関西医科大学クラブ活動状況 2020年1月末時点
クラブ名

体育会

体育会

体育会

体育会

部員数

ワンダーフォーゲル部

合計73名
医学部 60（男40名）（女 20名）
看護学部 13（男0名）（女13名）

剣道部

合計20名
医学部19（男13 名）（女 6名）
看護学部（男0名）（女1 名）

軟式テニス部

硬式テニス部

合計42名
医学部（男24 名）（女 18名）
看護学部（男0名）（女0名）

合計28名
医学部（男子16名）（女子2名）
看護学部（男子1名）（女子9名）

活動日

土日・長期休暇中

月水金

月・水・土

火･木曜日
（17:30～20:00）
土曜日
（9:00～12:00/14:00〜17:00）

活動場所

不定

ワンダーフォーゲル部はハイキング・登山・ラフティング・キャンプなど
アウトドア活動を主体としたのんびりした部活です。特に大会も義務も
ないので兼部する学生が大半で、それぞれがやりたいアウトドア活動
を皆で共有して楽しんでいます。

牧野キャンパス
武道館（牧野講堂）

第70回西日本医科学生総合体育大会
女子団体ベスト4
第68回西日本医科学生総合体育大会
男子団体ベスト8 女子団体ベスト16
平成29年度春季関西

初心者大歓迎
一昨年に武道場が新設され、非常に整った環境で剣道をすることが
出来ます。

テニスコート

2019年度 西日本医科学生ソフトテニス大会
女子個人best8
2018年度 近畿医科学生ソフトテニス大会
女子個人best4
2017年度 近畿医科学生ソフトテニス大会
男子個人best8
2016年度 近畿医科学生ソフトテニス大会
男子団体best4

関医の中で1,2を争う大所帯の部活動です。枚方にコートがあるの
で、移動なく部活ができます。部員の半数以上が大学から始めた初
心者です。
初心者・経験者問わず大歓迎！興味を持った方は軟式テニス部ま
で！！

枚方キャンパステニスコート

第49回 近畿医科学生硬式庭球大会
女子 団体戦 準優勝
2019年 近畿医科学生テニストーナメント
女子シングルス Aリーグ優勝
2020年 近畿医科学生テニストーナメント
女子シングルス Bリーグ優勝

私たち硬式テニス部は、医学部・看護学部問わず、気軽に運動したい
人やガッツリとテニスをしたい人の両方を歓迎しています。初心者の
人でも、優しい先輩が一から丁寧に教えてくれるので安心です。休み
の日や合宿には元プロのコーチも来てくださるのでしっかりと練習でき
ます。オフ期間も約半年と長く、花火大会、夏旅行、スキー旅行など、
イベントも盛り沢山です。私たちと一緒に大学で素敵な思い出を作り
ましょう！

2019年
西医体
男子団体 予選敗退
女子個人 準優勝 ベスト4 ベスト8
九医大
男子新人戦優秀 ベスト8
2018年
西医体
男子団体 決勝トーナメント進出
女子個人 3位 4位 8位
九医大
男子団体 予選敗退
男子新人戦 優勝 ベスト4 ベスト8 ベスト8
女子個人 優勝 3位 4位
2017年
西医体
男子団体 予選敗退
女子個人 3位 ベスト8 ベスト8
九医大
男子団体 予選敗退
女子個人 準優勝 ベスト4 ベスト8

柔道部は初心者から大歓迎の部活です。
大学から柔道を始めレギュラーとなっている者も多いので、入学を機
に柔道を始めてみたい人にはうってつけです。再受験生も多いので
部活の雰囲気は非常に自由です。
大学同士のつながりや世代を超えた結びつきも強く、そこで得たもの
はこれからの人生においてかけがえのないものになること間違いな
し。
ぜひ我々柔道部と共に楽しい医学部生活を送りませんか？

柔道部

合計13名
医学部 （男 6名）（女 7名）

火、土曜日
（強化メンバーは外連あり）

牧野キャンパス
武道館（牧野講堂）

体育会

空手道部

合計28名
医学部（男18名）（女6名）
看護学部（男 名)（女4名）

月・木曜日
(17:30〜19:00)

枚方キャンパス
加多乃講堂

体育会

バレーボール部

月水
(18:00～20:30)
土
(13:00～16:00)

クラブの紹介（受験生や新入生に向けて）

新歓期・星田園地ハイキング
講義期間中・関西近郊の登山やBBQ
長期休暇中・北アルプス縦走/屋久島/スキーなど

体育会

合計42人
医学部 (男19人) (女16人)
看護学部(7人)

活動内容・過去5年の成績（西医体の成績など）：

牧野キャンパス体育館

大学生活を楽しもう！

(男子)
第71回西日本医科学生総合体育大会
ベスト16
2018年度秋季近畿医学部バレーボール大会(2部)
優勝
(女子)
第67～71回西日本医科学生総合体育大会
ベスト16

