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教育懇談会開催報告教育懇談会開催報告教育懇談会開催報告
　教育懇談会は、教育後援会と大学との共催により、大学をより身近に
感じていただき、保護者同士や大学との和を広げていくことを目的とし
て、毎年各地で開催しております。今年度は 658 名の皆さまにお越しい
ただきました。ご参加いただきました皆さまありがとうございました。
　平成 26 年度も、引き続き開催させていただきますので、ぜひお気軽に
ご参加ください。

保護者と大学をつなぐ

2

　今年も教育懇談会担当として、事前準備から当日運営までに携わらせていただきました。特に京都開催では、
2013 年 3 月に卒業した 3 名の卒業生を迎えての「就職活動体験報告会」や「懇親会」などの新企画を行い、多く
の皆さまより「参考になった」「楽しかった」とのお言葉をいただきました。
　教育懇談会の開催にあたっては、一人でも多くの皆さまに「参加してよかった」と感じていただきたいと願って
おりますし、保護者の皆さま同士や教職員と情報交換をし、楽しく集まっていただく事が一番大切であると考えて
おります。
　「大学生にもなって」というご意見をお聞きすることもございますが、お子様の通われている大学はどういうと
ころか。大学への理解を深めていただき、疑問や不安の解消および情報交換の場として、教育懇談会をご活用いた
だきたいと思います。特に初めて参加された皆さまからは、「堅苦しい会だと思い敬遠していたが、楽しかった」
というお声をよくお聞きします。
　「まずは参加することから始めてみませんか？」そんな気がしております。

教育後援会事務局（校友会事務局主任　西村拓生）

開催日 開催地 会　場 参加人数
６月１６日（日） 福　井 ホテルエコノ福井駅前 13 名

６月２３日（日） 彦　根 ホテルサンルート彦根 21 名

６月３０日（日） 倉　吉 ホテルセントパレス倉吉 20 名

７月　６日（土） 京　都 佛教大学 363 名

７月　７日（日） 東　京 ＴＫＰガーデンシティ品川 11 名

７月１４日（日） 高　知 高知プリンスホテル 16 名

１０月　６日（日） 小　倉 ブルーウェーブイン小倉 14 名

１０月１２日（土） 京　都 佛教大学 163 名

１０月２７日（日） 名古屋 名古屋栄　東急イン 13 名

１１月１０日（日） 岡　山 アークホテル岡山 24 名

合計 658 名
※平成 26 年度開催予定は、4 月中にホームページ上でお知らせする予定です。

【平成25年度　教育懇談会開催状況一覧】

「まずは参加することから・・・」
教育懇談会を振り返って
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　「学長講話」や「就職活動体験報告会」をはじめ各学科教員が参加
する「学科別懇談会」や「懇親会」を開催いたしました。（参加者 526 名）

7月6日（土）プログラム
参加者363名

10月12日（土）プログラム
参加者163名

学科名 氏　名
仏教学科 笹田　教彰・松永　知海
日本文学科 有田　和臣
中国学科 黄　　當時
英米学科 粟野　修司
歴史学科 李　　昇燁
歴史文化学科 小野田　俊蔵
教育学科 原　　清治
臨床心理学科 石原　　宏
現代社会学科 近藤　敏夫
公共政策学科 林　　隆紀
社会福祉学科 渡邉　保博
理学療法学科 越智　淳子・石井　光昭
作業療法学科 木戸　隆宏・漆葉　成彦
看護学科 髙橋　　亮・中島　小乃美

学科名 氏　名
仏教学科 松永　知海・齊藤　隆信
日本文学科 長尾　秀則
中国学科 若杉　邦子
英米学科 粟野　修司
歴史学科 渡邊　忠司
歴史文化学科 渡邊　秀一
教育学科 白石　克己
臨床心理学科 石岡　千寛
現代社会学科 髙田　公理
公共政策学科 瀧本　佳史
社会福祉学科 鈴木　　勉
理学療法学科 越智　淳子・石井　光昭
作業療法学科 木戸　隆宏
看護学科 吉浜　文洋・阿部　あかね

全体会（春）

学長講話

全体会（秋）

懇親会

学科別懇談会

事務局個別懇談会

学科別懇談会参加教員一覧 学科別懇談会参加教員一覧

11：00 ～ 【全体会】
 　開会挨拶

	 　学長講話
 　「佛教大学の使命と役割」

 　事務局各部署より現況報告
13：45 ～ 【学科別懇談会】
15：10 ～ 【事務局個別懇談会】

13：00 ～ 【全体会】
 　開会挨拶
 　大学の現況報告

	 　就職状況の現況報告・解説
	 　就職活動体験報告会
	 　（OB・OGによる体験談報告）

14：45 ～ 【学科別懇談会】
16：15 ～ 【懇親会】
17：00 ～ 【事務局個別懇談会】　

京都開催
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倉吉会場

～私たちの就職活動体験談～
　今年度（2013 年度）、初めての試みとして、10 月 12 日（土）の京都開催において、2013 年 3 月に本学を卒業し、
社会に羽ばたいた 3名のＯＢ・ＯＧによる「就職活動体験報告会」を行いました。学生支援部から大学の取り組みや、
就職活動においての心構えなどの説明の後、一般企業、教育職、公務員の各分野に就職したＯＢ・ＯＧから学生時
代の過ごし方や就職活動への取り組みについて、自らの経験をもとに、熱く語っていただきました。
　会場では、熱心にメモをとりながら 3名の話に耳を傾けられている保護者の方が多く見受けられ、改めて就職に
対する関心の高さを実感いたしました。

　6月 16 日（日）から 11 月 10 日（日）までの期間、全国 8都市で開催し、各会場とも、多くの
皆さまにご参加いただきました。

【報告内容】
　①就職活動や採用試験の思い出（エピソード）　②後輩へのアドバイス（学生時代に役立った事・しておくべき事）
　③自分の親への思い（感謝している事・やめて欲しかった事）

プログラム
13：00 ～ 【全体会】
 　開会挨拶
 　大学の現況報告
 　事務局各部署より現況報告
14：30 ～ 【茶話会】
15：00 ～ 【事務局個別懇談会】

高知会場

福井会場

小倉会場

彦根会場

岡山会場名古屋会場東京会場

山本 佳奈（やまもと かな）　2013 年 3 月 現代社会学科卒業　　勤務先：株式会社滋賀銀行
　① 2回生でインターンシップに参加した事がきっかけで、大学の進路就職課に通うようになりました。
　　「仕事を通して人を支えたい」という軸を中心に様々な業界を見て就職活動をしました。
　②大学の就職支援サービスをフル活用して、早期からコツコツ準備してください。
　③金銭面で全面的に就職活動をバックアップしてくれた親に本当に感謝しています。
　　保護者の皆さま、お子様が就職活動で落ち込んでいる時は、温かい言葉で励ましてあげてください。

