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みんなは大学生ってきくとどんなイメージ？
バイトし放題？授業が自由？

今回は大学祭実行委員会委員長の花上朋樹さんに
インタビューしてみたよ！

大学生のリアルにせまってみよう！

プロフィール

リベラルアーツ学群歴史学専攻 3年生
花上朋樹さん
大学祭実行委員会委員長
バイト：お寿司屋さん
趣味：最近は映画をみること！

委員長
花上朋樹に迫ってみた⁉



高校３年生の頃の自分は、色々
な事に興味があったから！
他の大学と違って、学部に左右
されない学び方ができると思っ
てこの大学に入学したよ！

まず初めになぜ桜美林大学に行こうと
思ったのかお聞きしたいです。

なるほど！
それでは次にご自身の思う桜美林大学の
強みを教えてください。

１番は色々なことが学べること！
もう１つは同じ学部なんだけど、
学んでることは全然違う、色々な
考えや意見をもった人が同じ学部
内にいるっていうのが面白くて視
野が広がるなって思う！

ありがとうございました。
それでは次のページから大学生活について
迫っていこうと思います！



現役桜美林生の時間割⁉
～お気に入りの場所はどこ？～

月 火 水 木 金

１
国際法

２ 福祉社会学 キャリア

デザイン
国際法

３ 日中交流史 環境思想概論

４ アメリカの
歴史 世界史

アメリカの
歴史

５
世界史

６

こちらが花上朋樹さんの実際の2022年
春学期の時間割です！
大学生になって高校生の頃から、
変わったなという部分はありますか？

時間割を自由に決められることかな、
大学生は高校生と比べて遅くまでバイト
できるようになるし、色々な自由度は上
がると思う。でも始業時間を2時間目に
できたりもするから生活リズムは崩れて
しまいがちだね、、、



大学内でお気に入りの場所を
教えてください！

いつもお昼ご飯を食べてる実行委員会の部室か、
崇貞館のラウンジ！あとは明々館の8階もおすすめ！



実行委員会についてもお聞きしたいです！
委員長はどのようなお仕事をされているんで
しょうか？

実はあまり決まった仕事はないんだよね、
局長のほうが仕事が多くて各部署の仕事の
統括をしたり、資料をまとめて学校に提出
したり。委員長はそういった全体の仕事の
進捗を見てバランス調整する仕事かな！

同じく実行委員に入っている私としては
先輩方全員に頭が上がりません、、、
では次にこのお仕事をされていて
良かったことを教えてください！

色々な人と仲良くなれることかな！
桜美林大学は色々な学群があるから、
自分の学群以外の人とも交流できる
のはうれしい！

委員長になってよかったことは、普通に
大学生活を送っていたらやれない仕事を
できることかな。もう一つは、全体を見
れるから部員の子全員の成長をみたり感
じたりできること！



ありがとうございました！
最後に今回の大学祭に来てくれた方々へ向けて、
一言コメントをおねがいします！

今回は2年ぶりの対面開催ということで
楽しんでもらえるような企画をたくさん
用意しているので、大学祭実行委員会が
一丸となって作り上げたものを是非肌で
感じつつ、楽しんでいただけたら嬉しいです！

➡他学群の時間割ものぞいてみた！



番外編
色々な学群の時間割を

のぞいてみよう！

桜美林大学には、リベラルアーツ学群
以外にもたくさんの学群があります。
今回はその中から芸術文化学群、グローバル
コミュニケーション学群、そしてリベラル
アーツ学群の方々にお話を聞いてきました！

月 火 水 木 金

１
工芸概論

２
色彩学

キャリア

デザイン
デザイン論

３ グラフィック
演出技法

グラフィック
デザイン

４ グラフィック
演出技法

グラフィック
デザイン

５

専攻演習

芸術文化学群 ビジュアル・アーツ専修3年 Rさん
・1日のルーティンは
「朝に音楽を聴くこと」と「その日の空を見ること」！
・デザインを深めたいので、デザイン分野を多く履修しています！
・授業がない時間は課題や作品制作をしていました。
・木曜日に休みを作って、メリハリをつけています！