初心者･経験者問わず男女仲良く活動しています！！部活外でのイ
ベントも充実しています！！

関西医科大学クラブ活動状況 2020年1月末時点
クラブ名

体育会

体育会

体育会

体育会

体育会

体育会

サッカー部

バドミントン部

スキー部

卓球部

弓道部

陸上競技部

部員数

合計38名
医学部(男22名、女5名)、
看護学部(男0名、女11名)

合計45名
医学部(男子21名) (女子24名)

活動日
火、木曜日
(17:45〜20:30)
土曜日
(10:00〜12:00または13:00〜
15:00)
日曜日
(試合の場合、不定)

月or水、金、土

活動場所

活動内容・過去5年の成績（西医体の成績など）：

クラブの紹介（受験生や新入生に向けて）

関西医科大学
牧野グラウンド

2019年春大会
優勝
2019年西医体
優勝
2019年全医体
準優勝

私たちは2019年春大会、西医体優勝で二冠を達成し、全医体では準
優勝という成績を収めることができました。ですが、秋大会やリーグ
戦、全医体など優勝していない大会が多く残っており、また、引退した
人も多いので多くの人に来て欲しいと思っています。
また、テストの成績がいい人も多いので、勉強のこともなんでも聞いて
ください！あ、サッカー部は高校のようにガチガチの雰囲気ではあり
ません。

牧野体育館
市内の体育館

第71回西医体
個人戦シングルスベスト16
第70回西医体
個人戦シングルス ベスト16
第66回西医体
個人戦シングルス準優勝

私達バドミントン部は、経験者だけでなく、初心者から始めた者も多
く、日々明るく楽しく練習に励んでいます。個人スポーツなので、1回
生のうちから全員が大会に出場することができます。オリンピックでも
注目されているバドミントンを、私たちと一緒に始めてみませんか？

初心者、経験者問わず大歓迎です！ 大学から始めた部員もたくさ
んいるので伸び伸びと練習して上達できると思います！ 是非いらし
てしてください！ お待ちしてます！！

合計23名
医学部(男11名) (女7名)
看護学部(男0名) (女5名)

月、木

淀川河川公園

第71回西医体
アルペン部門
男子SG7位
女子GS3、7、8位
女子SG6、12、14位
女子SL6位
ノルディック部門
女子新人戦4位 継走8位

合計25名
医学部(男9名) (女4名)
看護学部(男0名) (女12名)

火曜日
(17:30～20:30)
木曜日
(18:00～20:00)
金曜日
(17:30～20:30)
男子は週三回
女子は上記から週二回

枚方キャンパス加多乃講堂
牧野キャンパス体育館

男子シングルスベスト32
男子ダブルスベスト8

私たち卓球部の部員は大学から始めた人が多いですが先輩が優しく
指導してくれるので上達が早いです。練習以外でも先輩・後輩関係な
く仲が非常にいいのが特徴です。運動はしたいけど激しいのはちょっ
とという人や楽しいクラブ活動をしたいという人は是非卓球部へ。

牧野学舎弓道場「心鏡館」

令和元年度大阪医歯薬学部学生弓道大会
女子団体戦準優勝 男子団体戦優勝
令和元年度近畿医科学生弓道大会
女子団体戦準優勝
令和元年度冬季四校戦
女子団体戦優勝
平成30年度冬季四校戦
女子団体戦優勝 男子団体戦準優勝

弓道は社会に出ると中々始める機会がないので、大学の部活で始め
てみませんか？先輩後輩の仲も良く、建てられたばかりのきれいな道
場で日々和気藹々と練習に励んでいます！
現在弓道部に所属している部員のほとんどが大学から弓道を始めて
いるので初心者の方も心配しなくて大丈夫です！経験者の方ももちろ
ん大歓迎です！

河川敷、競技場

第33回関西医科学生対抗陸上選手権大会
女子走高跳び6位
第25回関西医歯薬科学生対抗陸上競技大会
女子走高跳び4位
第34回関西医科学生対抗陸上選手権大会
男子走幅跳び優勝、男子砲丸投げ6位
女子走高跳び6位、女子砲丸投げ6位
第71回西日本医科学生総合体育大会
総合フィールドの部3位、
男子400m5位、男子10000m5位、男子走幅跳び2位、男子
棒高跳び優勝
女子5000m6位、女子400mH6位
第26回関西医歯薬科学生対抗陸上競技大会
男子400m優勝、男子走幅跳び3位、女子走高跳び6位

成績上位者が多く、学業と部活動を両立するには最適のクラブです。
大会や練習で他大学との交流もあります。
また、先輩後輩関係なく部員の仲が良く部活以外にもみんなで遊び
に行くこともあり、とても楽しいクラブです。
皆さんの入部を心よりお待ちしてます。