葭廣 裕介（よしひろ　ゆうすけ）　2013 年 3 月 公共政策学科卒業　　勤務先：泉佐野市立第三中学校
　①野球部で真剣に取り組んだ経験が、採用試験や今の教師生活に役立っています。
　　3回生から教員採用試験合格を目指し、毎日少しずつ目標を立てて試験対策に取り組みました。
　②「絶対に採用試験に合格する」という強い意志をもって、諦めずに頑張ってください。
　③�親は進路について干渉することはあまりありませんでしたが、身だしなみや食事など衣食住の生活面を
しっかりとサポートしてくれたことが有り難かったです。

福永 剛士（ふくなが　つよし）　2013 年 3 月 公共政策学科卒業　　勤務先：滋賀県日野町役場
　①公務員になりたくて、公共政策学科に入学。1回生の頃から毎日 3時間の試験対策をしました。
　　滋賀県庁の就職説明会に参加するなど、情報収集を早期から行いました。
　②早いうちから試験対策と情報収集に取り組んでください。
　③親は子どもにとって一番身近な存在。人生の先輩としてアドバイスしてあげてください。

地方開催
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鷹陵祭実行委員長

澤田　学希
（現代社会学科 3 回生）

　第４７回鷹陵祭も皆様のご協力により無事終了することがで
きました。今年は平日開催ということで少し不安なところはあ
りました。しかし、当日を迎えるとそんな不安を払拭してしま
うくらいの盛り上がりを見せ、来場者数も予想をはるかに上回
るもので、非常に満足のいく祭りを開催できたと思います。
　今年度は「一

いっさいいちえ

祭一会」というテーマのもと鷹陵祭を作り上げ
ていきました。このテーマには出会った人々と共に祭りを創り
上げていき、鷹陵祭以降も関わりを持ってもらえるような祭り
にしていこうという意味を込めました。テーマの甲斐もあって
か、祭りの間は普段接することの無い団体同士が、互いに模擬
店の商品を宣伝し合ったりすることにより交流を深めていたよ
うに思いました。
　来年度以降もキャンパス整備はさらに進み、施設状況がどん
どん変わっていくと思いますが、どんな状況においても鷹陵祭
実行委員会は最善を尽くしますので、今後もどうかよろしくお
願いします。
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■体育会本部所属団体
団体名 大会名 実績

空手道部
第 57 回全日本大学空手道選手権大会 出場
第 68 回国民体育大会　 中川　 葵（公共 4）　出場

弓道部
関西学生弓道連盟女子 2 部リーグ戦 【女子】2 部リーグ優勝　※ １部リーグ昇格
第 37 回女子東西学生弓道選抜対抗試合 白川　愛弓（社福４）　出場

バドミントン部 関西学生女子バドミントン秋季リーグ戦大会 3 部リーグ優勝

剣道部
第 32 回全日本女子学生剣道優勝大会 出場

第 59 回全日本仏教系学生剣道大会
団体準優勝
杉尾　大地（公共 4）　男子個人優勝

バレーボール部 関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦 【男子】2 部リーグ優勝　※1 部リーグ昇格

陸上競技部

関西学生陸上競技種目別選手権大会 久保　理英（教育 3）　400 ｍＨ優勝
第 90 回関西学生対校選手権　 前田　彩里（現社 4）　女子 1,500m 優勝
第 68 回国民体育大会　 前田　彩里（現社 4）　出場
第 31 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 出場

硬式庭球部 関西学生テニスリーグ戦 【女子】4 部リーグ優勝　※3 部リーグ昇格
ヨット部 第 68 回国民体育大会　 戸田　純椰（歴史 3）　出場
アイススケート部
フィギュア部門　

第 86 回全日本学生氷上競技選手権大会　 福島　綾（社福 1）　出場

ウエイトリフティング部 京都府秋季選手権大会 鈴木章太（歴史 2）　62kg 級優勝
卓球部 関西学生卓球春季リーグ戦 【男子】4 部 A 優勝　※3 部リーグ昇格

■文化会本部所属団体
団体名 大会名 実績

児童教化研究部 第 37 回正力松太郎賞「児童教化功労賞」受賞

劇団「紫」 劇団紫第 67 回夏季定期公演
「あした晴れたら、虹を見よう」 定期公演

フォークソング部 ７月ライブ 定期公演
文化会書道部 展覧会 定期公演
文化会箏曲部 第 31 回学外定期演奏会 定期公演

■應援團本部
団体名 大会名 実績

應援團本部吹奏楽部 第 35 回定期演奏会 定期公演

■報道本部
団体名 大会名 実績

放送局 大学対抗実況コンテスト 最優秀賞

■その他
大会名 実績

第 29 回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 岡崎　奈 （々日文・3）　公募・大学毛筆の部　日本武道館奨励賞
他　日本武道館賞 5 名、大会奨励賞 11 名
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■体育会本部所属団体
硬式野球部／空手道部／弓道部／バドミン
トン部／剣道部／柔道部／山岳部（休部中）
／ワンダーフォーゲル部／スキー部／太道
部／少林寺拳法部／サッカー部／ソフトテ
ニス部／合氣道部／アメリカンフットボー
ル部／バレーボール部／バスケットボール
部／ラグビーフットボール部／陸上競技部
／卓球部／硬式庭球部／ハンドボール部／
ボウリング部／ヨット部／アイススケート
部／軟式野球部／ラクロス部

■文化会本部所属団体
傳道部／児童教化研究部／書道部／混声合
唱団／茶道部／華道部／社会福祉研究会／
写真研究会／軽音楽部／アマチュア無線ク
ラブ／ボランティア研究会／学生歴史学研
究会／セツルメント研究会／美術部／映画
部／フォークソング部／箏曲部／点訳サー
クル（休部中）／手話サークル「なまけもの」
／劇団「紫」／漫画研究会／ユネスコ研究会
／旅研究会～ホワイトマップス～／ジャズ
倶楽部／文芸部／雅楽会

■應援團本部所属団体
應援團／吹奏楽部／チアリーダー部

■報道本部所属団体
新聞局／放送局

■無所属公認団体（文化系）
児童文化活動グループ｢どんぐり」／民俗
学研究会／京都散策会「Smile」／Music 
Freedom Crea／わんぱくグループ「どろん
こ」／オールディーズ愛好会／スカウト研
究会／レクリェーション研究会／スポーツ
研究会「Mint Club」／クッキングパーティー
／BBS会／よさこいサークル紫踊屋／憲法
を考える会「青い空」／シンガーソングライ
ター／美山研究会／クリエイターサークル
　青春部／競技かるた部／日本の歴史巡り
隊／ボランティアサークル「しゃいばん」／
星空研究会／EPISODE ONE／お笑いサー
クル-SHOWCASE-／競技麻雀同好会

