
「おかげさま」の
　　　心を育もう

　新入生の皆さん、ようこそご入学く
ださいました。心より歓迎いたします。
　皆さんは、この相愛学舎の門をくぐ
られ、新たな学びと生活を目の前にさ
れています。思い起こしてみてくださ
い。自己の努力もさることながら、家

族・友人・恩師などとの日々 を通して、
数え切れないほどの縁に恵まれ、今ま
さにこの場に立たれていることでしょ
う。相愛学園の仲間となられた皆さん
に、最初に申し上げたいのは、見えな
いところ、気づかないところで、それ
らの縁が自身の大きな支えとなってく
れていることの大切さに気づいてほし
いということです。
　言い換えますと、「おかげさま」の心
の本質と尊さをみつめていただきたい
のです。それこそが、本学園の教育の
目的であり、願いでもあります。
　ところで、皆さんは、「こそどろ」と
いう言葉を知っているでしょう。どん

な人を表現した言葉でしょうか？他人
の持ち物を奪う人と思われるかもしれ
ませんね。間違いではないのですが、
こんなとらえ方もできます。「こそどろ」
とは、自分の損得にしか関心が向かず、
他者につけるべき「こそ」を奪い、自
分にばかり「こそ」をつける人のこと
を言うのです。例えるなら、私こそ正
しい･･･、私こそ頑張っている･･･、私
こそ我慢している･･･。私たちが、そん
な「こそどろ」になってしまい、「私こ
そ、私こそ」という思いで心をいっぱ
いにしますと、そこに争いと憎しみが

生まれ、自他ともに苦しい人生となっ
てしまいます。
　でも、自分のことよりも相手の立場
をおもんぱかる人は、「こそ」を自分よ
りも相手につけるでしょう。あなたが
いればこそ･･･、あなたこそ頑張ってく
れている･･･、あなたこそ我慢してくれ
ている･･･。そんな心でお互いがお互い
の支えとなり、「おかげさま」と敬い合
うとき、皆さんのそれぞれの輝きがさ
らに大きく光り出すのです。
　この学舎に集われた皆さんが、「お
かげさま」の心を育み、いかなる時も、
人生を豊かに表現する真の相愛人にな
られますことを、心から願っています。

自信をもって
　そしてやさしく

「おかげさま」の心を大切に

　御入学おめでとうございます。
　皆さんは4月から相愛生・相愛人の仲間入りです。
大学や学校とは皆さんにとってどのような場所でしょ
うか？より多くの知識を得る場所、新しい友人関係を
構築し社会へ出るための準備・訓練の場、将来つきた
い仕事のためのスキルを磨くところ、などなど、目的
を持って入学してこられたことでしょう。なかには深
く考えずに相愛学園を選ばれた方もいるかもしれませ
ん。目的は非常に漠然としているかもしれず、そして
将来どんどん変わっていくかもしれません。あせらず
にゆっくり見つけてください。
　相愛生の特徴は「やさしい」ことのようです。他人
に対してやさしくできるのはとても大切ですが、難し
くもあります。努力し頑張ることは必要ですが、どん
なに頑張っても思うような成果がでないこともありま
す。そのような時、自分や他人を責めるのではなく、
少し留まって振り返ってください。「やさしい」ことは
「弱い」ことではありません。校風は皆さんが作り守り
伝えるものです。「やさしさ」を忘れず、自分を信じて
可能性に向かって進んでください。
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Q&A 新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

期待と不安でいっぱいのみなさんのために、疑問に
先輩たちがお答えします。

ラウンジってなに？

学校の近くには
どんなお店があるの?

相愛に入学して
びっくりしたことは?

体育祭はどんなもの? どんな施設がありますか?

お気に入りの場所は?

