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見に来てね♪映え写真１グランプリ結果発表！1
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インスタグラマー必見！
大教の映えスポットはここだ！

受賞者から一言いろんな人がおるから社会はおもしろい！「私たち自身の手で、多様

でダイバーシティな社会を創造する」そんな願いを込めて撮った写

真です。明るく楽しく、そして何より「おもしろい」未来をめざして。

ペンネーム 同実組の先輩＆後輩 さん

#撮影場所：サンカフェ外のテラス

準グランプリ
準グランプリ

審査委員長から講評準グランプリの受賞、おめでとうございます！ラフな感じと、雲

などの色のバランスがとても美しく、ポスターのようでした！素

敵な写真を送ってくださり、本当にありがとうございました！
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受賞者から一言

この度は広報室特別賞を受
賞でき、大変光栄に思います

。素敵な賞を

授与していただいたこと、そ
して何より私の大学生活最

後の思い出作り

に笑顔で協力していただいた
被写体の友人には大変感謝

いたします。

自然科学4回生 ペン
ネーム たからどん さん

#撮影場所：図書館とC
棟の間

広報室特別賞広報室特別賞

大学広報室から講評

木陰が続くなかの影りの
ない笑顔が印象的です。

秋と夕暮

れも相まって、大阪教育
大学の魅力の一つである

「人」の良

さと、柏原キャンパスの自
然の豊かさが伝わってき

ます。
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受賞者から一言
この度は大教映え写真１グランプリに選んでいただき、大変光栄です    自
然学校リーダーを務め、子どもたちを通じて絆を深めた仲良し３人組で撮り
ました！卒業直前に素晴らしい思い出になりました♪ありがとうございます！
審査委員長から講評
グランプリの受賞おめでとうございます！圧倒的No.1で
DAIKYO PRESS一同惚れ惚れしてしまいました！とっても映えて
いて、表紙にふさわしい1枚だと思います。

小中社会4回生 木村哲士 さん

#撮影場所：3号機エスカレーターを昇ってすぐの絶景スポット

グランプリグランプリ11

モデル：小中社会4回生 仲本遼さん、小中書道2回生 渋谷百花さん
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～「想
い」に

まっす
ぐ。～

まっすぐな
「想い」を
動画にしました。

スタッフの「大教生のいつもまっすぐなところをいろ
んな人に伝えたい」という一言から始まり、2021年
の7月から5か月間にわたり大学にいるみなさんの
「まっすぐ」を取材し続けたこの企画。4５名の学生・
教職員の皆様のご協力のもと想いがたくさん詰
まった一つの動画が完成いたしました。
大阪教育大学の想いが詰まった動画は大学公式
YouTubeなどでご覧になれます。ぜひご覧ください。

OKUChannel
大阪教育大学公式チャンネル
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Dining TERRADining TERRA
（大学会館1F）（大学会館1F）

詳しい情報は大学生協の
公式HPをチェック！

お得な情報満載の
Twitterはこちらから！

最も座席の多い食堂。 テイクアウトショップテイクアウトショップ
（大学会館3F）（大学会館3F）
テイクアウト弁当専門のショップです。

レストラン FORETレストラン FORET
（大学会館2F）（大学会館2F）
店員さんが席まで料理を運んでくれる、
完全フルサービスのお店！

SUN CAFESUN CAFE
（大学会館3F）（大学会館3F）
朝食・サンドイッチ・ドリンクなどを
提供している喫茶・軽食店！

第二食堂第二食堂（大学会館2F）（大学会館2F）
1g＝1.6円のグラムバイキングの他、
丼や麺類も充実しています！

他にも沢山いろんなメニューがあります！是非、自分の“推しメニュー”を探してみて下さい！他にも沢山いろんなメニューがあります！是非、自分の“推しメニュー”を探してみて下さい！

