍野大学を選んだ理由は？
医療に特化した大学ということもあり、チーム医
療を学べるところに惹かれ、藍野大学を選びまし
た。また施設が充実しているところも決め手にな
りました。

グループ通算50年以上の歴史を誇る医療職養成一筋の学校です。看護学科・理学療
法学科・作業療法学科・臨床工学科の4学科を有する本学では、医療・福祉に関わる幅
広い知識と技術を学び、豊かな人間性と倫理観を養います。また他学科との合同授業
を通して、実践経験を重視した教育を行っています。

茨木市東太田4丁目5番4号
大学・短期大学部事務センター 入試広報グループ

072-627-1766
nyusi@kanri-u.aino.ac.jp

将来の夢は？
スポンジのようにいろんなことを吸収して、視野
を広くもてる看護師になりたいです。何気ない毎
日でも常に変化があると思います。その変化は
気付きにくいものであっても、患者さんにとって
は大きな変化かも知れません。そのことにいち
早く気付くことが出来る視野の広さと、自分自
身から学ぶ姿勢を忘れないようにしたいです。

桃沢 茜
医療保健学部・看護学科
3年生
大阪府出身

安くて美味しい学食は、学生の味方！！モリモリ食べて午後からの勉強も頑張れます！ウチの名物

入学してから成長したところは？
1年生・2年生の実習を通して自分からもっと学
びたい、知りたいと意欲的に取り組むようになっ
たところです。看護師さんたちの患者さんへの接
し方を肌で感じ、自分自身も患者さんと接するこ
とで、医療者になる責任や意識が高まりました。
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追手門学院大学
本学の魅力は？
実践的な英語力と海外文化を学びたいと思
い、国際学部国際学科に入学しました。学部の
学びだけでなく難関資格の取得講座にもチャ
レンジできる環境とそれを親身に支えてくれる
先生や仲間がたくさんいることが最大の魅力 
です。

「宅建＆行政書士」合格の秘訣は？
新入生ガイダンスで多種多様な資格取得講座があることを知り、またその合格率の高さに驚きまし
た。学部の学び以外にも挑戦してみようと思い、1年次に「宅地建物取引士」取得講座を受講し、本
番直前には仲間とともにキャンパスで遅くまで居残り自習をした甲斐もあって合格を果たすことがで
きました。2年次は更に難易度の高い「行政書士」試験にもチャレンジし、合格しました。親身に指導
してくださる先生のもと、暗記だけでなく論理的思考力を鍛えることでプレゼン力も向上しました。

本学は総合的な知性を身につけることができる総合大学です。2021年、心理学部に
「人工知能・認知科学専攻」を設置、また、2022年4月から「国際学部」と「文学部」を
新設しました。さらに、2023年4月に「法学部」※が誕生します。
※2023年4月設置予定（仮称・構想中）

茨木市太田東芝町1-1
入試課

072-641-9165
nyushi@otemon.ac.jp

将来の夢は？
資格講座を受講するなかで将来の進路につい
て考えるようになり、現在は国家公務員を目指
しています。受講中に身に付けた「問題の本質
を見抜いて解決に導く力」は、新型コロナウイル
スの影響などで困っている人々の相談役になり
たいと考えている私にとって、かけがえのない財
産となりました。

伴田 愛華
国際学部 国際学科
4年生
大阪府出身

2019年に完成した三角形の斬新なキャンパスで最新の設備のもと学ぶことができる。ウチの名物

大阪青山大学
本学の魅力は？
少人数のクラス制・担任制のため、先生に相談
しやすく、一人ひとりに寄り添ってくださるアッ
トホームな雰囲気が魅力です。また、大阪青山
大学は、梅田から約30分のアクセスの良さと自
然豊かな環境も揃っていて、勉強に打ち込むの
にはピッタリだと思います。

子ども教育学科 ここがおススメ！
子ども教育学科では、保育・教育の現場で生きる実践スキルをしっかり学べます！子どもの豊かな
感性を育む音楽表現活動を行うため、ピアノは特に手厚い指導が受けられます。自身も初心者だっ
たので不安ばかりでしたが、レベル別の少人数レッスンと個人練習室を活用し、弾き歌いができるま
でに上達しました。授業は少人数の形態が多いため、内容が理解しやすく、人間関係も作りやすい
です。グループワーク形式が多く、自分の意見や考えを人に伝える力も身についてきたと思います。

「食と栄養」「看護」「保育と教育」の3分野で、専門知識と技術を修め、社会に貢献する
人材を育成する大学です。今年、学園創立55周年を迎え、全学科共通の丁寧な指導、
一人ひとりに向き合う教育で、社会に貢献する一生もののチカラを培います。

箕面市新稲2-11-1
入試部

072-723-4480
adm21@osaka-aoyama.ac.jp

将来の夢は？
将来は小学校教諭になることが目標。子どもと
の関わりを大切に、一人ひとりをサポートでき
る先生になりたいと思っています。そのために
も、まず保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の3
資格・免許状を取得し、子どもを深く理解し、
しっかり向き合えるようになるため、日々の勉強
を頑張っています。

山下 愛音
健康科学部 子ども教育学科
2年生
兵庫県出身

ピアノ練習室から見える大阪平野がとても綺麗。夜景も素晴らしいです！ウチの名物

大阪医科薬科大学
チーム医療・多職種連携を実践できる医療人の育成
大阪医科薬科大学は、多職種連携教育「IPE」の充実に注力しています。医療人を目指
す医・薬・看護の学生が合同で学び、ディスカッションすることで、多様な考え方に触れ、
医療全体を俯瞰できるようになります。その上で、自身のプロフェッショナリズムを醸成
していくことを大きな目的としています。

これからの医療地域包括ケア
本学では、医療・介護・生活支援・介護予防が一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」の構
築に取り組んでいます。医療人育成機関の使命は、「教育と研究」であり、医療の実践に活かすこと
で達成されます。研究成果を社会に還元することを目的として、研究成果から生み出される知的
財産の可能性や、今後の活用についての検討を進めていく専門家「リサーチアドミニストレーター」

「産学官連携コーディネーター」を配置し、地域や医薬産業界の発展に貢献していきます。また、
時代の変化に柔軟に対応し、継続的に質の高い医療を提供するには「病院」も重要です。全施設利
用者のストレスを軽減し、AIを積極的に活用するとともに高い機能を持つ設備を備えた「超スマー
ト医療を推進する大学病院」も竣工予定であり医療を学ぶ上で、最適な環境を用意しています。

統合によって生まれた大阪医科薬科大学は、専門職種連携教育「IPE」の充実に注力し
ています。3学部の学生同士が合同で学びディスカッションすることで多角的な視点で
医療を俯瞰する力を身につけることができるようにしています。

高槻市大学町2番7号
入試・広報課

072-684-7117
nyushi@ompu.ac.jp

大阪音楽大学／大阪音楽大学短期大学部
本学の魅力は？
演奏家を育てるだけでなく、音楽イベントの企
画や音楽ビジネスまで学べるところ！私が入学
した「ミュージックコミュニケーション専攻」は、
実際に自分たちが考えた企画でお客様を楽し
ませられるところが非常に面白く、やりがいを感
じます。一方でスタッフと観客、両方の視点から
物事を捉えないといけない難しさもあります。

企画したプロジェクトとその感想
2021年12月8日に豊中市立文化芸術センターで行われた、ロビーコンサート「EXPRESSION5」を
企画しました。企画を考案しているチーム全員が納得のいくイベントにするのが難しかったです。さ
らに、企画を実際に形にするときに、それまで見えていなかった問題が立ちはだかり、とても大変で
した。反省点も多いですが、上手くいったときの感動は忘れられません。

関西唯一の音楽の専門大学。音楽業界への就職・起業を目指す「ミュージックビジネ
ス専攻」が今春スタート。さらに2023年4月からはポピュラー系専攻・コースが「ポピュ
ラーエンターテインメント専攻・コース」にリニューアルし、ルンヒャン特任教授が指導する

「シンガーソングライティング・コース（大学）／クラス（短大）」も新たにスタートします。

豊中市庄内幸町1-1-8
入試センター

0120-414-015
info-nyushi@daion.ac.jp

将来の夢は？
音響や照明など、「舞台」に関わる仕事に就くこ
とが目標です。国家資格「舞台機構調整技能士
2級」に合格したので、これからは授業で様々な
現場を体験しながら技術を身につけていきたい
です。