■無所属公認団体（体育系）
ソフトボール愛好会／水泳愛好会「スイー
ト・メモリーズ」／バレーボール愛好会 鷹陵
倶楽部／テニスサークル　SPLASH／サッ
カー愛好会／バドミントン愛好会　シャト
ラーズ／バスケットボール同好会　BREAK 
THORUGH／軟式野球同好会WILD BOYS
／ソフトテニスサークル　ピーター／ラ
グビー同好会 GUARDIANS／プロレス・格
闘技研究会／ペタンク同好会“Honens”／
DanceCompany釈 迦 力 ／Ultimate会 ／ ウ
エイトリフティング部／フットサルサ<Pit 
Bull>／クローバースポーツクラブ／ダブル
ダッチサークル　佛跳
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紫野キャンパス 紫野キャンパス

紫野キャンパス 二条キャンパス

紫野キャンパス

１号館食堂「笑虹紫（えにし）」 ５号館食堂「レオック」

喫茶（鷹陵館）「JIRO	COFFEE」 カフェテリア　「あむりた」

喫茶（鹿渓館）「喫茶・BU」

　2013 年 4 月、紫野キャ
ンパス 1号館地階に誕生し
た食堂は学生の投票によ
り「笑虹紫（えにし）」と
いう名前に決定しました。
また、焼きたてのパンを提
供するカフェ＆ベーカリー
「BUTTERIA」も併設して
います。

　紫野キャンパスの
５号館地階にある
食堂は日替わりメ
ニューのほか、デ
ザート類も豊富で学
生の皆さんに大人気
です。

　二条キャンパス１階にあるカフェ
テリア「あむりた」では、ランチや
ティータイムが気軽に楽しめます。

リーズナブルでおいしい！
毎日ソースが替ります。

食堂特製のお洒落なワンプレート！
一皿で満足いただけます。

何にしようか迷ったらコレ！
日替わりだから、毎日食べても飽きません。

定食から丼物までおいしいメニューがバラエティ豊かに揃っています。

　 分 厚 い カ ツ が
たっぷり入ってボ
リューム満点！
　絶対に食べる価
値あり。

◆オススメメニュー
◆オススメメニュー

◆オススメメニュー

◆オススメメニュー

◆オススメメニュー

日替わりスパゲッティ
￥280

カフェごはん　鶏のチリマヨ
￥420

日替わりランチ
￥380

カツサンド
￥330

四季御膳
￥500

ハンバーグ定食
￥500

　食堂や学習スペース、学生の憩いの
場所などをご紹介。大学へお越しの際
はぜひお立ち寄りください。
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紫野キャンパス 二条キャンパス

紫野キャンパス紫野キャンパス

二条キャンパス

　紫野キャンパスでは、授業で利用する教室以外に、学生の
皆さんが自由に使えるさまざまな憩いのスペースが設置され
ています。

　二条キャンパスでは、一人で勉強したり、友達同士でお弁
当を広げたり、学生の皆さんが目的に合わせて使えるスペー
スがキャンパスの随所に設置されています。

　7号館前のテー
ブルや 11 号館の
緑あふれる中庭
など、キャンパ
スのいたるとこ
ろに、会話や休
憩、自習に利用
できるくつろぎ
の空間がありま
す。

　鹿渓館 1階にある文具店には、筆記用具から各学科の実習
や演習に使う用具・素材まで揃っています。必要な学用品の
購入からカラーコピーまでできるので、学生にはありがたい
存在です。

　13 号館 1 階にあるコンビニエンスストアでは、パンやお
にぎり、コーヒー、お茶、お菓子、日用品などおなじみのラ
インナップが揃っています。ＡＴＭ、コピー、ＦＡＸ、チケッ
ト受取、公共料金の支払も可能です。

　二条キャンパス 1階
にある文具店では、筆
記用具から雑貨まで、
ふだん使いの文具が
いっぱい揃っていま
す。カラーコピー機も
完備され、気軽に利用
できます。

　鹿渓館 1 階にある書
店では、雑誌や書籍（政
府刊行物以外）がすべ
て 10％オフで購入可能
です。教科書や参考書
も学外の書店より安い
ので、購入する学生も
多くいます。

　7 号館の「学習情報プラザ」
には、自習エリア・サンサーラ

（PC エリア）とボランティア室
があります。 

　2 階から 6 階までの各フロアに
設置されているラウンジは、ゆった
りとできる憩いのスペースです。ほ
どよい明かりと広さが「勉強にも最
適」。

青谷文具店

大垣書店 ビーワンショップ

セブンイレブン

7 号館前 11 号館中庭

学習情報プラザ
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紫野キャンパス

　紫野キャンパスにある図書館「成徳常照館」には、地下 1～ 2 階に書庫、地上 1～ 4 階には開架閲覧や学
習スペースが設けられ、全体で 100 万冊の図書の収蔵能力があります。学術図書や貴重な歴史的文献が数多
く収められた、知識と情報の宝庫です。教育後援会からも図書購入補助として蔵書数増加へ協力をしています。

　鷹陵館（総合体育館）は、様々な体育施設を備えています。２階の「メインホール」は、体育の授業や課
外活動のほか、入学式、卒業式、講演会などの大きな催しにも利用されています。

　閲覧席数は 1000 席あり、パソコ
ンを備えた研究個室、マルチメディ
ア学習室、視聴覚資料室もあります。
また、5 階は多目的ホールになって
おり、さまざまな催しが行われてい
ます。
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二条キャンパス

　静かで落ち着いた二条キャンパスの校舎内には、教室や実習室のほか、パソコン利用オープンスペース「サ
ンサーラ」や図書館など、学ぶ立場で考えた充実の学習環境が用意されています。