ランチタイムに多くの学生で賑わう食堂！今回は、そんな食堂の人気メニューを徹底取材してきました！

スピーディーに
お昼ご飯を

食べたい人は是非！

午後の
ティータイムにも
オススメです。

「がっつり食べたい！
」

と言う方に
オススメ！

あたたかいお弁当を
食べられます！

定食やランチを

楽しみたいという方に
オススメです。

※新型コロナウイルス感染症の影響により営業店舗が
　縮小や変更になる場合があります。

大
教

豚塩
カルビ丼

照り焼き
HBサンド

ベルギー
チョコケーキ

とんかつ玉子
あんかけ丼

チリマヨ
唐揚げ弁当ハンバーグ

チーズ丼若鶏醤油揚げ

タルタルソース

チキンカツ
ポン酢おろし

担々麺

朝定食

ランチ

コーヒー

朝定食

麻婆豆腐

チキン
南蛮丼

LUNCH TIME!!
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に根差した伝統産業やお店の存在すら知らなかったですが、実際に足を運び、
体験し、話を聴かせてもらってとても印象に残りました。
また、この経験は、柏原には他にももっと面白いお店や産業があるのでは、と考
えるきっかけにもなりました。

私は、マルシェに参加していた人みんなが楽しそうにしていたことが印象に
残っています。私は途中からこのサークルに参加しましたが、メンバーも寛容に
受け入れてくれて、マルシェに参加するお店の方も、年齢差を感じさせずにフレ
ンドリーに接してくださり嬉しかったです。

今号のDAIKYO PRESS フリーペーパー作成スタッフ　根本（英コミュ）、津田（英コミュ）、池田（英コミュ）、田上（特支）、坂井（多文化）、小島（中等社会）

【Twitter】
ス タ ッ フ 募 集 中 ！
興味がある方は、Twitterまたは
InstagramのDMにご連絡ください！

DAIKYO PRESS

           
主な活動としては、マルシェを開催するための設営の手伝いや、マルシェ本部
のお店の売り子をしています。
また、最近は新型コロナウイルス感染症の影響でできていませんが、この活動
以外にも、以前はお店にサークルメンバーが足を運んで普段のお店の様子を
取材したり、SNSに投稿したりもしていました。

様々な年齢や性別、職業の方に出会う機会があり、たくさんの経験ができるこ
とが大きな魅力です。柏原市の大学に普通に通っているだけでは得られない、
柏原の産業や生活様式、そして人々の温かさのようなものに触れるという大
切な経験をこのサークルでは得ることができます。

私は地域の魅力を感じられることが魅力だと思います。私は柏原の近くに住
み、柏原を身近に感じていました。でも実際にサークルに入りマルシェに参加し
てみると、改めて「柏原ってこんなに美味しいものがあったんだ」と魅力的なも
のを発見できたことが何度もあります。
また、マルシェに参加しているみんなが楽しそうにしているというのも魅力だと
思います。マルシェの準備や片付けなど大変なこともありますが、みんなが手
伝ってくれたり、誰もが互いに感謝しあったりしていて、いつももう少し早くに
このサークルに入っておけばよかった、と思うほど楽しいです。

このサークルはインターカレッジサークルであると同時に、“インターエイジ”だ
なとも思います。卒業生やマルシェに関わるお店の方など、普段関わることの
ない年代の方と関わり、何かをするというのは、ただ大学生活を送るなかでは、
絶対に経験できない貴重な体験だと思います。

活動の一環で去年の１０月に、
柏原にある染工所に行き、染
め物の技術や実際の作業風
景を見学して、実際にコース
ターに模様付けする体験をし
たことです。
普段どういったことを心掛け
ているのかや、どういった所に
染め物で貢献しているのかな
どを取材させてもらいました。
普通に過ごしていても、柏原

Q1 どんな活動をしていますか？

Q2 活動しているなかで一番印象に
残っていることはなんですか？

Q3 あなたが思う「をかしわらサークル」の
魅力を教えてください！

興味が少しでもある方はぜひ覗きに来てください！いろんな人と
関わってみんなで作り上げたいと思う人ならだれでも大歓迎です！

活動報告やちょっとした情報を
お伝えしています。

【公式ブログ】
SNSでは載せていない情報も

あります！

【Instagram】

【Instagram】

今年度から始めました。
写真を中心に投稿しています。

あなたの学生生活を豊かにしている、サークルの魅力を知りたい

今回は「をかしわらサークル」さんに
お話を伺いました！

サークルインタビュー
をかしわらサークルさんの情報を
もっと知りたい方はこちらをcheck   

【今回お話ししてくださった方】
がじさん（をかしわらマルシェ実行委員会代表）、
ゆっけさん・ほのかさん（新4回生）

【Twitter】

が じ （敬称略）

が じ

ほのか

ゆっけ

ゆっけ

ほのか

NEW

NEW
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