吉田 花音
ミュージックコミュニケーション専攻
3年生
大阪府出身

学内にある劇場「ザ・カレッジ・オペラハウス」と、プロ仕様の録音スタジオを擁する「100周年記念館」ウチの名物
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大阪学院大学／大阪学院大学短期大学部
本学の魅力は？
大学生になって初めて情報について勉強し始
めましたが、先生に聞けば聞くだけどんどん教
えてくれるので、全く知識のなかった僕も楽しん
で学ぶことができています。また、1年生のとき
から複数のプログラミング言語を学べるので、
幅広く能力を向上させることができます。自分
に合った言語を探すことにも役立ちました。

今大学で力を入れていることは？
積極的に学ぶことはもちろんですが、「ボランティア部」の活動にも力を入れています。高校まで岡山
県に住んでいたので大学に知り合いがおらず、最初は友達づくりのために入部しました。不定期で
実施する活動会議は大変でしたが、様々な人とかかわれるボランティア活動はとても楽しく、気づけ
ばボランティアそのものにのめり込んでいました。友達も増え、とても充実した毎日を送っています。

「商品」「サービス」「経営戦略・組織」「ホスピタリティ」「会計・情報」「経済」「法」「外国
語」「国際」「IT」を学問領域とする、7学部8学科＋短期大学部の総合大学。大阪駅から
約10分、京都駅から約30分、神戸の三ノ宮駅からは約40分、最寄駅から徒歩約5分、
抜群のアクセスと緑あふれる豊かな環境のキャンパスです。

吹田市岸部南二丁目36番1号
入試事務室

06-6381-8434（代表）
adoffice@ogu.ac.jp

将来の夢は？
幅広く業界研究をしているところです。システム
関係の仕事に就きたいと考えていますが、クラ
ブ活動（ボランティア部）を通して人と接するこ
とが好きな自分に気づいたので、情報の知識と
コミュニケーション力が生かせる企業に勤めた
いです。どこに勤めても、新しい知識をどんどん
取り入れていける社会人でありたいです。

高本 明裕
情報学部・情報学科
3年生
岡山県出身

「人類みな麺類」などを展開する卒業生の松村貴大氏が手掛ける学生食堂「人類みな飯類」のラーメンは絶品！ウチの名物

大阪観光大学
本学の魅力は？
他大学に比べて留学生の人数が多く、校内で
は毎日色んな国の言葉が飛び交っています。ま
た、旅行会社や航空会社などで実際に働いて
いた先生方の授業を受けることができます。先
生方の実体験をもとにしたリアルな講義や実習
は、将来自分が働く姿が想像しやすく、とても楽
しいです。

印象に残っている授業は？
国家資格である、国内旅行業務取扱管理者資
格に関する授業です。基礎である国内地理や旅
行業法、約款などを学ぶことができます。1年生
の後期から授業を取って、2年生・3年生で資格
が取れるように準備ができます。

日本でも珍しい「観光」を専門とした大学です。2022年度より「新」観光学部が始動しま
した。「21世紀スキル（世界市民力）養成科目」「楽しむ力（旅人力）養成科目」「生きぬく
力 （観光職業力）養成科目」で、大学で必要な基礎力から高い専門性まで、段階的に身
に付けることができる大学です。

泉南郡熊取町大久保南5-3-1
入試広報課

072-453-8222
nyushikoho@tourism.ac.jp

将来の夢は？
私の将来の夢はテーマパークで働くことです。
高校2年生の冬、テーマパークに行った際、何
気ない会話で人を笑顔にしているスタッフの方
を見て、私も同じように人を笑顔にしたいと思
うようになりました。そのために、大阪観光大学
でコミュニケーション能力や人を楽しませる力
を身に付けたいです。

徳広 紗名
観光学部観光学科
2年生
京都府出身

関西国際空港に近い大学であり、天気が良いと10階にある展望台から空港や淡路島が見えます！ウチの名物

高校生へメッセージ
将来の夢がある人もない人も自分の心が動くも
のを大切にしてください。そうすると、自分が何を
したいのか明確になってくると思います。本当に行
きたいと思える大学を探すために、オープンキャン
パスなど積極的に足を運んでみてください！

大阪経済大学
本学の魅力は？
大阪経済大学は、「ゼミの大経大」といわれてい
るように、ゼミナール教育に力を入れており、先
生や学生同士の距離が近く、アットホームな雰
囲気で自分の興味にあった分野を深く学ぶこと
ができます。また、学内イベント「ZEMI-1グラン
プリ」など発表の機会を多く設けているのも本
学のゼミの特長です。

本学を選んだ理由
オープンキャンパスに参加し、学生スタッフが明
るく、とてもイキイキしていたのが印象的でした。
実際に入学してみると、学生同士が大変仲が良
く、毎日のキャンパスライフが充実しています。

大阪の中心部・梅田から約20分にある都市型大学。設置4学部（経済・経営・情報社
会・人間科学）には約7000人を超える学生が在籍しています。【ゼミの大経大】1〜4年
生の一貫した“少人数・ゼミ教育”で堅実な学士力、社会人基礎力を養成。【就職に強い
大経大】学生と1対1で向き合う“顔の見えるキャリアサポート”で多彩な職業人の育成。

大阪市東淀川区大隅2-2-8
入試部

06-6328-2431
nyushi@osaka-ue.ac.jp

将来の夢は？
今は未だ明確な夢を描けていませんが、目の前
の目標として、ゼミ活動の成果を発表し、プレゼ
ンテーションの力を競い合う本学のゼミ対抗イ
ベント「ZEMI-1グランプリ」の優勝が目標であ
り、研究活動の大きなモチベーションになって
います。

正岡 円
経済学部・経済学科
4年生
愛媛県出身

公式マスコットキャラクターの「はてにゃん。」は学生からも大人気！大学のイベントなどで会えるかも？！ウチの名物

経済学部を選んだ理由
将来、ものづくりを通じて日本経済を支えるよう
な仕事がしたいので、幅広く就職先を考えること
ができる経済学部に進学を決めました。現在、日
本経済を支えるためには世界を知る必要がある
と感じ、国際経済学のゼミで研究をしています。

大阪経済法科大学
本学の魅力は？
資格取得に強いところと経営学・商学・会計学
を幅広く学べるところが魅力だと感じ経法大に
入学を決めました。「経営戦略論」や「製品開発
論」では、企画手法だけでなく、市場調査や物
流、販売までの全プロセスを体系的に学修し、
ビジネス戦略の全体像を理解できました。

学んでいること
ゼミでは日本を代表する企業の戦略事例を数多く扱い、どういった状況下で、どんな戦略が有効な
のか、市場にはどのような影響を及ぼすのかなどを考察。研究発表にあたり私たちが立てた企業戦
略に関するアンケート調査を実施しました。そこで予想していなかった反応があり、顧客目線に立っ
て企業戦略を立てることの大切さを学びました。今後は夢の実現に向けて、戦略策定などの学修を
深めていきたいと思っています。

国際、経営、経済、法の4学部を備えた社会科学系総合大学です。2023年4月から国際
学部の新コース制がスタート。また経営学部の収容定員が200名から220名（認可申
請中）に！また、公務員採用試験に83名、司法試験2年で7名合格など、多数の実績を誇
る本学。徹底した少人数教育で一人ひとりの希望進路に合わせたサポートしています。

八尾市楽音寺6-10
入試課

0120-24-3729
nyuushi@keiho-u.ac.jp

将来の夢は？
将来は商品開発に携わる仕事に就きたいと考
えています。授業で富士フイルムのフイルム事
業から化粧品事業に展開した多角化戦略につ
いて実際の企業の中期計画や売上高を参考に
研究しました。この研究内容や「製品開発論」で
学んだことを活かし、ジェンダーニュートラルな
化粧品ブランドを立ち上げたいと考えています。

井上 侑香
経営学部・経営学科
4年生
大阪府出身

八尾駅前キャンパスの図書館は一面ガラス張り。夏には打ち上げ花火が見られます！ウチの名物
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大阪工業大学
本学の魅力は？
企業と連携して、実際に企業の方から出された
課題を達成するためにものづくりの企画・提案
を行う「RDクラブ」や、梅田キャンパスの学生が
3年次に「グローバル」「地域連携」「産学連携」
のテーマに分かれて受講する授業など、社会実
装にむけた実践的な教育プログラムがたくさん
あるところが大変魅力的です。

今力を入れていることは？
鳥人間コンテストで優勝！を目標に、『人力飛行
機プロジェクト』の代表としてチームのメンバー
と試行錯誤しながら日々頑張っています。機体
製作の統括や研究など、学業との両立に苦労し
ながらも、充実した大学生活を送っています。