合計人数34人
医学部30人（男子15人、女子15
人）
看護学部4人（女子4人）

合計40人
医学部(男17名)(女17名)
看護学部(男3名)(女3名)

火曜、木曜、土曜

月曜、水曜、土曜

関西医科大学クラブ活動状況 2020年1月末時点
クラブ名

体育会

体育会

体育会

体育会

体育会

ラグビーフットボール部

準硬式野球部

男子バスケットボール部

ゴルフ部

水泳部

部員数

合計18名
医学部15名(男:12名、女:3名)
看護学部3名 (女:3名)

合計人数（29名）
医学部（男16名）（女1名）
看護学部（男0名）（女12名）

合計26人
医学部（男18名）（女４名）
看護学部（男0名）（女4名）

合計56人
（男 29 名）（女 27名）

合計 35名
医学部（男 17 名）（女 10 名）
看護学部（女 8名）

活動日

火曜、木曜、土曜

月・水曜日
（17：30～20：00）
土曜日
（9：30～12：00）

毎週火木土曜

月、火、木

月･木曜日
（18:00～20:00）
土曜日
（9:00～11:00）

活動場所

関西医科大学
牧野グラウンド

関西医科大学
牧野グラウンド

牧野キャンパス体育館

活動内容・過去5年の成績（西医体の成績など）：

2018年関西医歯薬大会
第4位

皆さん！2019年に日本で行われたラグビーW杯はご覧になられまし
たか？あの興奮や感動を味わうには実際にラグビーをやってみるの
が1番です。人数は少ないですがその分、先輩後輩の中が非常に良
いです。部の雰囲気ならどの部活にも負けません。
気になる方はぜひお声かけください！

2018年度 秋季リーグ戦
優勝
2019年度 秋季リーグ戦
第3位

私たち準硬式野球部は、初心者から経験者まで様々な部員がいま
す。とても雰囲気の良い部活で、先輩たちもいい人たちばかりです。
活動外でも夏は海に行ったり冬はスキーに行ったりと、とても仲の良
い部活です。経験者は即戦力になることもありますし、初心者始まり
の人も途中交代などでなるべく試合に出られるようにしています。現
在は2020年の西医体でよい成績を残せるよう、部員一同頑張って練
習に取り組んでいます。

2019年度西医体
ベスト３２

こんにちは関西医科大学男子バスケットボール部です。私たちは週3
回、牧野学舎の体育館にて楽しくバスケットボールをしています。バス
ケットボールというチームスポーツを通じて社会性および将来の臨床
現場に活かせる素質を身に着けませんか？いままでバスケをしてき
たあなたも、初めてのあなたも、最後まであきらめずに頑張れる人を
待っています！

初心者大歓迎！:ほぼ全員が大学になってからゴルフを始めていま
す。週一回レッスンコーチも来て下さり、丁寧に教えて頂けます。
両立可能！:基本土日は休日。勉強はもちろん、自分の趣味や時間
は保証！ゴルフだけにこだわらないのがウチの部活のモットーです！
他にも人数が多いのがゴルフ部の特徴です。愉快でユニークな部員
があなたを待っています！
さあ、あなたもゴルフ部へ！

磯島ゴルフセンター

くずはスイミングスクール
大阪プール（不定期）

クラブの紹介（受験生や新入生に向けて）

2019 年度 :
近医水 女子総合準優勝 、
男女個人種目10名・女子団体種目3種目入賞
西医体 女子総合 8位、
男女個人種目3名・女子団体種目1種目入賞
2018 年度 :
近医水 女子総合 3位、
女子個人種目3名・女子団体種目2種目 入賞
西医体 女子総合7位、
男女個人種目3名・ 女子団体種目3種目 入賞
2017 年度 :
近医水 女子総合3位、
男女個人種目8名・女子団体種目3種目入賞
西医体 女子総合11位、
女子個人種目2名入賞
2016 年度 :
近医水 女子総合2位、
男女個人種目数名・女子団体種目3種目入賞
西医体 女子総合5位、
女子個人種目3名・女子団体種目2種目入賞
2015 年度 :
近医水 女子総合優勝、
男女個人種目8名・女子団体種目3種目入賞
西医体 女子総合優勝、
男女個人種目4名・女子団体種目3種目入賞
近医水：近畿医科学生泳競技大会
西医体：西日本医科学生総合体育大会水泳競技

私たち水泳部は男女や学科の隔りなくみんなで同じプールで仲良く練
習しています。また、A〜Dまでの4コースに分かれて初心者から経験
者まで一人ひとりに合ったコースで自己ベストの更新や西医体の入
賞等それぞれの目標に向かって素敵なマネージャーさんのサポート
のもと頑張っています