　出身県（出身地）をキーワードに、学生同士や同窓生の皆さんとの縦
たて

横
よこ

のつながりを深める会「県人会」を、同窓
会支部や教育後援会の援助のもと開催しています。

　図書館には、医療や保健に関わ
る専門書籍や資料のほか、一般の
書籍も数多く収められています。

　パソコン、プリンター
が設置され、学生の皆
さんは誰でも利用でき
ます。学習に、資料検
索に、リポート制作に
と自由に使えます。

図書館

サンサーラ

第2回沖縄県人会
開催日時：平成25年6月27日（木）
開催場所：佛教大学紫野キャンパス
	 成徳常照館5階　「特別会議室」

第2回静岡県人会
開催日時：平成25年11月22日（金）
開催場所：「WITH	YOU」

第15回広島県人会
開催日時：平成25年11月25日（月）
開催場所：「WITH	YOU」

第2回和歌山県人会
開催日時：平成25年11月30日（土）
開催場所：アークホテル京都

第4回福井県人会
開催日時：平成25年12月13日（金）
開催場所：佛教大学紫野キャンパス1号館地階
	 1号館食堂「笑

え に し

虹紫」（P9掲載）

第1回三重県人会
開催日時：平成25年12月21日（土）
開催場所：ホテルセントノーム京都

キャンパス外でも活動中 ご存知ですか？「県人会」

※写真は平成 25 年 11 月 30 日（土）開催分までを掲載しています。
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新年おめでとうございます。謹んでお慶び申し上
げます。
昨年は、大型台風に見舞われ、日本列島のみなら
ず太平洋西部地域のいたるところに大きな爪あとを
残していきました。被災地の方々や関係者に心から
お見舞い申し上げますとともに、速やかなる復興を
祈念せざるを得ません。
一方、佛教大学に於いては、二条キャンパスの充
実と紫野キャンパス 1号館の開館に伴い、学生の皆
さんの学習環境が少しずつ整い、生活面でも向上が
見られた年でもありました。これもひとえに、教職
員の皆さまや卒業生先輩諸氏、そして保護者の皆さ
まのご理解とご協力の賜物であると深く感謝いたし
ているところです。
特に、教育後援会の教育懇談会をはじめとする諸
事業につきましては、ご理解ご協力ならびにさまざ
まなご意見ご教示を賜りましたこと、厚く御礼申し
上げます。
さて、昨年を振り返りますと、2020 年に東京でオ
リンピックが開催されることが決定され、その招致
プレゼンテーションで一躍有名になった言葉「お・
も・て・な・し」。われわれが日頃忘れかけている
心の持ち方を思い出させてくれる言葉であり、心の
こもった “おもてなし” とは、自分自身が一歩へり
くだり、相手のことを思い、相手を尊重したところ
から人間関係へと発展していくものであると考えて
おります。
大学生時代は未成年から成年への移行時期、身体
も心も揺れ動く時期です。それは、自分の子どもで
あっても同様です。一人の大人として意志を押し付

けるのではなく、話を聴く、素直に自分の意見を話
す、そんな心のキャッチボールが必要な時期なので
はないでしょうか。そんなキャッチボールなど中々
恥ずかしくてできないとおっしゃる保護者の方々も
多いことと思います。こういうときこそ、現代の文
明の利器、携帯電話でのラインやカカオといった無
料ツールを使っての会話が役立っているのではない
でしょうか？
家族間の連絡、お母さんとお子さんの生活相談、
時にはお父さんとの進路相談などなど、人生の先輩
としての経験をお伝えいただくチャンスですし、即
効性は高いものだと思います。また、複数のお子さ
まを外に出していらっしゃるご家庭ですと、いろん
な連絡、例えば帰宅時間の調整などにも活用でき、
ご家庭での連絡ツールとして有効だと思われます。
速達の手紙から電報へ、さらには電話、メール、
そしてこういったツールの使用によって、時間と空
間を共有することは可能となりますが、それに頼り
きりになるのは要注意です。近年はこういったツー
ルでさまざまな事件や事故が発生しております。そ
のことをご理解いただいたうえで、共通のコミュニ
ケーションをお取りいただきたいと思います。お子
様にとっては、社会人に向けて心も身体も変革の時
期ですので、保護者の皆さまの経験を総動員してお
支えいただければと思っております。

「門松は冥土のたびの一里塚、めでたくもあり、
めでたくもなし」（一休禅師）

これは、新年がやってきて、さらに一歩人間とし
ての成長を促している句として私は受け止めており
ます。学生の皆さんの人生の中に於いて、「この一
年は最高の成長をとげた」と後に振り返ることがで
きるような一年にするためにも、「心のつながり」
をしっかりと持って、この一年が有意義な年となり
ますことをお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただ
きます。

教育後援会長　香林　浩道

心のつながり
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あけましておめでとうございます。
佛教大学教育後援会会員の皆さまにおかれまして
は、平素より本学の教育活動全般に関しまして、一
方ならぬご理解ならびにご支援を頂戴いたしており
ますこと、大学を代表しお礼申し上げます。
ご承知のとおり、昨年度は本学にとって開学 100
周年という大きな節目の年でありましたが、教育後
援会の皆さまはじめ、学内外の関係各位のご協力を
いただき、記念の年を無事に迎えることができまし
た。あらためてご協力いただきましたすべての皆さ
まに感謝申し上げます。また、今年度は新たな歩み
をスタートさせる 101 年目にあたり、昨年度は、開
学 100 周年の記念式典において公表しました「佛大
Vision�2022」の実現にむけて、具体的な取り組みへ
の着手を開始いたしました。
大学が 100 年の伝統を継承しながら着実に歴史を
刻む一方で、私たちを取り巻く社会の状況は激しい
変化を続けています。2008 年のリーマンショック、
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生、その後も
季節を問わずに頻発する自然災害、グローバル化の
進展の中で同時に進む世界情勢の不安定化など、社
会情勢はますます混迷の度合を強めつつあります。
このようにグローバル化やユニバーサル化に拍車が
かかり、社会が激変するなかで、私たちは解決しな
ければならない様々な問題に直面しております。
このような激動する世の中にあって、ゴータマ・
ブッダ（釈尊）と法然上人が示された生き様、そし
てその教えを指針とし、建学の理念と 100 年の伝統
に基づき、困難な状況に遭遇してもひるむことなく、
高い志を持って力を発揮し続けることのできる人材
を社会に送り出すことが佛教大学の使命でありま
す。また、人と人との結びつきが希薄化しつつある
中で、自分自身をしっかり見つめ、他者を思いやり、

学長　山極　伸之

101 年目の本学の取り組み

自分を取りまく他者や他の存在および社会との関わ
りの中で、自己のなすべきことを正しく判断し、そ
れを実行する意思とそのための能力とを備えた人材
の養成について責任を持って進めていかなければな
りません。
そのために私たちは、「学生を中心とした大学」
の創造を具体的な目標の一つに掲げ、教職員一丸と
なって学生支援の取り組みを進めています。開学
100 周年を記念して進めております紫野キャンパス
リニューアル工事も、あるいは二条キャンパスの開
設も、本学で学ぶ学生の学修環境と安全を保証する
とともに、学生が生き生きとキャンパスライフを送
り、その中で、様々な出会いや経験を通じて成長し
てくれることを願っての取り組みであります。また、
インターンシップやフィールドワーク、体験学修や
海外研修など、多様なプログラムを提供し、それら
を通じて学生が実社会において主体的に学ぶことが
できるよう支援を行っています。
一方で、これらの取り組みは保護者の皆さまのご
理解とご協力を必要とするものでもあります。すべ
ての学生が、来るべき未来社会において幸福な人生
を送ることができるように、そのための土台となる
力を身に着けてもらう機会を私たちはこれからも提
供してまいります。このような佛教大学の取り組み
全体に関しまして、あらためて皆さまのご理解とご
支援をお願い申し上げます。
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建学の精神