2022年に創立100周年を迎える伝統の実践教育。文系・理系・文理融合の3キャンパ
ス4学部17学科の学びを展開する理工系総合大学で、『教育力』と『研究力』に加え、
2021年の実就職ランキングでは全国第2位、関西の私立大学では12年連続で第1位の

『就職力』が強み。

大阪市旭区大宮5丁目16番1号
入試部入試課

06-6954-4086
oit.nyushi@josho.ac.jp

将来の夢は？
普段の授業ではロボット工学を学んでおり、私
が所属している人力飛行機プロジェクトでは航
空力学や航空工学を学んでいます。将来は、子
供の頃からの夢である航空関連の会社に就職
し、大学の実践的な授業やプロジェクト活動で
学んだことを生かして航空技術者として世界で
活躍したいです。

興津 俊輔
ロボティクス＆デザイン工学部・
ロボット工学科
3年生
大阪府出身

大阪・梅田の主要な駅から徒歩約5分！地上21階建ての梅田キャンパス（ロボティクス＆デザイン工学部）ウチの名物

高校生へのメッセージ
私自身、大学選びに大変苦労しました。しかし今
は熱中できることを見つけられたので、この大学
に入学してよかったと心から思います。「自分が
熱中することができる大学はどこか？」そういっ
た目線でぜひ自分で大学を選んでみてください！

大阪国際大学
本学の魅力は？
私にとっての最大の魅力は、英語インテンシブ
プログラムがあることでした。これは国際教養
学部の独自プログラムで、1、2年次に集中的に
英語を学ぶものです。また、3年次からは、英語
のみでなく自分の専門に合わせて学びを進め、
幅の広い知識・教養を身につけることができる
ので、充実した学びに満足しています。

大阪国際大学での学生生活は？
私は、広島から大阪に出てきたため、知り合いが一人もいませんでした。最初は不安がありました
が、OIUでは少人数制のクラスをはじめ、ボランティア活動やオープンキャンパスといった学生が主
体となって活動することができる機会が多くあるため、他学科の学生との交流も増え、楽しく充実し
た学生生活を送っています。また、OIUでは留学制度が整っているため、大学内だけでなく、海外にも
コミュニティーを広げることができる環境があると思います。

大阪国際大学は体験型の学びを大切にしています。「体験型の学び」とは、一般的な大
学の授業とはちょっと違います。キャンパスを離れ、その場に飛び込んで、人とふれ合っ
たり、新たな気づきを得たり。それによって、行動力、コミュニケーション能力、考える力、
協調性など、さまざまな力が引き出されます。

守口市藤田町6丁目21番57号
入試・広報部

06-6907-4310
nyushi@oiu.jp

将来の夢は？
私は英語を使った仕事を希望しています。そして
人を笑顔にする架け橋になる仕事をと考え、現
在、製薬会社のMRを目指しています。私は幼少
期に持病があり薬に触れる機会が多くありまし
た。これまで学んできた英語と世界情勢の知識を
活かせれば、海外の医薬品情報も扱え、日本の医
療に少しでも貢献できるのではと思っています。

三上 真弥
国際教養学部
国際コミュニケーション学科
4年生
広島県出身

1号館のカフェ「ジャルディーノ」では、本格イタリアンのランチが食べられます。ウチの名物

大阪産業大学
本学の魅力は？
大阪産業大学の魅力の一つは自然が豊かで
あることで、キャンパス内には木で囲まれた大
きな中庭があります。お昼休憩の時や空いてい
る時間にみんなでご飯を食べたり、会話を楽し
んだりしています。また、体育館やグラウンドと
いった運動ができる施設も充実しており、たく
さんの部活やサークルが活動しています。

経済学部を選んだ理由は？
ニュースを通じて世界の景気や経済情勢について興味を持ったことをきっかけに、お金とモノの関
係性や社会の仕組みをもっと知りたいと思うようになりました。経済学部を選んだのは、これらのこ
とを学ぶのに一番適していると考えたからです。また、経済学を学ぶうちに、社会に出てから最も役
立つ実用性の高い学問だと感じるようになりました。そのため、現在では私がもつ経済学の知識を
活かして働けるような仕事に就きたいと考えています。

多様な人とのふれあいで培われた「人間力」が大阪産業大学の「SPiRiT」です。その魅
力が色あせず、学生一人ひとりに寄りそえる、ふところの深い大学に発展したのは、先
輩や大学が「SPiRiT」をと次世代につなげてきたからです。これからも、大阪産業大学は

「SPiRiT」をつむぎながら、新たなるステージへ、踏み出します。

大東市中垣内3丁目1-1
入試センター

072-875-3001
nyushi@cnt.osaka-sandai.ac.jp

将来の夢は？
将来的に何をしたいのか、どんな職種に就きた
いのかはまだ決められていません。しかし、やり
がいがあり、人を笑顔にできて経済学を活かせ
る仕事をしたいという思いは持っています。これ
から家族や先生、友人と相談して、具体的にど
んな仕事をしたいのか見つけられたらいいなと
思っています。

小畑 さくらこ
経済学部国際経済学科
4年生
大阪府出身

会話のはずむグルメスポットがいっぱい！リーズナブルな価格で学生にも大人気！ウチの名物

大阪樟蔭女子大学
本学の魅力は？
児童教育学科の魅力は、とことん親身になって
くれる先生方です。来年2月に留学する準備で、
英検受験を考えていた際にどのように取り組め
ばよいか相談したところ、先生は英文の添削か
ら面接練習など一からすべて教えてくださり、
無事に合格！夜遅くまで勉強に付き合ってくだ
さったり、感謝しかありません！

学科の授業で印象的だった授業は？
私が受けた授業に「英語教材論」という授業があるのですが、実際に中学校で使われている教科書
を使って、表現は適切か、誰にとっても学びやすい教材になっているかなどを考える経験をしまし
た。実際に解いてみる経験をしたりすることで、将来自分で授業をするようになったらどう展開した
方がいいか、などを具体的に想像でき、大変いい経験になりました。

一人ひとりへの丁寧な指導が「児童教育学科就職率11年連続100％」や「管理栄養士
合格率 10年平均99.2％」など、高い実績を生んでいます。本学独自の教育プログラム

「美Beautiful」をベースにした学びが、さらなる進化を遂げます。

東大阪市菱屋西4-2-26
入試広報課

06-6723-8274
koho@osaka-shoin.ac.jp

将来の夢は？
中学校の英語教員になりたくて、勉強していま
すが、副専攻で日本語学校教員の資格も取得
できるようにしています。将来的には、日本で中
学校教員をした後に、ベトナムやインドネシアで
日本語教員をしたいと思っています。いろんな
出会いや経験を積んで、何にでも興味を持ち楽
しいと思える人になりたいです！

下野 海羽
児童教育学部 児童教育学科
2年生
大阪府出身

学生がデザインした5種類のパウダールーム！かわいいし、使いやすいし、めっちゃよき♡ウチの名物
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大阪商業大学
本学の魅力は？
少人数制でアットホームな環境であるからこそ
他大学に比べ、生徒1人に対して指導を仰げる
先生の多さが魅力だと思います。また資格講座
や個別就職サポートが充実しており、様々な形
で就職活動の支援を受けることが出来ます。

大学で挑戦していることは？
学生スタッフという団体の活動に参加しています。学生スタッフとは、主にオープンキャンパスに訪れ
た高校生や保護者の方々に大学内を案内するなど、本学の魅力を伝える活動をしている団体です。
限られた時間で少しでも本学の魅力を伝えられるようにコミュニケーションをとる努力をしていま
す。また近辺にある大学のダンスサークルにも所属しており、勉強と同時にサークル活動にも日々努
めています。

日本で唯一「商業」の名がつく大阪商業大学。経済学・経営学・商学・公共学といったビ
ジネスの現場で生きる専門知識やスキルを、中小企業のまち・東大阪で実践経験を通
して学ぶことができます。なんばから電車で約12分とアクセスも抜群。大商大には挑戦
できる場と後押しをしてくれる体制があります。大商大でチャレンジしてみませんか。

東大阪市御厨栄町4-1-10
広報入試課

06-6787-2424
nyugaku@oucow.daishodai.ac.jp

将来の夢は？
まだ明確には決まっていませんが、本学で学ん
だ経済学や資格講座を受講し取得した秘書検
定の資格、現在勉強中のファイナンシャルプラ
ンナー・日商簿記の資格を活かした就職先に
就職することを目標としています。