食堂には
どんなメニューがあるの？

パソコンが使える場所が
あるって聞いたけど本当？

　ラウンジとは、学生厚生館1階のことです！
　お昼休みに食事をとったり、授業の合間
に友達としゃべったりする学生の憩いの場で
す。
　ラウンジには購買部があり、お弁当やお
菓子、文房具などが販売されています。

　最寄り駅のポートタウン東駅の近くにはスー
パーマーケットのほか、書店や100円ショッ
プ、郵便局、銀行などもあり、学生はよく利
用しています。飲食店も充実しているので、学
校の外でご飯を食べるのもいいですね♪

　礼拝があることです。毎日、朝夕に各教室
で、週1回は礼拝堂（講堂）で、月1回は講
堂で、法要やご法話があることに驚きまし
た。他校では味わえない仏さまの教えにふれ
られる、とても良い機会となっています。毎
日の礼拝で読む『日々の糧』には、とても素
敵な言葉が載っており、卒業されてからもそ
の言葉を大切にしておられる方も大勢いらっ
しゃいます。相愛は創立126年の歴史があ
ります。母、祖母さらにその前の世代からこ
のような礼拝が続いているそうで、『伝統っ
てすごいことだなぁ』と実感します。

　以前は相愛大学（南港）のグラウンドで行
われていましたが、昨年度は大阪市中央体
育館で初めて室内での実施でした。今年は
舞洲アリーナで実施されるそうです。さまざ
まな競技がありますが、高校3年生のクラス
ダンスは毎年一番の盛り上がりで、相愛体
育祭の花形競技です。高校・中学校の垣根
を越えて、皆で楽しめます!

・華道や茶道、お琴や着付けなどの授業を
行う「和室」があります。一面畳で、大都会
の中にあって『和』を感じられる施設です。

・昨年ついにシャワー室が完成しました。部
活動の合宿等で使用されています。
・トイレも全て新しくなり、洋式も追加されま
した。
・食堂は多くの生徒が利用します。日替わり
定食やお弁当、麺類など、さまざまなメ
ニューが用意されています。カレーライスは
驚きの150円です。

　①礼拝室
　毎朝8:00から教員室前にある礼拝室で
お晨朝（じんじょう）としてお経を読んでお勤
めしています。以前は、D棟6階にある仏間
で行われていましたが、現在は礼拝室で行
われています。毎朝、声を出してお勤めし、
心を静めて1日のスタートがきれます。もち
ろん生徒も参加できます。皆さんも一緒に参
加してみませんか?

　日替わりランチやラーメン、うどん、ハン
バーグなど書ききれないぐらい豊富なメ
ニューがあります！　ドリンクバーもあり、多
くの学生が利用しています。朝8：45から
モーニングもあります！

　本当です！　3号館の1階にOCEANS
（オーシャンズ）というパソコン教室があり、
レポートや課題の作成、インターネット検索
などができます。また、図書館の1階部分に
ALPS（アルプス）とい
うスペースがあり、自
主学修を行うためやグ
ループでディスカッショ
ンしながらパソコンを使
用することができます。

②自習室
　授業が終わった後の放課後に、その日の
復習や翌日の予習の為に使用している人が
たくさんいます。先生方のいらっしゃる教員
室の前にあるので、すぐに質問にも行けま
す。定期考査前は満席になることもあります。
また、進路室も近くにあるので、受験に向け
て大勢の生徒が自習室を活用しています。

高校・中学校編
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　新入生のみなさん、ご入学おめでとう
ございます。

高等学校・中学校　校長

安井　大悟
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。期待と不安でいっぱいではな
いでしょうか。私も昨日の事のように思
い出されます。
　相愛は少人数で先生方との距離も近く
友達もすぐにできるので安心してくださ
いね。
　また、相愛の特色として放課後行われ
る教養講座があります。ピアノや英会話、
お免状をいただける講座もあります。勉
強はもちろんですが、クラブ活動や教養
講座も頑張ることでさらに充実した学校
生活が送れることと思います。
　あなたも今日から相愛人！　笑顔いっ
ぱいの学校生活を共に送りましょう。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。新しく始まる大学生活に不安
や戸惑いを感じながらも、これからの生
活にいろんな期待や希望を持っているこ
とと思います。
　今年から皆さんは、相愛大学の一員と
して4年間の大学生活のスタートを切る
ことになります。大学生は自分自身で選
択することが多く、その分責任が伴いま
すが自分の将来の幅がとても広くなりま
す。
　1年はあっという間に過ぎてしまいます。
1年を振り返った時、「後悔」ではなく「充
実」が一番に浮かぶような大学生活を送
れるように楽しんで過ごしてください。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。
　相愛にはたくさんのクラブ、教養講座
があります。どのクラブも先輩後輩仲が
良く、明るく楽しく元気に活動していま
す。教養講座では外部の専門の先生が丁
寧に指導してくださいます。
　文化祭や体育祭、7月には七夕のイベ
ントなど楽しい行事がたくさんあります。
　最初は分からないことだらけで緊張や
不安もあると思います。困った時は迷わ
ず私たちに聞いてください。
　3年間あっという間なのでみんな仲良
く楽しい中学校生活を送ってください。