ロゴマーク

学　章

マスコットキャラクター

建学の碑（建立地：知恩院三門前）

　仏教精神により人格識
し き

見
け ん

高
こ う

邁
ま い

にして、活動力ある人物の
養成を目的とし、世界文化の向上、人類福祉の増進に貢献
することを使命としています。

　佛教大学のイニシャルである " Ｂ " をモチーフに、斬新
で個性あふれる独創的なフォルムを形づくりました。シン
ボルカラーとしては、佛教大学の所在地の地名「紫野」に
ちなんだ「紫」を用いています。
　" Ｂ " の曲線から流れ出ている 5 本のラインは、佛教大
学で学ぶすべての人々が織りなす生命の軌跡です。カラフ
ルな色彩は、教える者、教えられる者ひとり一人がそれぞ
れの個性を大切にしながら互いにふれ合い、自由に力強く
成長していく姿を表現しています。

　建学の精神をうちたてた法然上人の生家の家紋であった
杏葉に大学の文字を配したものです。
　仏教精神、浄土宗創建の理念に基づき、世界の福祉と文
化の向上に貢献する人材の養成を旗印としています。

　開学 100 周年記念事業の一環として、有志学生グルー
プが中心となり制作に取り組みました。学生たちの熱心な
活動が実を結び、平成 22 年 10 月 23 日の創立記念日に
公式マスコットキャラクターとして発表されました。
　また、ネーミングは 1,400 件を越える応募の中から
「ぶったん」と決定しました。

　佛教大学のあれこれ（建学の精神からキャンパス整備の近況、
主な担当窓口まで）をご紹介。	佛大を知る！！
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一、 高輝
ひ か

る千古の都
 若草の萌出るところ
 ここ鷹陵の吾等が学舎
 ここ鷹陵の吾等が学舎
 ここ鷹陵の吾等が学舎

三、 仰ぎ見よ華頂の峰
 その高き教ぞ栄ゆる
 還

げ ん

愚
ぐ

痴
ち

の聖
ひ じ

在
り い

ませり
 還

げ ん

愚
ぐ

痴
ち

の聖
ひ じ

在
り い

ませり
 還

げ ん

愚
ぐ

痴
ち

の聖
ひ じ

在
り い

ませり
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られぬ光こめたり
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ぞ開く報
ほ う

恩
お ん

蔵
ぞ う

 誰
た

ぞ開く報
ほ う

恩
お ん

蔵
ぞ う

 誰
た

ぞ開く報
ほ う

恩
お ん

蔵
ぞ う
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ご

濁
じょく

に悩む
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学　歌

佛教大学の変遷

作詞：小西存祐
作曲：吉田恒三（昭和 11 年 4 月制定）
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2号館解体後の様子（9月）工事着工前の2号館（7月）

4号館解体工事の様子（11月） 4号館解体後の様子（12月）4号館解体前（10月）

紫野キャンパス2号館解体工事 

「還愚の思想」に基づき、地にしっかりと足をつけ、ありのままの姿を見つ
めなおすことができるキャンパス。そこには身と心を癒す真の安らぎが宿
ります。

●紫野キャンパスの自然環境を活かした、キャンパスアメニティーを形成します。

●少人数教育や情報教育、専門教育に相応しい教育施設や福利厚生施設の更
なる充実をはかり、快適な学修環境を構築します。

●学生動線を考慮し、コミュニケーションが図れる適切な空間や事務室などを
配置し、学生支援体制の充実を目指します。

身と心を癒すキャンパス

紫野キャンパス整備について

紫野キャンパス工事状況

　教育施設の整備計画は、学生の安心・安全な教育・学修環境の向上と施設・設備のさらなる充実のため、老朽化が
進んでいた紫野キャンパス内校舎の耐震化対策とともに全面的なリニューアル工事に着手し、新校舎の建設を進め
ております。新校舎は、教室・事務棟と礼拝堂、そしてその周囲を緑の多いゆとりある中庭とする予定です。
　リニューアル工事は、紫野キャンパス新１号館Ⅰ期工事が2011（平成23）年7月に、Ⅱ期工事が2013（平成
25）年3月に終了しました。　
　2・3・4号館の解体工事の後、今後は新1号館Ⅲ期工事（2015（平成27）年春季完成予定）、さらには、礼拝堂
の建設（2016（平成28）年春季完成予定）を進める予定です。

　工事期間中は教育・研究環境への影響が極力少なくなるよう配慮して工事を進めますので、ご理解ご協力をお願
いいたします。 

　7月より、食堂や図工室、ピアノ室などが入ってい
た2号館・中庭（一部）の解体工事が始まりました。

紫野キャンパス3号館解体工事
　2月より、教室棟の3館解体工事が始まりました。

紫野キャンパス4号館解体工事
　10月より、通信教育課程事務局などが入ってい
た4号館の解体工事が始まりました。

2011年（平成23年）4月から、JR二条駅前に「知の臨床拠点」として
二条キャンパスを開設し、新キャンパスがスタートいたしました。
また、二条キャンパスにおけるさらなる教育研究事業の展開を目指して、
JR二条駅西側に取得した用地の整備計画を策定していきます。

3号館解体工事の様子（2月） 3号館解体前

17

キャンパス整備の近況
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2号館解体後の様子（9月）工事着工前の2号館（7月）

4号館解体工事の様子（11月） 4号館解体後の様子（12月）4号館解体前（10月）

紫野キャンパス2号館解体工事 

「還愚の思想」に基づき、地にしっかりと足をつけ、ありのままの姿を見つ
めなおすことができるキャンパス。そこには身と心を癒す真の安らぎが宿
ります。

●紫野キャンパスの自然環境を活かした、キャンパスアメニティーを形成します。

●少人数教育や情報教育、専門教育に相応しい教育施設や福利厚生施設の更
なる充実をはかり、快適な学修環境を構築します。

●学生動線を考慮し、コミュニケーションが図れる適切な空間や事務室などを
配置し、学生支援体制の充実を目指します。

身と心を癒すキャンパス

紫野キャンパス整備について

紫野キャンパス工事状況

　教育施設の整備計画は、学生の安心・安全な教育・学修環境の向上と施設・設備のさらなる充実のため、老朽化が
進んでいた紫野キャンパス内校舎の耐震化対策とともに全面的なリニューアル工事に着手し、新校舎の建設を進め
ております。新校舎は、教室・事務棟と礼拝堂、そしてその周囲を緑の多いゆとりある中庭とする予定です。
　リニューアル工事は、紫野キャンパス新１号館Ⅰ期工事が2011（平成23）年7月に、Ⅱ期工事が2013（平成
25）年3月に終了しました。　
　2・3・4号館の解体工事の後、今後は新1号館Ⅲ期工事（2015（平成27）年春季完成予定）、さらには、礼拝堂
の建設（2016（平成28）年春季完成予定）を進める予定です。