中野 未咲
経済学部・経済学科
3年生
大阪府出身

約50坪の広さを有するユニバーシティ・コモンズ リアクトは西日本最大級のアクティブラーニング空間。ウチの名物

大阪女学院大学／大阪女学院短期大学
本学の魅力は？

「英語で学ぶ」のは世界のこと。広い題材の中
から自分の興味を見つけ深めていきます。一人
一台のiPadを使ったプレゼンテーション、ディ
スカッションなど実践型の授業で、英語力も自
信も身につきます。少人数・習熟度別クラスなの
で、友達と協力して課題も乗り越え、先生とも
気がつけば仲良くなっています。

入学後に驚いたことは？
とにかく学生が「個性的」で、友達が沢山できます。学内を歩けば知り合いばかり、と人との距離が近
いです。スピーチコンテストへの出場、卒業アルバムの企画など、自分の「好き」を貫き一生懸命な人
が多いです。好みも趣味も違っても、課題がきっかけで仲良くなるので、よく時間も忘れてお喋りして
います。そして、スケジュール管理は得意になります。学び、学校行事、サークルや遊び、全てに全力投
球の大阪女学院です。思い出と経験がギュッと詰まった学生生活になること間違いなし！

世界の中のわたしとして、世界の課題を英語で学ぶ。徹底した少人数制で、「平和・人
権・文化・環境」をテーマに学生が主体的に学ぶ教育が特色です。教育の3つの柱はキリ
スト教教育・人権教育・英語教育。語学力だけでなく、感じ、気づき、考える力、自分の言
葉をもって他者とかかわってゆくコミュニケーション力を育てます。

大阪市中央区玉造2-26-54
アドミッションセンター

06-6761-9369
admi@wilmina.ac.jp

将来の夢は？
世界中に皆が活 と々過ごせる場所をつくること
です。労働環境と教育に関する課題について
日々学んでいます。大学では将来について相談で
き、多くの人に支えて頂いているので、今度は私
が支える側になりたいと思ったのがきっかけで
す。好きな英語で世界中の人と繋がり「誰かの将
来を共に考える人として働く」ことが目標です。

増野 ANGIE 桃香
国際・英語学部 国際・英語学科
4年生
大阪府出身

「学生、教職員の皆さん」。個性的で笑顔いっぱい。オープンキャンパスで会えますよ！ウチの名物

大阪信愛学院大学
本学の魅力は？
教師になる夢を叶えようと教育学部のある大
学について調べた際、大阪信愛学院大学が共
学の4年制大学として開学することを知り、教
師として必要な力を身につけられるカリキュラ
ムが充実していることや、自宅から通いやすい
立地であることに魅力を感じ入学しました。

大学生活で実現したいことは？
取得できる免許や資格を一つでも多くとりつつ、
自分が理想とする教師像を実現するための力を
磨いていきたいと思います。

2022年4月、【教育学部】【看護学部】設置の「大阪信愛学院大学」として、「地域と歩
み・地域と生きる」共学の4年制大学を開学しました。学生一人ひとりを大切に、豊かな
人間性と高い倫理観や愛と奉仕の精神を備え、現代社会で必要とされる人々のために
進んで関わり、心から寄り添い、信頼される「教師・保育士、看護師」を養成します。

大阪市城東区古市2-7-30
入試広報課

06-6939-4391（代表）
univ-ad@osaka-shinai.ac.jp

将来の夢は？
小学校の時から勉強が苦手だったのですが、中
学生の時に出会った先生のおかげで勉強が好
きになりました。自分も将来は勉強嫌いの生徒
が勉強を好きになってもらえるような先生にな
りたいという夢を持っています。

木村 友祐
教育学部・教育学科
1年生
大阪府出身

学院創設120周年を記念して建てられたチャペルは、信愛のシンボルとして学生や地域の人に愛されています。ウチの名物

本学の印象は？
1期生としてスタートできることはとてもうれし
く、大学の先生方も手厚く接してくれるので、
これからの大学生活に大きな期待を持ってい 
ます。

大阪成蹊大学
本学の魅力は？
英語のスキルアップや充実した留学制度などの
独自のカリキュラムが充実していることに惹か
れました。基礎から学びを始めることができる
ほか、少人数の講義で英語担任制やネイティ
ブの教員による個別指導もあることから、英語
力をつける環境が整っていることがとても安心 
です。

留学に期待する想いは？
もともと外国や旅行が好きで興味がありました。学生のうちに留学すると高校生の時から決めてい
ました。留学先では、コミュニケーションだけではなく、文化や社会の課題もみつけて学んでいくこと
を心掛けて、ひとまわり大きく成長して見識を広げていきたいと思っています。

本学は経営学部、国際観光学部、教育学部、芸術学部を擁する総合大学で、2023年4
月にはデータサイエンス学部（仮称）、看護学部（仮称）を開設予定で学部設置認可申
請中です。また、同時に「阪急相川駅」から徒歩2分の場所に新キャンパスを開設します。
これにより、文・理・芸6学部の総合大学に進化します。

大阪市東淀川区相川3-10-62
入試統括本部

06-6829-2554
nyu@osaka-seikei.ac.jp

将来の夢は？
コミュニケーション能力や英語力向上につなが
る挑戦をしていきながら、留学などさまざまな
経験を通じて視野を広げながら自分の可能性
を広げて、「人のために役立つ」という理想を実
現できる仕事をしたいと考えています。

小林 紗千
経営学部・国際観光ビジネス学科
※2022年4月より国際観光学部に改組
3年生
京都府出身

2023年4月に「阪急相川駅」から徒歩2分の場所に駅前新キャンパスを開設します。ウチの名物
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大阪総合保育大学
本学の魅力は？
まずは、週に1度のインターンシップです。さらに

「先生になりたい」という同じ夢をもった仲間
がいるので、大学に行くと「みんなも頑張ってい
るから、僕もがんばろう！」とやる気が出ます。授
業やインターンシップ、アルバイトなど忙しい時
もあるけど、頑張った分だけ夢に近づくことが
できていると実感しています。

私のオススメ授業
1年生5月からのインターンシップです。毎週インターンシップに行くなかで、行事には現場の先生の
思いがつまっていることや行事の大切さが理解できました。印象的だったのは、幼稚園の生活発表会

「3匹の子ぶた」の道具づくり。現場の先生と「もっとリアリティを出そう」という話になり、屋根に本
物のわらを使うなど、細部にもこだわって準備をしました。子どもたちは大喜びで頑張れるようにな
り、“先生”として大切な姿勢を学べました。私も子どもの喜びを考えて、取り組める先生になります。

保育所・幼稚園・小学校の「先生」を育成する大学です。大阪市東住吉区湯里6-4-26
広報室

06-6702-7603
sohodai@jonan.ac.jp

将来の夢は？
幼稚園や小学校の「先生」になるために頑張っ
ています。保育士と幼稚園教諭1種・小学校教
諭1種を同時に取るつもりです。さらに、幼稚園
や小学校にそれぞれ1年間インターンシップに
行きました。それぞれの校種の魅力ややりがい
も経験できましたし、子どもたちは共通して可
愛かったので将来の選択肢が増えました。

梨木 渉
児童保育学部
2年生
北海道出身

大阪体育大学
本学の魅力は？
一番の魅力は、体育・スポーツの分野における、
多角的な学びが可能な環境です。元アスリー
トや、現在も指導者として第一線でご活躍され
ている先生方から、スポーツを「する、観る、支
える」に関する最新の知見を学ぶことが出来ま
す。また競技ごとに体育館やグランドが設置さ
れており、設備環境面も充実し魅力的です！

本学を目指す受験生へメッセージ
受験生の皆さん、おそらく不安や焦りから大変な時期だと思います。私も沢山の不安を抱き、受験に挑
んだことを今も覚えています。考えるよりも行動を！ 努力はきっと皆さんの未来を明るいものにしてくれ
ます！大阪体育大学には体育・スポーツに対して志の高い生徒が多数在籍しています。それはプレー
ヤーとしてだけでなく、トレーナーや指導者、体育会経験を活かした企業就職などキャリア選択は多
岐にわたります。大阪体育大学から社会に羽ばたく！そんな明るい未来に向けて頑張ってください。

1965年に関西ではじめての体育系大学として設立され、日本における体育・スポーツ
の指導者養成や教員養成の歴史をリードしてきました。どんな時代でも社会のニーズに
対応できる人材を育成するため、体育学部と教育学部を設置し、教育研究の環境とサ
ポート体制を整えています。就職に強く、全学生に個人面談を行っています。

