春号
スタート
藤井寺
駅前
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５種類の交通手段のポイントをマスターしながら、
四天王寺大学を目指そう！
推しポイント❕
個人的な事故のリスクが
なく、比較的安全。
電車とバスの時間が
連帯している。

日本学科２回生

西田英志さん

気を付けるポイント❕
大学から藤井寺駅までのバスの
本数が少ない。そのため学校
帰りは待ち時間が長く、長蛇の
列ができるほど混み合う。

四天王寺大学
バラ園を
観るために
ゴールを
目指す

近鉄バス通学
推しポイント❕
電車やバスなどと違い、
好きな時間に帰ることができる。
住んでいる場所によっては経済的。
感染対策のリスクも減らせる。

一面の主役に再会❕
学生広報スタッフ
インスタを
フォローする

推しポイント❕
夏は冷房、冬は暖房を使うことが
できるので、快適に通学できる。
他の交通機関よりも、空き時間に
友達と移動がしやすい。

気を付けるポイント❕
事故のリスクがある。
ガソリン代がかかる。

の記事を
読む

推しポイント❕
住んでいる場所次第では、
他の交通機関よりも安い。
授業の終了時間に合わせて
バスが出ている。

１ 聖徳太子 と
日本学科２回生

藤嶋飛翔斗さんの愛車

気を付けるポイント❕
四天王寺
大学前

記事・写真：
日本学科２回生 服部美優

スクールバス通学

天王寺
大学生
記事・春号デザイン：
日本学科２回生 山田華実

課外活動
学生同士の
交流

自分の
ゴール

日本学科２回生

武田空馬さん

ゴール

四天王寺大学では、
地域連携学生企画プロジェクトの活動を進めています。
【羽曳野・藤井寺】地域の課題解決
【世界遺産 百舌鳥・古市古墳群】地域の魅力発見 など
詳しくは、四天王寺大学HP
生涯学習 地域貢献「地域連携」を
ご覧ください。

地域連携
社会人との
交流

地域連携と四天王寺大学

藤井寺市の 羽曳野市の
まなりくん
つぶたん

❕

藤井寺出身遣唐留学生の

まなりくん

販売所では、
限定聖徳太子グッズが売られており、今しか手
に入らないTシャツ や御朱印帳があります。
近鉄上ノ太子駅の近くに、
太子町マップの看板が設置されています。
看板がある道路を南に真っ直ぐ進めば、
視界の右側に叡福寺が現れます。

羽曳野市のつぶたん

と び だせ

z

聖徳太子をはじめとした日本の偉人に縁ある場所が
多くあり、歴史のある太子町。その中でも叡福寺は
群を抜いて
なたたずまいをしています。
正面門の対面にある坂を昇ったところにある西方院
から聖徳太子御廟を眺めると、後ろの叡福寺北古墳
も合わさって
雰囲気です。

太子町の
たいしくん

ゴールの次はなりたい自分を目指そう！
重なる円の中にとびこむのは君だ！
自分のゴールを目指して、
学業
とびこめ、
教授との交流

593年、聖徳太子は四天王寺を建立されました。
大学 は、聖徳太子の
を受け継いでいま
す。四天王寺で、聖徳太子千四百年御聖忌慶讃大法会が
令和3年10月～令和4年4月にかけて執り行われています。
聖徳太子の御廟がある叡福寺(大阪府太子町)においては
令和3年4月～5月にかけて、聖徳太子千四百年御遠忌
大法会が執り行われました。
この機会に、聖徳太子ゆかりの地を訪れてみてはいかが
でしょうか。
アクセス：近鉄南大阪線 藤井寺駅から東に５駅目の
「上ノ太子」下車、南へ1.9㎞（徒歩25分）

気を付けるポイント❕本数が少ない。
時間が決まっているため、
授業が早く終わっても
すぐに帰ることができず、
数十分待たなければ
いけない時がある。

四天王寺大学生の聖地巡礼聖徳太子ゆかりの地さんぽ
２
なたたずまい
天 王 寺 大学

大学の近くにある聖徳太子御廟

一面の
主役登場

１マス戻る or

写真：四天王寺大学の桜とバラ

山崎 雅さん

自転車通学

日本学科２回生

正垣琴羽さん

新入生の皆さん。四天王寺大学にご入学おめでとうございます！心より歓迎いたします。
今回は私たちにゆかりの深い聖徳太子の御廟、大学施設（食堂・ジム）、通学交通手段など、
学生ならではの視点で新入生の皆さんに役立つ記事を掲載しました。
大学生活のご一助になれば幸いです。
日本学科２回生

自動車通学

推しポイント❕
駐輪代などの交通費が
かからない。
運動不足解消につながる。

ご入学おめでとうございます

気を付けるポイント❕
友達と一緒に帰れない。
気候や天候に左右されるため、
雨の日はカッパが必要。

バイク通学

太子町の
たいしくん

令和4年4月
発行

学生広報スタッフが作る学生向け広報誌

100年に一度の大法会に
皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか。
記事・写真：
日本学科２回生 村田幸恵