　工事期間中は教育・研究環境への影響が極力少なくなるよう配慮して工事を進めますので、ご理解ご協力をお願
いいたします。 

　7月より、食堂や図工室、ピアノ室などが入ってい
た2号館・中庭（一部）の解体工事が始まりました。

紫野キャンパス3号館解体工事
　2月より、教室棟の3館解体工事が始まりました。

紫野キャンパス4号館解体工事
　10月より、通信教育課程事務局などが入ってい
た4号館の解体工事が始まりました。

2011年（平成23年）4月から、JR二条駅前に「知の臨床拠点」として
二条キャンパスを開設し、新キャンパスがスタートいたしました。
また、二条キャンパスにおけるさらなる教育研究事業の展開を目指して、
JR二条駅西側に取得した用地の整備計画を策定していきます。

3号館解体工事の様子（2月） 3号館解体前

18
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～ 紫野キャンパス ～

◆	教務課　（紫野キャンパス１号館２階）

　〔主な担当業務〕
　　○授業科目の履修登録、授業・試験・成績（学位認定）、免許・
　　　資格取得に関すること
　　○大学コンソーシアム京都「単位互換制度」に関すること
　　○教育職インターンシップに関すること

　〔刊行物〕	 履修要項
 履修要項（免許資格）
 履修要項（保健医療技術学部）
 ※各履修要項は教育推進課にて作成

◆	教職支援課（紫野キャンパス１号館２階）

　〔主な担当業務〕
　　○ 教育職員免許状取得に係る教育実習、介護等体験に関すること
　　○ 各種資格取得（博物館学芸員、図書館司書）に係る実習に関すること
　　○ 通信教育課程との併修（「免許併修制度」）に関すること
　　○ 教職支援に関すること（「教員養成講座」、「連合教職大学院」等）

　〔刊行物〕	「通信併修履修制度（免許併修）」案内パンフレット

◆	福祉実習課（紫野キャンパス 12 号館 1 階）

　〔主な担当業務〕
　　○社会福祉援助技術現場実習、保育実習、
　　　精神保健福祉援助実習に関すること

　〔刊行物〕	『実習報告集　保育実習教育学部』
 『実習報告集　保育実習社会福祉学部』
  『実習報告集　社会福祉援助技術現場実習
   精神保健福祉援助実習』
 『福祉教育開発センター事業報告書ともいき』

◆	国際交流課（紫野キャンパス１号館２階）

　〔主な担当業務〕
　　○短期海外語学研修（全学共通）
　　　・英　語（アメリカ）：佛教大学ロサンゼルス校、デザートカレッジ
　　　・中国語（中国）：西北大学
　　　・朝鮮語（韓国）：聖公会大学校
　　○学部・学科プログラム
　　　・中国学科（中国）：吉林大学での中国語現地研修
　　　・英米学科（オーストラリア）：ディーキン大学での留学プログラム
　　○派遣留学（アメリカ）：デザートカレッジ
　　○交換留学（韓国・中国・台湾・ベトナム）

　〔刊行物〕 海外留学の手引き
 語学研修（BULA）
 語学研修（漢語研修）

学生の皆さんと特に関わりの深い窓口をピックアップしてご紹介します。

「成績通知書」は 1年に 2回（春学期：9月
下旬 / 秋学期：3 月下旬）、保護者の皆さ
まにもお届けしています。履修や成績、そ
の他ご不明なことについての面談も随時受
け付けていますので、お気軽にお問合せく
ださい。

教職・資格取得を目指す学生
の各種実習支援を中心に業務
を行っています。また、長年
の教育現場経験を有した教育
実習指導講師と連携し、教職
支援も行っています。

福祉専門職を目指す学生の
実習支援の他に、単位外で
実習を補完するプログラム
として、地域福祉フィー
ルドワークや福祉現場イン
ターンシップ等を実施して
います。

教務関係

年間を通じて、海外留学、海外研修を目指
す学生や、外国人留学生との交流を希望す
る学生へのサポートを行っています。

担当窓口のご紹介
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～ 二条キャンパス ～
◆	二条キャンパス事務課（二条キャンパス 1 階）

　〔主な担当業務〕
　　○二条キャンパスにおける学生支援に関すること
　　○二条キャンパスにおける教育推進に関すること
　　○キャンパス間に係わる事務局関係部署との連絡・調整に関すること
　　　※ 紫野キャンパスの事務局とは、必要に応じて TV 会議システムを利用のうえ、学生

の皆さんの相談事項に対応しております。

◆	学生支援課（紫野キャンパス１号館２階）

　〔主な担当業務〕
　　○学籍登録、変更や異動に関すること
　　○各種奨学金に関すること
　　○課外活動全般に関すること
　　○学生生活及び福利厚生に関すること
　　○健康管理・学生相談・学修支援に関すること

　〔刊行物〕	 Campus Guide あみたーば
 Campus Life Plan　佛大奨学金ナビ
 課外活動ハンドブック
 マナーガイド
 学生手帳

◆	進路就職課（紫野キャンパス１号館２階）

　〔主な担当業務〕
　　○進路就職支援・相談に関すること
　　○キャリア形成支援に関すること
　　○求人先の開拓及び採用に関すること
　　○求人情報の開示に関すること
　　○その他進路就職全般に関すること

　〔刊行物〕 保護者のための就活作法
 人間力をつける
 RECRUIT GUIDE BOOK 2013

◆	保健医療技術実習課（二条キャンパス 1 階）

　〔主な担当業務〕
　　○臨床（臨地）実習に関すること
　　　〔理学療法学科・作業療法学科・看護学科〕

　〔刊行物〕
　　臨床実習の手引き
　　（理学療法学科・作業療法学科）
　　臨地実習要項（看護学科）

紫野キャンパスの事務局で関連する各部課の一部機能を担
う分室の位置づけとして、紫野キャンパスとの緊密な連携
体制のもと迅速な学生対応に努めています。また、ＩＣＴ
の活用により更なるサービス向上にむけた取り組みを推進
しています。

ガイダンス・セミナー・就職支援講座の運
営をはじめ、キャリア・アドバイザーによ
る面談やリクルートチューターによる後輩
へのアドバイスなど進路・就職に関する情
報提供と共に、1 回生からでも活用いただ
ける空間づくりを目指しています。

たとえ学生であっても、現場に
立てば一人の医療従事者として
の言動が要求されます。特に実
習期間中は、生活環境も変わっ
てくるかと思いますので、ご家
庭でのサポートもよろしくお願
いいたします。