泉南郡熊取町朝代台1-1
入試部

072-453-7070
nyushi_info.users@ouhs.ac.jp

将来の夢は？
金融関係の仕事に就きファイナンスのプロにな
ることです。本学には高等学校の保健体育教員
を目指して入学しました。しかし大学生活や外
部でのボランティア経験を経て、自分を見つめ
直した結果、まったく無縁だった金融業界にた
どり着きました。現在は企業に内定も頂き、目
標に向けて一歩前進することが出来ました！

隈 敦志
体育学部 スポーツ教育学科
4年生
三重県出身

関西空港（大阪湾）を眺めることができる高台にあり、夕日は施設と相まって最高です。ウチの名物

大阪電気通信大学
本学の魅力は？
2022年に竣工した寝屋川キャンパス「OECU
イノベーションスクエア」は、ガラス張りが印象
的なオープン空間になります。学科・研究室の
壁がないので他学科との交流が生まれて新た
なアイデアの創出につながっていると思います。

本学を選んだ理由は？
高校の課題で音声について調べたことを機に、
もっと学びたいと思いました。本学を選んだのも
音声の専門家である先生がいるから。入学前、そ
の先生に音声に関する小論文を持ち込み、意見
を聞くこともできました。

デジタル化やネットワーク化が加速し、あらゆるモノが情報と結びつくSociety 5.0とい
われる情報化社会で生きる学生にとって、情報テクノロジーを使いこなす力は欠かせな
いものです。本学では開学以来情報教育に力を注いでおり、その経験とノウハウを活か
し、あらゆる学問に先進の情報テクノロジーを取り入れた教育を展開しています。

寝屋川市初町18-8
入試部

072-813-7374
nyushi@osakac.ac.jp

将来の夢は？
今後は、人の声から感情を判断し、その時の気
分にあった照明を自動で調整してくれるような
IoT機器をつくりたいです。難しい感情認識の
技術についての知識を増やすため、AIやプログ
ラミングの学習にも積極的に取り組んでいま
す。ICT分野で人の役に立ち、喜んでもらえるよ
うな仕事に就くことが目標です。

北澤 知子
情報通信工学部 情報工学科
4年生
京都府出身

四條畷キャンパスからは大阪市内が見下ろせます。夜にみれる夜景は絶景です！！ウチの名物

分野選びの視点・アドバイス
基礎から丁寧に指導してもらえるので、プログラ
ミング経験者や理系出身者はもちろん、初めて
情報工学に接する人も学びやすい環境です。社
会的なニーズの高い情報分野に進むことで、将
来の選択肢も広がると思います。

大阪人間科学大学
本学の魅力は？
入学後2年間、FAという担任制度があります。
1年に2回、先生との個別面談があり、相談しや
すい環境が整っています。面談の内容は、友達
についてのことや生活面のことなど勉強以外に
も気にかけてくださいます。学科により異なりま
すが、専門科目は少人数での授業が多いため、
先生に質問しやすい環境も整っています。

本学を目指す受験生へのメッセージ
受験生の皆さんの中には、専門職を目指す中で、「途中で挫折したらどうしよう」「勉強についていける
のかな」と不安を感じる人もいると思います。本学では専門的な勉強も多く、簡単な内容ばかりではあ
りません。でも学生が悩んでいる時には、相談しやすい環境が整っており、教職員の方々は学生の悩
みに向き合ってくださいます。入学後には同じ職業を夢に持つ仲間や、支えてくれる人たちと出会える
ので、今はしんどいことや不安なことが多くあると思いますが、進路実現に向けて頑張ってください。

高齢化や地域医療へのシフトが進む中、様々な専門職が連携して一人ひとりを支える
「チーム支援」の重要性が高まっています。大阪人間科学大学は、「対人援助の専門職
業人」を育成する総合大学として、3学部7学科体制で、多職種連携を先導する“チーム
支援のリーダー”を育成します。

摂津市正雀1-4-1
入試広報センター課

06-6318-2020
nyushi-ohs@kun.ohs.ac.jp

将来の夢は？
将来の夢は視能訓練士になることです。私は、
幼少期から医療系の仕事に就きたいと考えて
いました。たくさんの医療系の職種がある中で、
視能訓練士を目指したのは、私が中学生の時
に兄宛てに送られてきた一冊の「視能訓練士」
のパンフレットに惹かれたことがきっかけです。

的場 美歩
人間科学部 医療福祉学科
視能訓練専攻
3年生
福岡県出身

大阪人間科学大学のOCでは学生スタッフのSHINE☆NINKA（シャイニンカ）が元気に皆さんをお出迎えします！ウチの名物



19 20

大阪保健医療大学
本学の魅力は？
4年間同じクラスで先生と学生との距離が近い
ので、高校のクラスと近い雰囲気で楽しく学べ
るところが魅力です。担任の先生には、実習先
の希望を聞いて頂いたり、勉強からプライベー
トな悩みまで相談に乗ってもらったり、とても
心強いです。居心地の良い環境は、勉強するモ
チベーションにも繋がると思っています。

本学に入学したいと思った理由は？
国際リハビリテーション実習という、専攻に関係なく、参加希望制の体験型プログラムがあり、海外の
福祉の現場を体験することで、セラピストとしての視野を広げることが出来ると思ったからです。もとも
と国際交流に興味があり、進路を検討している中で、医療系の大学で国際活動をしている大学は珍
しいと思いました！実際に1年生の時にカンボジアスタディツアーという実習に参加し、日本にいるだ
けでは気付くことが出来なかったことを沢山学べたことがその後の成長にも繋がっていると思います。

「リハビリ＋1（プラスワン）の教育」をモットーに理学療法士・作業療法士を学べる環境
を整えています。「ステップアップ実習システム」で1年次の早い段階から座学と実習を相
互に学ぶことにより、それぞれの理解をより深めていきます。また、コミュニケーション能
力を養うとともに実践・技術力を磨きながら信頼されるセラピストを育成します。

大阪市北区天満1丁目9番27号
学園事務局

0120-581-834
info@ohsu.ac.jp

将来の夢は？
お年寄りが好きなので、将来は高齢者に関わる
作業療法士になりたいと考えています。いくつに
なっても好きなことをしてほしい、さまざまな可
能性を見つけてほしい。お年寄りの方が生きが
いを持って過ごせるよう、治療だけでなく、予防
という視点も加え、作業療法士として幅広く活
躍したいと思っています。

土井 明子
保健医療学部 リハビリテーション学科
作業療法学専攻
4年生
大阪府出身

誰かの力になる喜びを。リハビリ＋1の教育で理学療法士・作業療法士を目指す！ウチの名物

大手前大学
本学の魅力は？
大手前大学の魅力は、先生との距離が近く、授
業や実習、実験の際に分からない点や疑問点
などがあれば丁寧に教えていただくことができ
ます。とても話しかけやすい雰囲気で、授業終了
後先生のところへ質問に行く学生が多いです。
大手前大学は私たち学生のために寄り添ってく
れている大学です。

｢大学での学びは？｣
私は本学の健康栄養学部で献立の作成や栄養の基礎、栄養に関わる人体のことなど他にも栄養管
理に関わるさまざまな分野を学んでいます。座学だけでなく実験や実習、臨地校外実習等、実践的なカ
リキュラムが十分に組まれており国家試験合格だけでなく就職後即戦力として活躍できるような授業
を本学では学ぶことができます。また本学は学部を超えて学ぶことができます。実際に栄養学以外の
興味のある授業を受けることができたことから自身の可能性や興味の幅が広がったと感じています。

大手前大学大阪大手前キャンパスは、大阪の中心から健康と栄養で世界を支える「健
康栄養学部」と「国際看護学部」の二つの学部を擁し、人々の生命と健康に寄与する看
護師や管理栄養士を育成しています。また2023年4月、経営学部（設置届出中）が西宮
市・さくら夙川キャンパスに誕生します。

西宮市御茶家所町6-42
アドミッションズオフィス

0798-36-2532
koho@otemae.ac.jp

将来の夢は？
幼い頃から食べることが好きで、小、中学校で
は給食の献立表を見ることが楽しみでした。次
第に自分で献立作成をし、食事を通して人々の
健康を支えたい、また笑顔にしたいと感じ管理
栄養士という職業に興味を持ちました。どのラ
イフステージの方にも味と心のこもった食事を
提供する管理栄養士を将来目指しています。