月 火 水 木 金

１
英語コア 心理学

概論

２
英語コア

グローバリゼー

ションと社会

３ リベラルアーツ

セミナー
英語コア 集団コミュニ

ケーション

４

英語コア
コンピューター

リテラシー
キリスト教入門

５ アカデミック
ライティング

６ グローバリゼー
ションと社会

リベラルアーツ学群 社会領域1年 Nさん

・多摩センターから通っているので、登校には時間が
かかります、、
・春学期は基本的に必修の授業が多めです。この先の
メジャー、マイナーを決めるにあたって色々なもの
を見たほうが良いと思ったので、色々な授業を
取っています。
・火曜日6限目はリベラルアーツ学群の授業ではない
め、他の学群の人たちとともに授業に参加できて
楽しかったです。

同じリベラルアーツ学群でも、
興味のジャンルにより時間割は千差万別！
学生の数だけ時間割の種類があります！



月
火
水

• 月
• 火

月 火 水 木 金

１

２

３ 中級中国語
演習

グローバリゼー

ションと社会

４ 上級中豪語
演習

グローバリゼー
ションと社会

上級中国語
演習

上級中国語
演習

５ 上級中国語
演習

論理的思考

６

グローバルコミュニケーション学群
中国語専修1年 Mさん

・午前中の授業が入っていない時間帯にバイトに
行っています。大学で授業を受けた後はサークルや
勉強、友達とご飯に行ったりしています。

・空き時間は、友達と話したり、先輩とよく関われる部室に
いることが多いです。

いかがでしたでしょうか！
桜美林大学には今紹介してきた学群の他にも学群があり、
専修により学ぶことも様々です。
ぜひ参考にしてみてください！



桜美林大学生100人にアンケートを実施＿

大学の気になることや桜美林生について
知れるかも！？

学内のおすすめの場所から受験生に向けて
のワンポイントアドバイスまで
内容盛りだくさん！

はい
66.7%

33.3%
いいえ

35.3%
はい

いいえ
64.7%

男性
女性

その他



7.8%

はい

いいえ

はい
82.4%

17.6%
いいえ

45%
ポジティブネガティブ

55%

Windows
87.3%

12.7%
Mac

29.4%
０～30分

31～60分
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1時間以上
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2時間以上
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ランド

57%
34%
ディズニー
シー

9%
USJ 18%

愛したい

愛されたい
82%

50%

はい
50%

いいえ

パン派
62.4%

37.6%
ご飯派
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Zoom授業でミュートが外れた学生がおり、鼻歌を結構なボリュームで
熱唱していたのが全員に聞こえていた。
その時先生が「どなたか楽しそうに歌っていますね」と微笑んでミュート
にしていた。

オンライン授業でミュートが外れてたのに気づかずに
熱唱してたやーつ

※ちゃんとミュートされているか確認しよう！





部活サークル紹介
桜美林大学で活動している部活サークル団体を
一部紹介します！

クロスミントン部

活動日

活動内容

団体SNS

毎週火曜日、日曜日 たまに水曜日か木曜日

大会のための練習やミーティング

Twitter ： @obirin_slash 
Instagram：obrin_slash

バドミントンをやっていた人はラケットが重く感じ、
テニスをやっていた人は軽く感じるそうです！
また、マイナースポーツのため誰でも完全に初心者
なので最初はコントロールに苦戦しますが、

慣れるとバコバコ打てちゃいます！！

入った後
の感想



Global Supporters

活動日 月2回程度のレクor国際交流

活動内容 国際交流等

団体SNS Instagram：global_supporters

入った後 今年は対面での国際交流が定期的に行われて
の感想 いて充実しています。

桜美林大学読書運動
プロジェクト実行委員会

団体SNS

入った後

の感想

活動日活

動内容
月・木の12時30分〜13時(変動あり)

図書館棚にて本の紹介、作家トークショーの開催、
読書会、市内図書館との交流活動等、図書館と連携して、
本に関連するイベントを企画運営を行っています。
大人しそうに見えて、意外とアクティブな団体です。