高等学校生徒会　会長

町田　祐季子
大学学生執行部会   会長

松本　麻奈美
中学校生徒会　会長

大土　翼

　相愛同窓会新聞第15号に、私は「仏教
的素養」と題する一文を寄稿しました。
この表現を耳にしたのは昨夏の龍谷アド
ヴァンストプロジェクト開校式記念講演
にて、龍谷大学入澤教授が使用された機
会にでした。これは誠に妙なる表現であ
ると思い、折に触れ私も使用しておりま
す。
　仏教的素養とは、一朝一夕に備わるも
のではないという点が妙なるのですね。
あなたは4月1日から相愛人になられまし
た。新入生としてはまず、建学の精神「當
相敬愛」を目に耳になさるでしょう。こ

れは宗教的情操の涵養という側面が強調
され、襟を正すがごとく響きますが、仏
教的素養の方は少しくだけて、日々相愛
の学園生活の中で知らず知らずのうちに
身についていくものだと言えましょう。
　例えばお念珠の扱いや食事の言葉、あ
りがとう、おかげさまの気持ち、それに、
ものの見方や捉え方が仏教的考え方に基
づくようになるのです。
　相愛人はそれ故、世の中に出てから人
となりや生きざまが輝く存在になるので
す。
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円滑で充実した学生生活
　奨学金制度とは、人物・学業とも
にすぐれ、かつ健康で経済的理由の
ため就学困難な学生に経済援助を
行い、教育の機会均等を図るととも
に、すぐれた能力を十分に伸ばし、社
会に有為な人材を育成することを目
的として設けられています。
　本学で取り扱っている奨学金は、
学園のもの、学部独自のもの、地方
公共団体のもの、民間団体のもの、
宗教団体のもの等に大別できます。
また、奨学金によっては家計基準や
学力基準など種類によってさまざま

大学奨学金制度

な基準が設けられており、すべての
人に適用されるものではありません
が、奨学金制度を有効に活用してく
ださい。
　奨学金の種類や基準など詳しい内
容は学生手帳に掲載しています。募
集時期は、ほとんどのものが4月、5
月に集中しているので随時、学生支
援センターの掲示板で確認してくだ
さい。
　日本学生支援機構奨学金を入学
してから希望する学生は、出願説明
会を4月14日(月)17時から学生厚生

館3階S307で行います。その場で、
「申込書」をはじめ必要書類一式を配
布するほか、申し込みに関するスケ
ジュールや記入上の注意などについ
ても説明します。
　学生支援センターでは、奨学金関
係の事務のほか、皆さんの学生生活
が円滑に、より充実したものになるよ
うにサポートしていますので、気軽に
お越しください。

未経験からスタートで
有段者をめざそう！

クラブ紹介

　私たち剣道部は、高校生3名、
中学生1名の合計4名と人数は少
ないですが、高校・中学の垣根
を越えてみんなで一緒に稽古して
います。経験者は在籍しておらず
全員が未経験者ですが、去年は
大阪市第三支部大会で個人優勝
をした選手もいます。
　顧問の先生は、二段で、初心
者にもわかりやすく指導をしてくだ
さいます。
　練習内容は、素振りや防具を
着けての基本稽古、試合稽古な
ど活気ある稽古を行っています。
顧問の先生と一緒に稽古をすると
きもあります。また、昇段試験に
向けての練習も行っています。目

標は中学生は初段、高校生は二
段を取得することです。
　メリハリを大事にしつつも、みん
な和気あいあいと活動しています。
経験者、未経験者を問わず興味
がある人はぜひD棟7階にある剣
道場まできてください。一緒に“剣
道小町”を目指しましょう!!

顧問　光森智紀
部長　井上瑞穂剣 道 部剣 道 部

高校・中学校

学生支援センターへ学生支援センターへ

気軽にお越しください気軽にお越しください！