村上 優奈
健康栄養学部
4年生
兵庫県出身

大阪のシンボル、大阪城を一望できる学内には、最新設備やプロ仕様の器具をそろえた各種実習室を完備。ウチの名物

関西大学
本学の魅力は？
大学生活を充実させるために、学業・部活動・
サークル活動等へ打ち込む環境があることはもち
ろん、就職活動や資格取得、大学院進学への学
習等、学生個人の将来設計に合わせた一人ひと
りへのサポート体制も充実している点です。豊富
な文献の揃う図書館や親身に相談にのってくれ
るキャリアセンターの存在は私の強い味方です。

学部の学び・研究について
法学部では、大きく法学と政治学の二つの学問
分野から知識を深めております。その中でも私が
注力し学んでいるのが「会社法」という法律であ
り、就職活動や新聞記事等に対して法学的視点
から考える力を養える点も魅力の一つです。

本学は「学の実化」を教育理念としています。これは大学が社会のあるべき姿を提案し、そ
の必要とするもの提供することで「学理と実際との調和」を求める考え方です。この実現
をめざし、不確実性の高まる社会の中で困難を克服し未来を切り拓こうとする強い意志
と、多様性を尊重し新たな価値を創造することができる力とを有する人材を育成します。

吹田市山手町3-3-35
入試広報グループ

06-6368-1121（大代表）
nyushikoho@ml.kandai.jp

将来の夢は？
社会に出る上で「置かれている現状に満足せず
常に成長に対して貪欲であること」を大切にし、
自分自身が商材となり戦うことのできる武器を
蓄積していくことのできる人間になります。その
一つとして、グローバル化の進む現在において
語学スキルの習得を短期的な目標と設定し、よ
り知識を深めていきたいです。

野口 翔太郎
法学部 法学政治学科
4年生
大阪府出身

千里山キャンパスの中心部にある、人工芝の広場「悠久の庭」。学生や近隣住民の憩いの場となっています。ウチの名物

興味を持って取り組んだこと
関西大学主催のビジネスアイデアコンテスト

「SFinX」です。法学部に所属しながら、本学の
理工系学部教授の研究成果に触れ、仲間と共に
社会課題を解決するアイデアを熟考した経験は、
私自身の視野拡大に繋げることができました。

関西福祉科学大学
本学の魅力は？
一番の魅力は先生と学生の距離がとても近い
ことです。授業で分からない所や不安、悩みが
ある時はすぐに質問に行くことができます。先
生方はどんな話でも快く聞いてくださり、時には
他愛のない話をすることもあります。これらの事
は、私が入学前に抱いていた大学のイメージと
は異なり、とても魅力的な点だと感じています。

言語聴覚学専攻を選んだ理由は？
私は「聞く」「話す」「食べる」ことは、人生における
幸せだと感じています。当たり前と感じていたこ
とは、誰しもができることではないということを知
り、この幸せを少しでも感じてほしい、幸せのお
手伝いをしたいと思い選びました。

福祉、心理、健康、栄養、リハビリテーション、教育分野に特化し、それぞれの高度な専
門教育を展開する総合大学です。教養教育を通して、コミュニケーション力に優れた豊
かな人間性の育成にも力を入れています。人の幸せを願い、専門分野等で活躍できる
人材を養成する大学として進化を続けます。

柏原市旭ヶ丘3丁目11番1号
入試広報部

072-978-0676
d-nyushi@tamateyama.ac.jp

将来の夢は？
将来の夢は患者様に寄り添える言語聴覚士に
なることです。言語聴覚士の仕事は患者様の
日々の生活に欠かせないため、毎日お会いしま
す。そのため信頼関係は必須です。患者様が日々
の生活や今後について、悩みや不安を抱えたと
きに気づける人、また「この人には話したい」と
思っていただけるような医療人になりたいです。

前田 陽菜
保健医療学部 リハビリテーション学科 
言語聴覚学専攻
4年生
大阪府出身

学生食堂TamaCafeにはお洒落なメニューが盛りだくさん！パンケーキなどのスイーツも販売。ウチの名物

受験生へのメッセージ
受験に向かいとても大変な日々かと思います。
大変な時こそ、大学でしたいことや楽しんでいる
自分自身を想像し、後悔のないよう歩んでくださ
い。みなさんと関西福祉科学大学でお会いでき
ることを楽しみにしています。
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近畿大学
本学の魅力は？

「したい」を実現できる環境がある所が最大の
魅力です。やる気さえあれば、起業して学内で飲
食店を経営することも、企業とコラボしてアイデ
アを実現することも、24時間自習することも、プ
ログラミングの達人になることだって！最新設
備や様々な支援体制があり大学全体で背中を
押してくれるので、BIGな夢に急接近できます。

入学してよかったこと
「多くの選択ができる機会を得られたこと」です。私が所属している学部は、クリエイティブやニュース
翻訳、マスコミ就活のゼミを放課後独自に開講している熱心な先生方がおり、学生の前向きな姿勢
に応えてくれます。私自身、興味があるゼミを選択して講義を受け、将来像がより明確になりました。ま
た、学生数が多いため沢山の繋がりを作ることができ、生涯の財産となる様 な々個性を持つ友達と出
会うことができました。是非皆さんも、選択肢が無限に広がっている近大で、未来を創造してください。

医学から芸術まで幅広い分野を網羅する日本屈指の総合大学です。令和4年4月に15
番目の学部「情報学部」を開設し、新たな情報価値や情報サービスの創出を担う、最先
端の技術を備えた情報技術者を養成します。また、すべての学部で「実学教育」を実践
し、社会で役立てる人材を育成することをめざしています。

東大阪市小若江3-4-1
入学センター

06-6730-1124
nyushi@itp.kindai.ac.jp

将来の夢は？
広告コミュニケーションに携わることです。広告
はただ情報を発信するだけではなく、人の気持
ちをデザインする役割も担っていると考えてい
ます。「モノには満たされているけれど、どこかさ
みしい。そんな現代を生きる人々のココロにぬ
くもりを。」こんな思いを持ち、表現やことばで、
社会をほんの少しだけ豊かにしたいです。

西 陽菜
総合社会学部 総合社会学科
3年生
兵庫県出身

四天王寺大学／四天王寺大学短期大学部
本学の魅力は？
一番のお気に入りは自然豊かな広大なキャン
パスです。四季を感じたり、庭園で友人と昼食
をとったり、とてもリフレッシュできる空間です。
学業はもちろん、クラブ・サークルや学生運営
委員会をはじめとした課外活動など、大学生も
短大生も一緒に切磋琢磨しながら学部・学年
を越えた仲間ができます！

大学でチャレンジしたことは？
4年間で新しい発見に出会うことを目標に、ニュージーランド・カナダへの海外語学研修や『てんしば』
にある外国人ゲストハウスでのインターンシップなど、大学独自のプログラムに積極的にチャレンジし
ました。ネイティブの方 と々たくさん会話することで英語力と自信が身につき、国際キャリア学科の特
待生と所属ゼミのリーダーにも選ばれました。学内では仲間と切磋琢磨しつつ、学外のさまざまなコ
ミュニティに参加することで視野が広がり、入学前と比べるとはるかに成長したと実感しています。

羽曳野市にキャンパスを置き、約1400年前に聖徳太子によって創建された日本最古の
学問所「四天王寺敬田院」が起源で、2022年に学園創立100周年を迎えました。人文
社会学部、教育学部、経営学部、看護学部、短期大学部、大学院を設置しています。聖徳
太子の教えである「和の精神」「利他の精神」を培い、社会で生かせる専門性を養います。

羽曳野市学園前3丁目2-1
入試・広報課

072-956-3183（直通） 
nyushi@shitennoji.ac.jp

将来の夢は？
海外語学研修や留学で異国の文化や価値観
の違いを体験したことで、「多様な価値観を認
め合う世の中にしたい」という想いが強くなりま
した。現在、就職活動に取り組んでおり、時代や
環境の流れを汲んで行動と挑戦を続け、さまざ
まな価値観と社会の変化をつなぐような架け
橋として、社会で活躍していきたいです。

鍋谷 紫音
人文社会学部 国際キャリア学科
4年生
大阪府出身

無料で英会話レッスンができるi-Talkや、期間限定100円朝食・夕食など、学生サポートが充実！ウチの名物

摂南大学
本学の魅力は？
1年次からの少人数ゼミでは、先生から丁寧な
指導を受けることができます。キャリア教育も1
年次からあり、学部・学科ごとの担当スタッフか
ら提出書類や面接対策など細かな個別指導も
してもらえます。図書館にはラーニングコモンズ
や個別の学習スペースがあり、一人でもグルー
プでも学習することができます。