Twitter：@obirin_reading

読書を通じて、さまざまな活動や体験ができたと
感じました。日常的なものから、観客を呼ぶような
大きなものまで、活動の幅がとても幅広いです。



桜美林大学クワイヤー

活動日

活動内容

団体SNS

入った後

の感想

木曜日、土曜日

週２回の練習
大学チャペルアワーや式典で歌うほか、
入学式、修了式などでも演奏している。

Twitter：@obrr_choir

自分が入った時期は、去年の夏休み前の時期でしたが、
前からいた人たちがよく歓迎してくれました。
練習を始めてみてチャペルの中で行っていったので
いつもとは違うような雰囲気で新鮮でした。
式典にて歌う時は今まで自分が経験してきたものとは
違うような感じで面白く感じました。

色々なことを言いましたが今はもう入って１年が経過しようと
していますが今でも楽しんでいます！
芸術文化学群 ２年 菅原京也



SLC-V

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

(サービス・ラーニング・センター・ボランティア)

ミーティング毎週火曜日5限目

ボランティア活動 ・アイリンブループロジェクト
防災の啓発活動として不定期で防災教室を開催しています。
また、無料塾でのレクリエーションを企画するボランティア
活動など様々な活動を行っています！

Instagram：@slcv_obirin 
Twitter：@obirin_slc

・自分から触れることのあまりない、震災をはじめとした
ボランティア活動にたくさん関わることができて、楽しいです！
（芸文・2年)
・震災についてこれまで知らなかったことを学ぶことができた
だけでなく、他のボランティア活動を通して子どもたちに
防災や現在の大切さを伝える活動にも参加することができて
よかった。（GC・2年)
・3.11について振り返ることで、命の尊さや防災の大切さを
学ぶことができてよかった！
最近だと防災以外のボランティア活動にも参加させていただく
機会もあって、いろいろな学びを経験できているなと

感じます！（LA・4年)



Character’s
(インカレジャグリングサークル)

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

毎週土曜日13時〜17時
(テスト期間はお休みです！)
色んな大学のメンバーで集まって、ジャグリング
してます！障害者施設にパフォーマンスに行ったり、
文化祭のパフォーマンス動画を制作するよ😆😆

Twitter：@characters_sns

実は1/3がジャグリング初心者！「ジャグリング？
何それ？？」っていう状態から始めた子もいます。
意外とやってみたら、スルスルできるようになるから、
大丈夫👍👍
自己紹介の時とか、インパクトバッチリな趣味になります笑
メンバーはみんなバイトしてるし、来られる時に

参加って形にして、ゆる〜くやってます。
桜美林以外には、中央大、東京工藝大のメンバーもいます！
他大の友達とも一緒に参加してね♪



陶芸部

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

自由

自由に作品作成

Instagram：
obirin_ceramics

活動は自由なので、空きコマなどの時
間を活用でき無理のない範囲で楽し
めます。 また、自分で好きなように食
器や雑貨を 作れるので楽しく活動で
きます。

unlimited

活動日活

動内容

団体SNS

入った後
の感想

不定期

学園祭や単独公演で行うファッションショーに
向けて活動してます！ Instagram：
unlimited._2022 twitter：@2022_unlimited
洋服作りだけでなくそれぞれの得意な分野で

活躍出来るので普段関わることのない人達と関われて
楽しいです！



美術部

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

月曜日、水曜日、金曜日 の5限または6限
（学期ごとに変更します）。
火曜〜金曜の1〜6限はいつでも好きに部
室に来て作業ができます！

好きに作品を作ったり、絵を通して交流したり、好
きな作品を語り合ったり……。
各々好きなように創作活動に励んでおります！

Twitter：@obirin_artclub

・「のんびり活動させてもらってます」
・「自由でワイワイ賑やかな部活です。
年々活動が活発になってきて、毎年いろんなお絵描きに
挑戦するのが楽しみです」

・「前より随分部員が増えましたが、皆で和気藹々と
部活しております！やりたいことを自分から提案したり
することも出来るので色んなことをやってみたい！
という方は是非入部してみてくださいませ。」

・「とても和気あいあいとしている部活です。
絵を通してみんなで活動できる色んな企画を企て
開催してくれているのがとてもありがたく、
そして楽しいです。週の活動でも対面もzoom参加も
可能ですし、個人制作日もあり幅広く対応しているのが
部活として好印象です。」