「学籍」とは大学における戸籍
や住民票であり、学生生活上、
重要な登録事項です。近年は
各事務局から学生の皆さんに、
電話等での連絡を直接行うこ
とが増えています。登録内容
の変更は、すぐに報告するよ
うご指導ください。

学生生活関係

進路・就職関係
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 ◆◆平成25年度宗教情操行事紹介◆◆

新入生知恩院（祖山）参拝
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・法然上人誕生会

仏教カフェ仏陀庵（ぶっだあん）

第 66 回　春の寺院参拝「還
げん

愚
ぐ

の会
かい

」

法然上人御聖日行事

佛教大学授
じゅ

戒
かい

会
え

開筵

　佛教大学で送る学生生活の中で宗教情操行事に心と身体で触れ、現在そして将来と、意義ある日々を送られるよう願っております。

　4月5日（金）、毎年恒例の新入生祖山参拝では、午前・午後と2回に分かれて浄土宗総本山知恩院
へ参拝いたしました。本学混声合唱団ならびにチアリーダー部の協力により音楽法要を盛大に実
施し、日常と異なる雰囲気の中での講話に耳を傾けました。新入生約1,150名が参加いたしました。

　4月6日（土）、お釈迦さまと法然上人のご誕生をお祝いし、導師を田中典彦宗教教育センター長、
脇導師に法澤賢祐宗教実習指導講師・水谷俊之宗教教育課長のもと、鷹陵館に於いて音楽法要を
実施いたしました。
　開式前には学歌ならびに聖歌指導が行われ、法要後には世界の舞台でご活躍されている「ヴァ
サンタマラ印度舞踊研究所」のシャクティーさんと研究所の方々より、インド舞踊が奉納され、
約180名が参加いたしました。
　また、午後からは1号館前にて甘茶供養と甘茶の配布を行い、多数の方に触れていただきました。

　年に数回、中庭法然上人像前や礼拝室にて楽しく歓談しながらテーマに応じた行事を開催して
おります。コーヒー・紅茶・日本茶を用意しております。お誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい。
　・ 5月17日（金）10:00～15:30　腕輪念珠づくり
　・ 6月 5日（水）12:15～12:45　千代紙での箱作り
　・ 7月22日（月）12:15～12:45　バルーンアート
　・ 10月16日（水）16:15～17:15　匂い袋作り
　・ 11月18日（月）16:15～17:15　宗教マナー講座

　年に7回、法然上人のご命日（25日）には、朝の音楽法要・講話・昼休み時間の中庭法然上人像前法要
と課外活動団体による奉納演奏等を行い、礼拝室では写経会を開催しております。
　写経会では、真剣な面持ちで取り組み自己と向き合う静かな時間を過ごしていただいております。
筆、硯、墨汁等、用具はすべてこちらで準備いたします。お誘い合わせの上、お気軽にご参加下さい。
　・ 4月25日（木） 講話：山極　伸之 学長 課外活動奉納：雅楽会演奏
　・ 5月24日（金） 講話：田中　典彦 宗教教育センター長 課外活動奉納：茶道部献茶
　・ 6月25日（火） 講話：清水　　稔 副学長 課外活動奉納：混声合唱団合唱
　・ 7月25日（木） 講話：田中　典彦 宗教教育センター長
　・ 9月25日（水） 講話：田中　典彦 宗教教育センター長 課外活動奉納：筝曲部演奏
　・ 10月25日（金） 講話：山極　伸之 学長 課外活動奉納：チアリーダー部演技（雨天中止）
　・ 11月25日（月） 講話：清水　　稔 副学長 課外活動奉納：雅楽会演奏

　毎年、春期と秋期の2回、法然上人ゆかりの地等を巡る「還愚の会」を実施しています。
　春期「還愚の会」は、5月12日（日）に「二条キャンパス周辺の散策」という企画をしたところ15名
（学生9・教職員3・引率3）の参加者がありました。二条城をはじめ、歴史・文化における名跡をゆっ
くりと拝観・散策し、説明に耳を傾けました。

　9月13日（金）から15日（日）まで、嵯峨釈迦堂清凉寺（京都市右京区）に於いて佛教大学授戒会を開筵。
　伝戒師の森山清徹先生（仏教学部教授）、説戒師の田中典彦先生（仏教学部教授）、山極伸之先生（学
長）統括のもとで実施いたしました。
　2泊3日の短い期間でしたが、日常の雑踏から離れた静かな道場において、参加者は戒を授かる
ことの意義や人間としての生き方について、体験を通じて思慮しつつ過ごされました。
　最終日の正授戒では伝戒師より戒牒が授与され、成満となりました。
　【成満者内訳】　合計35名（男性14名・女性21名）＝通学生（9名）・通信生（24名）・保護者（2）
� 　※感想文の一部を『白道』第33号（平成26年3月14日刊行）において紹介いたします。
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宗教教育センター
作品展受賞者

〔作文の部〕
　最優秀� 林田　麻裕� （通信・日本文学科）
　優　秀� 谷口　榮一� （通信・教養講座）

〔書・漢字の部〕
　優　秀� 荒木　崇之� （通信・科目履修）
� 植野　繁子� （通信・教養講座）
� 塩見　知佳� （通学・日本文学科）
　入　選� 徳山　清奈� （通学・日本文学科）

〔書・漢字かなの部〕
　最優秀� 藤井　美紗� （通学・臨床心理学科）
　優　秀� 放生　米一� （通信・仏教学科）
� 荒木　崇之� （通信・科目履修）

　釈尊成道会の中で「宗教教育センター作品展」の授賞式を執り行いました。本年（応募期間 7月 11 日～ 9月
30 日）は、新たに写仏・写真部門を加えました。作文 5点・書 42 点（漢字 32 点・漢字かな 10 点）・写仏 4点・
写真 7点の合計 58 点に渡る多数のご応募をいただきました。
　選考の結果、次の方々への授賞が決まりました。　〈敬称略〉

　入　選� 小倉　直敏� （通学・社会福祉学科）
� 山本　千晶� （通学・日本文学科）

〔写仏の部〕
　最優秀� 廣田　律子� （通信・人文学科）
　優　秀� 齋藤　昌子� （通学・歴史文化学科）
　入　選�� 山口　　唯� （通学・仏教文化専攻　博士課程）
� 椎葉　　優� （通信・教育学科）

〔写真の部〕
　最優秀� 谷口　榮一� （通信・教養講座）
　優　秀� 坪井　京子� （通信・教養講座）
　入　選�� 桝本　麻亜子�（通学・日本文学科）
� 西村　瑞生� （通学・公共政策学科）

　鷹陵祭期間中（10 月 29 日～
31 日）礼拝室（14 号館 2 階）に
於きまして全応募作品の展示会
を行い、応募者をはじめ多数の
学生・教職員にご覧いただきま
した。
※�「作文の部」最優秀は『白道』第 33
号において全文を紹介いたします。