関西医科大学クラブ活動状況 2020年1月末時点
クラブ名

文化会

フォークソング部

部員数

合計43名

軽音楽部

合計人数35人
医学部26人（男8名）（女18名）
看護学部9人（男0名）（女9名）

茶道部

合計42名
医学部 （男10名）（女15名）
看護学部（男1名）（女16名）

文化会

MESS

合計50名
医学部（男23名）（女23名）
看護学部（女4名）

文化会

関西医科大学混声合唱団 合計32名
コールクライス
医学部（男15名）（女17名）

文化会

Life Support Club

合計 107名
医学部(男29名)(女38人)
看護学部(男2名)(女38名)

東洋医学研究部

合計50名
男23名、女27名

文化会

文化会

文化会

活動日

不定期

毎週水・土曜日

水曜日、木曜日の月2回

月2回

火･金曜日
（17:30～20:00）

不定期 (週1．2回)

月一二回(不定期)

活動場所

活動内容・過去5年の成績（西医体の成績など）：

クラブの紹介（受験生や新入生に向けて）

部室
（軽音楽部と合同）

軽音楽部の学生と、フォークソング部の学生が、部室を予約
して個人個人で使っている感じです。

研修棟1階音楽練習室

【学内イベント】
・学園祭
・謝恩会
・定期演奏会 など
【学外イベント】
・西日本医科学生音楽祭
・各学会でのBGM演奏
・院内コンサート など

私たち軽音楽部は男女・学年・学部を問わず和気あいあいと活動して
います。ジャズを中心に、最近の曲から昔懐かしい、一度は耳にした
ことのある曲まで様々なジャンルの曲を演奏しています。楽器経験者
と大学から楽器を始めた人が半数ずつおり、日々教えあいながら練
習しています。行事やイベントも多く、学生生活をより充実したものと
させることのできる部活動です。

談話室

お茶会、オープンキャンパスでのお茶出し、文化祭でのお茶
出し

茶道部では月に2回、盆略、立礼、炉などの作法を茶道の先生に教え
ていただいています。流派は裏千家です。
兼部率がほぼ100 %で運動部への所属を考えている方でも気軽に入
部していただけます。活動日にはお抹茶とお茶菓子が出るので少し
でも興味がある方は見学にいらしてください。

部室

英会話レッスンやオンライン英会話、
留学生との交流

英語はまず話して触れることが大事です！MESSでは、関西医科大学
に留学している留学生の方と話す機会を作ったり、Skypeを用いたオ
ンライン英会話で参加型のレッスンを開いたりしています。堅苦しくな
い、気軽に楽しく英語に触れてみませんか？

大学講義室

第34、35、36、37、38回定期演奏会
附属病院内サマーコンサート（2015、2016）
香里病院内クリスマスコンサート（2018、2019）
各年大学同窓会での合唱

私たちコールクライスは、秋に開催される定期演奏会を目標に、楽し
く活動しています。勉強や遊びとの両立もしやすく、充実した学生生活
を送ることができます。定期的にプロの歌の先生に練習や、発声法を
指導して貰えるので、貴重な経験になること間違いなし!

シミュレーションセンター
セミナー室

BLS(一次救命処置)や糸結び、血圧測定や呼吸音同定の練
習、災害訓練への模擬患者としての参加、オープンキャンパ
スのお手伝い、大学体験である「子ども大学探検隊」での活
動、枚方ハーフマラソンでのモバイルAED隊としての活動、学
園祭での一般の方へBLSや糸結びの講習会の公開

ライフサポートクラブは様々な医療の体験が出来る、医学部、看護学
部ならではの部活です。そして、2020年度から新しく災害時に即活動
出来る学生のための組織を開設します。
医療の体験がしてみたい、災害医療に興味があるという方はぜひ、
関西医科大学のLSCへお越し下さい。

部室、講義室

西虎会参加その他月に１回程、自主的に勉強会を開催して
います。勉強会では、ツムラの方や先生をお招きしてお話い
ただくこともあります。
他にも、薬草園の見学に行ったりしています。

文化会

学生雑誌編集部

合計10名
医学部（男6名）（女3名）
看護学部（男0名）（女1名）

月・水・金曜日
(17:30〜20:00)

部室 セミナー室

文化会

ダンス部

合計40名

週2回
水、木 17時～20時30分

加多乃講堂

霜月祭のパンフレット作成 「水脈」の発行

学生雑誌編集部は医学部では珍しい創作系の部活です。年に２回
「水脈」という雑誌を発行しています。日々の活動で文章を書く能力や
スケッチする力が身についたり・・・というのは実用的な副作用です
が、何より大事なのは自分の考えていることを形にしていく部活であ
る、ということです。医学の勉強とは一味違った頭の使い方を一緒に
してみませんか。