高校生へのメッセージ
これからの時代で必要になってくる「情報」分野について学べる経営学部を志望。高校生の時は気にな
る大学のオープンキャンパスに複数参加し、学生と話をしたり、施設見学をしたりして入学後のイメージ
を膨らませました。大学生活は高校の時よりも「自主性」が重要です。勉強や研究だけでなく、部活やサー
クル、アルバイト、資格取得など、勇気をもって一歩踏み出すことで自分の世界が広がります。受験勉強で
は無理をしすぎず、時には志望大学について調べて大学生活をイメージし、息抜きをしてください。

大阪府の寝屋川市と枚方市に2つのキャンパスを持ち、文系・理系バランスのとれた総
合大学です。2023年4月に現代社会学部（仮称）※を開設し9学部17学科に。1年次か
ら少人数によるゼミ教育や担任制を取り入れ、学生一人ひとりを大切にしたきめ細か
い支援を行っています。　※2023年4月開設予定（設置認可申請中）。

寝屋川市池田中町17-8
入試部

072-839-9104
SETSUNAN.Nyushi@josho.ac.jp

将来の夢は？
経営学部ではデータ分析力を身につけ、入
試部スタッフと協働で広報活動をするSGP

（SETSUNAN GIRLS PRESS）では、自分の
考えを伝える力や状況に応じてメンバーを支援
するフォロワーシップ力が向上。それらの力を
活かし、将来は総務関係の部署でお客さまだけ
でなく社員の満足度も高めたいです。

伊藤 名菜
経営学部 経営情報学科※

※2022年4月経営学部改編前の学科
4年生
北海道出身

寝屋川・枚方キャンパスともに食堂が新しく、おいしい！ハロウィンやクリスマスには特別メニューも楽しめる♪ウチの名物

四條畷学園大学
本学の魅力は？
少人数制でしっかりと先生に指導していただけ
る環境です。授業や授業以外でもわからないこ
とがあれば学生の皆はすぐに先生に聞きに行
くなど、先生との距離の近さを感じることがで
きます。とてもアットホームな雰囲気の中で落ち
着いて勉強に取り組むことができます。

オープンキャンパスの感想
とても丁寧に学舎を案内してもらい、授業で使用
する機器や設備などを実際に説明を聞いたり見
たりすることができます。その結果、作業療法が
実際にどのようなものか最もわかりやすくイメー
ジできました。

四條畷学園大学は、リハビリテーション学部と看護学部の医療系学部に特化した大学
です。JR四条畷駅前すぐに、まもなく100年を迎えるキャンパスを有し、地域の医療を支
える人材を育成しています。

大東市学園町6番45号
広報課

072-800-8970
nyushika@reha.shijonawate-gakuen.ac.jp

将来の夢は？
ケガや障害を抱えていて辛い思いをされている
患者様に対して、楽しいと感じてもらえるリハビ
リテーションを提供できる作業療法士になりた
いです。また、作業療法士の仕事の魅力を伝え
ていけるように、社会で活躍していきたいです。

北濃 一葉
リハビリテーション学部
リハビリテーション学科 作業療法学専攻
2年生
大阪府出身

高校生へのメッセージ
自分は大学って難しいかなって構えていました
が、勉強をすればするほど学び甲斐を感じていま
す。今では入学前よりも作業療法士になりたい
気持ちは強くなりました。「頑張るぞ」の気持ちを
持って、本学で一緒に勉強しましょう！

一流シェフによる本格フレンチ・イタリアンが堪能できる「ビストロ北条」がおすすめ！ウチの名物
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千里金蘭大学
本学の魅力は？
幼児と関わることができる「金蘭おやこクラブ」
と児童と関わることができる「子ども地域活動」
の授業があり、入学後1年間通してどの資格を
取るか経験を重ねて選択することが可能です。
また、少人数教育で、先生との距離が近く、名
前をすぐに覚えていただけたり、ボランティアな
ども紹介していただくことができます。

印象に残っていることは？
2年生で行った小学校のインターンシップが印象に残っています。小学校で1週間勉強させていただ
き、「先生方の児童への関わり方や注意の仕方」「教室づくり」「教員の実際の仕事内容」「現在の児
童の実態や環境」などを観察することで学びを深めることができました。小学校の様子や児童との
関わり方、一日の流れなども学び理解することができ、教育実習に向けていい経験になりました。

千里金蘭大学は2023年4月、栄養学部、教育学部、看護学部の3学部3学科に生まれ
変わります（設置届出中）。「栄養」「教育」「保育」「看護」の高い専門性を身につけるため
の環境が整っています。新しい時代を切り拓く力を千里金蘭大学で身につけませんか？
夢を叶えるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

吹田市藤白台5-25-1
アドミッションセンター

06-6872-0721
app@cs.kinran.ac.jp

将来の夢は？
児童の理解者として、いつも気持ちに寄り添
い、信頼される小学校教員になりたいと思って
います。児童の気持ちに寄り添うためにも休み
時間は一緒に遊んだり1対1で話を聞けるよう
に自分の仕事の時間を考えて動くこと、児童の
実態や個性を理解し、行動に移せるようにする
ことが目標です。

渡嘉敷 瑠美菜
教育学部 教育学科
3年生
大阪府出身

相愛大学
本学の魅力は？

「出来ないことを、出来るまでやる」をさせてくれ
るのが相愛大学の魅力です。経験豊富な先生
方からわからないことがすぐに聞ける環境で、
管理栄養士資格取得のための勉強が効率よく
出来ます。また、学外実習による現場体験が出
来、管理栄養士の仕事を将来の自分を想像し
ながら学べ、知識を深められます。

管理栄養士資格を取得する目的は？
薬膳料理の効能は食物の栄養素と関係があるのではないかと考え、栄養のスペシャリストである管理
栄養士免許の取得を決めました。大学の授業は一つの栄養素やホルモンなどを色 な々視点から詳しく
学べます。そのため、自分の知識も豊富になり、相愛大学へ進学をして良かったと心の底から思えます。
料理や献立を作るとき、大学で学んだことで進化していくのが自覚でき嬉しいです。技術だけでなく、知
識の量を増やすことで、自分が飲食の道で戦う武器の一つとして管理栄養士の資格を取得したいです。

相愛（ここ）にしかない、実践（まなび）がある。社会に出て働くとはどういうことか。その
問いから、相愛の実践教育は出発しています。誰かの心を動かしたり、誰かの成長を見
守ったり。誰かの心を軽くしたり、誰かの健康を支えたり。人の役に立ち、人から必要と
される魅力的な人材になるための、実践の場を存分に活かしてください。

大阪市住之江区南港中4-4-1
入試課

06-6612-5905
nyuushi@soai.ac.jp

将来の夢は？
将来、中国料理人として自分の店を持つことが
夢です。管理栄養士の資格を取得し、高校時代
に取得した調理師免許とともに二つの視点を
持つ強みを活かし「春日聡一郎の料理」を作り
出したいです。また、人材育成にも興味があるの
で、後進への指導にも力を入れていきたいです。

春日 聡一郎
人間発達学部・発達栄養学科
4年生
大阪府出身

宝塚大学
本学の魅力は？
梅田にキャンパスがあり、アクセスが良いです。
建物自体も非常に綺麗で日中は自然光が差し
込みキャンパス内は明るく、設備も充実してい
ます。芸術療法を学べるのも本学の魅力だと感
じます。

本学の特長的な授業について
音楽や絵画、陶芸、メイクといった様々な芸術療
法を学ぶことができます。人の心を癒す、心と体
のケアにも関わるアートがもたらす可能性や秘
めた力について学べるのが楽しいです。

大阪梅田で看護師・助産師をめざす！宝塚大学看護学部・助産学専攻科では、アートに
かかわる体験的な学習を取り入れて、看護師・助産師に不可欠な「豊かな人間性」を育
てています。心を動かす体験を積み重ね、対象者の心を敏感に感じ取れる感性を身につ
け、看護師・助産師への夢に向かって、あなただけのカラーを宝塚大学で彩りましょう！

大阪市北区芝田1-13-16
梅田事務部 入試課

06-6376-0853
kango-nyushi@takara-univ.ac.jp

将来の夢は？
患者さんの気持ちに寄り添い、患者さんが今最
も必要としている看護は何かを瞬時に判断し
て実践できる、対応力のある看護師になるのが
夢です。どの領域に進みたいかなどはまだ考え
きれていませんが、今後の領域実習を通して自
分が最も興味のある分野を見つけられたらな
と思っています。