※�「書の部」・「写仏の部」・「写真の部」
最優秀・優秀作品は、1年間、礼拝
室へ展示し『白道』第 33 号におい
て写真紹介いたします。

　秋期「還愚の会」は、11月10日（日）に三重県　欣浄寺・伊勢神宮の参拝を企画したところ33名（学
生17・教職員12・引率4）の参加者がありました。欣浄寺に於いてはご講話を拝聴し、参加者全員
で御詠歌の奉納をさせていただきました。午後からは伊勢神宮で自由参拝をした後、バスにて
帰路につきました。

　釈尊のおさとりを讃える「釈尊成道会」を、12月6日（金）に常照ホール（成徳常照館5階）に於
いて実施いたしました。
　【次第】　Ⅰ部：音楽法要　　Ⅱ部：宗教教育センター作品展授賞式　　Ⅲ部：特別講演
　特別講演では、大平貴之先生（プラネタリウム・クリエーター）より「星への思い　地上最高
の星空作りを目指して�～MEGASTAR�開発ストーリー～」という演題で、大変貴重なご講演をい
ただきました。
　通信生および一般の来聴者を含め、約200名の参加者がありました。
　※�講演内容は『法輪（宗教教育センター選書）』第21号（平成26年3月14日発行）に掲載いた
します。

　1月25日は、宗祖法然上人のご命日です。法然上人のご命日に、その恩徳を偲んで営まれる法会を御忌法要といいます。
　この「御

ぎょ

忌
き

」という言葉は、もともと天皇や皇后の忌日法会（命日に勤められる法要）を意味していましたが、大永４（1524）年、後柏原天
皇より詔があり、以来、法然上人の忌日法要を「御忌法要」と呼ぶようになりました。

【日時】　1月24日（金）　11時45分～12時15分　　【場所】礼拝室（14号館2階）

　涅槃会は、お釈迦さまがお亡くなりになられたと伝えられる日（2月15日）に、その時のありさまを描いた涅槃図を掲げて追慕の念
を表す法要です。
　涅槃とは、本来、あらゆる煩悩を滅して心の静まった「さとり」の状態をさします。釈尊は、成

じょう

道
どう

（さとりを開き仏となること）以来、
涅槃の境地にあったわけですが、肉体がある以上さまざまな苦痛が伴いました。釈尊はその苦痛をものともせず「涅槃」の状態を保
ち続けましたが、その肉体の消滅をもって、完全なる「涅槃」の状態に入られたのです。
　釈尊涅槃会は、釈尊がいかに煩悩を滅し、人間のあるべき理想を実現された人物であるのかを偲び、それを私達が自覚する会でもあ
ります。

【日時】　1月30日（木）　11時45分～12時15分　　【場所】礼拝室（14号館2階）

佛
ぶつ

名
みょう

会
え

　過去・現世・未来の仏さまを讃え、自分自身の生活を省
かえり

みる「佛名会」を12月13日（金）に礼拝室に於いて実施いたしました。また、
合同企画としまして「腕輪念珠づくり」「宗教情操映画鑑賞　映画の夕べ」を開催いたしました。
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保護者の皆さまのお声を
お聞かせください

大学や教育後援会の情報を発信

　教育後援会では、会員である保護者の皆さまからのご意見やご
投稿を募集しています。
　テーマは自由です。最近思うこと、お子様のこと、学生時代の
思い出、教育後援会や大学へのご要望などをお寄せください。な
お、お寄せいただく際には①氏名②お子様の学科と回生（可能で
あればお子様のお名前）③住所④電話番号を必ず明記頂きます様、
お願いいたします。

■佛教大学ホームページ
　http://www.bukkyo-u.ac.jp/

■佛教大学 Facebook
 　http://www.facebook.com/bukkyo.univ

■佛教大学教育後援会ホームページ
　（佛教大学ホームページ内）
　http://www.bukkyo-u.ac.jp/about/related/parents/

（お問合せ）

　　佛教大学教育後援会（校友会事務局内）

　　電　話	 075-491-2141
	 （大学代表・月～金曜日	9 時～ 17時）

　　F A X	 075-495-2159

　　メール	 kouenkai@bukkyo-u.ac.jp

～ご意見・ご投稿は、次の 3 つの方法よりお選びください～

　①メール　教育後援会専用メール　kouenkai@bukkyo-u.ac.jp 

　②ＦＡＸ　教育後援会専用ＦＡＸ　075-495-2159 

　③郵　送　佛教大学教育後援会「紫峰」係宛
　　　　　　〒 603-8301　京都市北区紫野北花ノ坊町 96

月 日　　　程 事　　　項

１月

6 日（月） 始講式・秋学期授業再開
6 日（月）～ 31 日（金） 転学部・転学科許可願提出期間
6 日（月）～ 4 月 30 日（水） 春学期休学または年間休学受付期間（2014 年度）
8 日（水） 山岳部冬山合宿遭難者追悼法要

12 日（日）・13 日（祝）・26 日（日） 秋学期補講日
16 日（木）～ 2 月 28 日（金） 再入学受付期間
18 日（土）・19 日（日） 大学入試センター試験（本学会場有り）
23 日（木） 秋学期授業終了
24 日（金）～ 30 日（木） 秋学期定期試験
24 日（金） 法然上人御忌会
30 日（木） 釈尊涅槃会

2 月

1 日（土）～３日（月） 一般入学試験Ａ日程
1 日（土）～３月 14 日（金） 転籍受付期間
3 日（月） 別科 3 学期閉講式
4 日（火）～ 10 日（月） 3 月卒業・修了対象者、卒業・修了口頭試問
7 日（金）・8 日（土） 秋学期追試験（予定）

上旬～下旬 短期海外語学研修（C.O.D.）

15 日（土）

大学院修士課程（2 月）（一般・成績優秀・留学生・社会人）、
大学院博士後期課程（一般・成績優秀・留学生・社会人）、
編入学（2 月）、社会人 1 年次入学・編入学（2 月）、留学生 1 年次入学・編入学（2 月）・
転籍、別科入学試験

3 月

1 日（土）
大学院修士課程（2 月）（一般・成績優秀・留学生）

【臨床心理学専攻のみ】
5 日（水）・６日（木） 一般入学試験Ｂ日程

14 日（金） 善導忌
18 日（火） 学位記、卒業・修了証書授与式（３月卒業・修了）
19 日（水） 学内法定点検（紫野キャンパス内全域非常放送鳴動）
中旬 留学生送別会
20 日（木）～５月 15 日（木） 佛教大学学資給付金（春学期）出願期間（2014 年度）
20 日（木）～５月 20 日（火） 佛教大学学資貸付金（春学期）出願期間（2014 年度）
26 日（水）～４月上旬 春学期在学生オリエンテーション（2014 年度）（予定）
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