四天王寺大学で 近現代日本 の

を教えて下さっている 日本 学科の 今田健太郎 先生にお話を伺いました。

（今田健太郎先生）

の

クールジャパンは
ハリウッドに関係ない
と思われがちだけど…
Ⅰ 映画会社とテーマパーク 共通の
信条、心根、DNA?
わたし（山田）は昨日 に行ってきたとこ
ろなのですが、 もともと映画会社である
がテーマパークを
作ったことを不思議に感じました。
先生は映画の音楽 がご専門と伺ったので
すが、何かご存じですか？

はハリウッドの映画会社です。
米国は、さかのぼれば20世紀初頭の
ブロードウェイのミュージカルから、
現実ではありえないような「すごい体験！」を
エンターテインメントの核にしてきました。
映画もそうした伝統を引き継いできましたが
さらに、スクリーンで映像を観るだけでは
体感できない「すごい体験！」を体現した
ものの一つが
」
「テーマパーク
なのです。
テーマパークの多くは、キャッチコピーに
「体験」という言葉が使われています。例えば
「限界のない刺激体験を提供していきます。」
(
HP NO LIMIT! 引用)

「生命の驚異や冒険を体験 し、楽しい思い出を
作ってもらえるような場所で
あってほしいと願っています。」
というウォルト・ディズニーの言葉があります。
（OLC HP基本理念 引用)
このようなキャッチコピーにあるように
「テーマパーク」は、
単にジェットコースターのスリルを味わうことや、
お化け屋敷で怖がらせるだけではありません。
来場したゲストが、様々な工夫が凝らされた
アトラクションを体感することで夢と現実が一体
となり、あたかも物語の中に存在しているかの
ような「すごい体験！」を
のテーマ―パークは提供しているのです。

「現代文化研究基礎：夏学期開講」は
宮崎駿監督の
『風の谷のナウシカ (映画とマンガ)』を
さまざまな角度から掘り下げていく授業です。
ご興味のある方は是非、
今田健太郎先生の授業を受講してみて下さい！

Ⅲ 先生へのインタビューを終えて（山田）

Ⅱ 近現代日本の
に
みられる米国のエンタメの影響
(今田健太郎先生)
大学院生のときに、日本における
無声映画の伴奏音楽
（昔の映画の音楽 は生演奏だったんです！）
についての研究をはじめたとき、
米国のそれと比較することになりました。
そのなかで、
日本のさまざまなアニメや舞台芸能において、
米国のミュージカル や映画に流れる
「すごい体験！」の伝統の影響を
見出すことになりました。

百年以上前の米国のエンタメと、
アニメをはじめとする近現代日本の
との関係を知って、
非常に驚きました。
と が
近現代日本の
とコラボして、
クールジャパンを展開しているのも
納得がいきます。
今田健太郎先生の
「日本のアニメーション：冬学期開講」では、
欧米、とくに米国のアニメーションが
日本のアニメに与えた影響や関係性につ
いての授業を受けられます。

今田健太郎先生
取材中はマスク着用

記事：日本学科２回生 山田華実

壱

定食

清潔
本校のトレーニングルームは“清潔”であり
続けることを最も心掛けており、気になる
臭いや汚れ、器具の錆等は一切ありませ
ん。コロナ禍の今でも、運動不足のため体
を動かしたいといった目的で部活動関係
なく男女ともに訪れる人が増えています。

安心
「行ってみたいけど、マシンなんて
使ったことない…」と言う方でも
大丈夫！ 初心者の方には安心の
綿密な講習を受けることができます。

私はレッグ・レイズという
マシンを体験させて頂きました。
腹筋専用かと思いきや、腰部分が
柔らかく、腕全体で体を支える
必要がありました。簡単な動きで、
経験の浅い私でも利用しやすい
一石二鳥のマシンでした。

四天王寺大学お食事処の紹介
お品書き
壱
弐
参
肆
伍

定食
豊富なメニュー
甘辛唐揚げチキン
学生のお財布にも優しい
食堂のスタッフ皆さんの想い
今回、
食堂の方にお話を
伺ってきました！

弐

豊富なメニュー

参

甘辛唐揚げチキン

トレーニングルーム管理人の井頭千恵さんイチオシ❕
現在は予約制になっていますが、
自分のペースで落ち着いた雰囲気の中
トレーニングすることができます。

伍

食堂のスタッフ皆さんの想い
肆

快適かつ無料で利用可能の、
使わないともったいないジム！
気軽に訪れてみてはいかがでしょうか。

Interviewee：トレーニングルーム

管理人の 井頭千恵さん
記事：日本学科２回生 堀井香の葉
写真：日本学科２回生 松並聡美

学生のお財布にも優しい

赤いマシンのポイント❕
機能性・見た目共に
管理人さんイチオシのマシンから、 優れた特注品となっています。
大きな音が鳴らず、滑らかな動きで、
謎のレアマシンまで、
誰でも使いやすいことが特徴です。
満足必至のマシン揃いです！

Interviewee 山中チーフ
記事：日本学科２回生 松並聡美
写真：日本学科２回生 堀井香の葉