横山 遥香
看護学部看護学科
3年生
大阪府出身

阪急大阪梅田駅から徒歩5分！世界的なアーティストが手掛ける癒しのライトアップが特長のキャンパスです！ウチの名物

大学に通ってよかったと思うことは？
4年間で多くの知識と技術をじっくり習得するこ
とができるうえに、その期間で自分がめざす将来
像を明確にしたり、考えたりすることができます。
周りは同じ夢を志す人ばかりなので、助け合いな
がらお互いに成長し合える仲間もできます。

梅花女子大学
本学の魅力は？
何より、教員との距離の近さです。疑問が生ま
れたら、研究室を訪れ、理解するまで教えてい
ただきました。アットホームなところは就職活動
でもエントリーシートの添削など、一人ひとり
の個性に合わせてサポートしてもらえます。あと
は、キャンパスがとにかく美しいこと！来学した
親や友人からいつも褒められ、自慢です。

“チャレンジ”したこと
産学連携の授業で、大阪の老舗喫茶店などとコ
ラボレーションした「大人のお子様ランチ」作り
です。おいしさの追求はもちろんですが、食べや
すさ、健康にいいか…など、仲間と試行錯誤を重
ねる、まさに「チャレンジ」の連続でした。

梅花女子大学が掲げる「チャレンジ＆エレガンス」。今の時代をしなやかに乗り越える
「チャレンジ精神」を持ち、品性と思いやりある「エレガンス」を備えた女性の育成をめざ
します。1878（明治11）年の梅花女学校設立以来育まれた使命とも言えます。一人ひと
りの個性を大切にする教育を花と緑と水が織りなすガーデンキャンパスで行います。

茨木市宿久庄2-19-5
入試広報部

072-643-6566
nyushikun@baika.ac.jp

将来の夢は？
スポーツ選手たちを支えるフードマイスターで
す。梅花歌劇団のメンバーとして活動中、体重
が減ると舞台でふらつき本来の力が出ない…
といった経験も踏まえ、「健康な食べ方」を多く
の方に伝えたいと考えています。こんな時代だ
からこそ、管理栄養学科での学びと経験を生か
し、社会の役に立ちたいです。

岡田 理瑚
食文化学部・管理栄養学科
4年生
兵庫県出身

“エレガンス”になれましたか？
ダンス、声楽、お芝居と打ち込んだ梅花歌劇団。

「マザーテレサ」や「宋家の三姉妹」を演じなが
ら、歴史上の女性の生き方も学びました。常に、
エレガンスな女性であり続けることが目標です。
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阪南大学
本学の魅力は？
実学教育を重視し、就職に強いところです。実
学教育とは実社会での実践を前提として学問
を学ぶことで、課題解決に向けて話し合うクラ
スワークやフィールドワークを活発に行ってい
ます。人と話す力や聞く力といったコミュニケー
ション能力を養うことができ、就職活動におい
てもその力を発揮できます。

学生時代に取り組んだことは？
サークル活動やクラブ活動、資格の勉強といっ
た学内でできることから、アルバイトなど学外で
できることにも挑戦しました。多くの人と関わり、
様々な価値観や考え方に触れることによって、自
分自身の感性を磨くことを心がけていました。

チャレンジ精神旺盛な意欲ある学生を育て、幅広い教養を持つ国際的なビジネスパー
ソンとして成長させる大学です。また、実学教育を重視し、即戦力となる人材の育成を目
標に取り組んでいます。

松原市天美東5-4-33
学長室 入試広報課

072-332-1224
nyushi@hannan-u.ac.jp

将来の夢は？
ありがとうと言ってもらえる人間になることで
す。私は不動産業界への就職が決まっていま
す。多くの人と関わっていく中で、お客様に信頼
され、感謝していただけるような人になりたいで
す。そのためにも大学でコミュニケーション能力
を磨き、人に信頼されるためにはどうしたらい
いか日々模索しています。

川路 龍弥
国際コミュニケーション学部
4年生
大阪府出身

超高層ビルあべのハルカス23階にあるキャンパスは、自習のほか就職活動の拠点として利用できます。ウチの名物

後輩へのアドバイス
いろいろなことに挑戦してほしいです。大学は良
くも悪くも自由な時間が多くあります。無駄に時
間を過ごすのではなく、大学生だからこそできる
ことに挑戦してみてください。そこから得られる
経験は貴重なものになるはずです。

東大阪大学
本学の魅力は？
先生方との交流も多く、授業や公務員試験の
こと、プライベートの相談なども聞いてもらえま
す。先生が学生一人ひとりの環境や得意・不得
意などを理解し、柔軟にサポートをしてくれるの
で、通いやすく、学びやすい環境になっています。
困った時に誰かが絶対に助けてくれるという安
心感があり、それが本学の魅力だと思います。

学校生活を通して成長の実感は？
子どもに関わる職業に関心があったことから、関連した授業を高校では取っていました。知識を得て
知っているつもりでしたが、大学に入って同じ関心を持った仲間と意見を交わすと、「違う考え方」が
あることを知りました。今までの私の考え方が、自分の経験を基にした偏った考え方だったことに気
づきました。日々の仲間との意見交流や授業を通して、考え方の偏りが解消されていったように思い
ます。今では、複数の視点で物事を考えられるようになったと感じています。

大学2学科、短期大学部3学科の小規模大学ですが、学園訓である「萬物感謝」「質実
勤労」「自他敬愛」のもと、「学問を通して人間をつくる」教育に努めてきました。学生どう
しが、教員と学生が、地域の方 も々交えながら、いつも談笑している、人と人のぬくもりを
感じる家庭的な学園を目指しています。

東大阪市西堤学園町3-1-1
入試広報部

06-6782-2884
koho@higashiosaka.ac.jp

将来の夢は？
子ども達が集団生活を送る中でお互いの意見
を尊重し合い、全員が公平な立場で友達との
関係を築ける、そんな「友達同士で協力しあえ
る環境」と「個々が持っている力を出し切れる環
境」を作ってあげられる小学校教諭になること
を目標にしています。

後藤 唯
こども学部こども学科
3年生
大阪府出身

広い学生ラウンジ、中庭でランチも楽しもう！すてきなキャンパスライフが待ってます。ウチの名物

森ノ宮医療大学
本学の魅力は？

「IPE（専門職間連携教育）」によって、臨床検査
学科や鍼灸学科といった他の学科の学生と一
緒に「チーム医療」を学べることが魅力です。症
例についてチームで話し合う「ケースカンファ
レンス」では、異なる職種の意見を聴くことがで
き、将来必要な「多職種理解」が深まるだけで
なく、コミュニケーション力も磨かれます。

大学はどんな雰囲気？
授業は少人数でのグループワークも多いので、クラスメートとも仲良くなりやすく、「チーム力」も身に
つくと感じています。勉強のことだけでなく色 と々気軽に相談できるチューターの先生は、私を見か
けたら声をかけてくれるので、本当にお世話になっています。アドバイスしてくださる先生が他にもた
くさんいて、特に病院での実習期間中は親身に支えてもらって乗り越えることができました。先輩も
実習のアドバイスをしてくれたり、応援メッセージを送ってくれたりと、距離の近さを実感しています。

関西最大級、3学部7学科の「医療系総合大学」！
2022年、「看護学部」「総合リハビリテーション学部」「医療技術学部」の3学部体制に
進化しました。看護・理学療法・作業療法・臨床検査・臨床工学・診療放射線・鍼灸学科
の7学科が連携した「チーム医療」の学びがさらに拡充しています。

大阪市住之江区南港北1-26-16
入学広報センター

06-6616-6911
univ@morinomiya-u.ac.jp

将来の夢は？
患者さんの声にしっかりと傾聴できる病棟看
護師をめざしています。病棟看護師と言っても、
急性期領域や母性領域、小児領域、精神領域
など幅広く分野があるため、今はそれぞれの専
門領域を深く学んでいます。特に力を入れてい
るのは臨地実習。患者さんの「個別性」を考え
た看護の重要性を学んでいます。

松川 美優
看護学科
4年生
大阪府出身

本当の病院のような実習施設・設備が自慢。シミュレータを使い、臨床現場を再現して学ぶことができます。ウチの名物

回答締切：2022年10月7日（金）
QUOカード ： コンビニエンスストア・書店・ドラッグストア・ファミリーレストラン・
 カフェなどで利用できる全国共通ギフトカード
※アンケートの回答は統計的に処理され、特定の個人が識別できる情報として、公表されることはありません。
※いただいた個人情報はＱUOカード発送にのみ使用します。

アンケートの回答は
こちらから

アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名にQUOカード500円を進呈します。
なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

このブックレットの感想とあなたの進路検討に
あたって、ご意見をお聞かせください。
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