・「他の人の絵を見ながら、自分の絵を描く機会が
増えたのでちょっとは絵が上手くなったかなと思います。」

・「美術部では、美術という共通の話題があるので
初対面の人とも話しやすく、新入部員である私もすぐに部
の雰囲気に馴染むことが出来ました。まだ話したことのな

い人もいるので、今後の活動の中で、
交流する機会があれば、と思います。」



HEIDI

団体SNS

入った後
の感想

活動日活

動内容
週1、2日
町田キャンパスの近くの体育館を借りて、

バレーボールをしています！

Instagram：heidi_obirin

ハイジの良い所は、先輩が優しいところ、学年、学群の壁が
ないところ、ミスをしても笑い合えるところ、
イベントが多いのでバレーボール以外でも沢山楽しめる
ことがあるところです！
バレーが得意ではなくても、サークルに参加すればするだけ
皆との距離が縮まります！

ハイジに入っていなかったら大学生活をこんなに
楽しめてない……！と自信を持って言うことができる
サークルです🏐🏐
学年、学群関係なく仲が良く、困ったことがあれば
すぐに相談できる先輩がいたり、友達も沢山できて
とても充実してます！ 皆さんも一緒に、楽しい時間を
共有しませんか？！
活動している様子やイベントの情報はInstagram、
Twitterに掲載していますので、ぜ
ひ1度覗いてみてください💌💌💭💭



写真部SHOT

団体SNS

入った後
の感想

活動日

活動内容

隔週月、木曜日(変更あり)
個人での活動に加え、隔週1回の部活でお気に入りの写
真を紹介したり、写真に関する基礎理論や
アルバム作成、部員同士で写真について意見を交換する
など、写真に関する様々な活動を行っています。
また、4.6.10.12月には写真展、2ヶ月に1回のペースで
撮影会も開催しています📷📷

Twitter： @obirin_shot_2 
Instagram： @obirin_shot

初心者でも スマホのカメラでも撮ることを楽しめる、
アットホームで気軽に参加できる部活



カンボジア教育支援
団体ちょんれ〜ん

団体SNS

入った後
の感想

活動日活

動内容

毎週火曜日

現在はカンボジアの学校に必要な機材などを

揃えるため、様々なイベントで出店したりして、

寄付金を集めたりしています！ Instagram：
chonleen

メンバーみんな個性豊かで、
楽しいサークルライフを送れています！！

沖縄エイサー部

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

毎週火曜と金曜（時々土曜日も）

エイサー練習

Instagram：oukaji_eisa、
Twitter：@Oukaji_Eisa

学年、学群関係なく仲良くなれる！エイサー楽
しい！



ゲームサークルNEON

団体SNS

入った後
の感想

活動日活

動内容

毎週火、木

みんなでTVゲームやボードゲームを持ち寄って
遊んでいます！

Twitter： @gamecircle_NEON

初めは馴染めるか不安でしたが、
優しい先輩方や同学年も大勢いたので
すぐに馴染めました！

みんなが遊びたいゲームをそれぞれ
自由に遊んでるので、毎回楽しく活動に
参加できています！！



桜インターン

活動日

活動内容

団体SNS

入った後
の感想

オープンキャンパスや入試のある日

オープンキャンパスや入試のお手伝いをしています！
4月 入試準備セミナーの運営
6月～8月 月に1度のオープンキャンパスのスタッフ

11月～3月 入試のスタッフ

Instagram：sakuraintern

人とのつながり
・学群や学年関係なくいろんな人と繋がりをもち、
仲良く活動できてとても楽しい。

・びっくりするくらい、いい人しかいない。
先輩も同期も後輩もみんな素敵！✨

参加の仕方
・自分が参加可能な日だけ参加できるため、続けやすい
経験からの学び
・コミュニケーション力が身についた
(特に、困ってる人に話しかけるハードルが低くなった)

・運営のことを知ることができて、
受験生や保護者の方と関わることができる。
個人的に教職を志望しているので、

テストの運営側に回れるのが楽しい
高校生とのかかわり
・たくさんの受験生の相談にのる機会を通して、
高校生の夢に向かう姿を目の当たりにすると、

「自分も頑張らないと」と毎回良い刺激を受ける
・高校生たちに大学のことについて教えることで、
人に夢を与えてるみたいな気分になれる

それ以外のコメント
・受験生の頃から桜インターンに憧れてたから
桜インターン生として活動できるのがすごく嬉しいです！
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