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［マナーde武庫女美人］
タグ付け、意識していますか？

　楽しい時間はSNSで友達とシェアした
いところですが、中にはいろいろな事情
で居場所を知られたくない
人だっているはず。また、間
違って自分の名前がタグ
付けされたという経験は
ありませんか？タグ付きで
SNSの投稿をする時は、
相手に確認を取ってから
投稿するようにしましょう。
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発行：武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部　学生広報スタッフ La chouette*、広報室
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2日（土） 
4日（月） 

5日（火）

7日（木） 
8日（金） 
11日（月） 
29日（金・祝）

大学院・専攻科入学式　16：30～
大学入学式
文、健康・スポーツ科学部　9：30～
生活環境、音楽、薬、看護学部　 13：30～
新入生オリエンテーション　～7日
短大入学式　9:30～
新入生オリエンテーション　～7日
2年次以上前期担任ガイダンス　
前期授業開始　※共通教育科目を除く
共通教育科目の授業開始
昭和の日【金曜日の授業実施】

4月 21日（土） 
22日（日）

体育祭
体育祭

5月

*

M*archのキャラクター むっこちゃん

資格でSTEP UP!! in 武庫女…

学生広報スタッフ La chouette*って?…

CONTRIBUTION PAGE!!（皆さんからの投稿コーナー）…

HOROSCOPE 2016年4月～6月…

RECIPE「春野菜の八宝菜」…

Schedule／マナーde武庫女美人…

　皆さんは、“春から挑戦したいこと”見つ
かりましたか？ 新しいことを始めるには勇
気が必要ですが、武庫女では大学生活の中
にもチャレンジする機会がたくさんありま
す。学生という今だからできること、今しか
できないことを探し、一歩踏み出す春にし
てみましょう♪　

（坂井　茜)

　私は今回学生広報スタッフの活動紹介
ページを担当させて頂きました。広報活動
を通していろんなことに挑戦できる！ という
ことが皆さんに伝われば…という思いを込め
て誌面をつくりましたので、ご興味を持たれ
た方はぜひぜひぜひ(笑)学生広報スタッフ
の募集説明会にお越しください！！　

（森本　結衣)

　大学で何か新しいことを始めてみたい！ と
いう方には学生広報スタッフがおすすめで
す。私自身も新しいことをしたくて入り、学生
広報スタッフでしか出来ない経験をすること
が出来ています(̂ )̂何かやりたいな～という
思いがある方なら誰でも大歓迎です！！ ぜひ
私たちと一緒に活動しましょう(̂ o )̂/*

（土橋　つばさ)

　「M*arch vol.13」を手に取って、読んで
いただきありがとうございます！ いかがで
したでしょうか？ 取材をしていく中で私自
身も新しい発見がたくさんあり、興味深い
内容のものばかりです。これを機に皆さん
もぜひ、4月から新しいことを始めてみま
せんか？？　

（穐本　麻奈美)

　今回、資格サポート窓口の方にお話を伺っ
たのですが、資格の取り方やどのように役立
つかなど丁寧に教えてくださいました。私も、
これをきっかけに資格に挑戦してみようと思
います！ 資格サポート窓口は中央図書館5階
にあり、気軽に行けるので皆さんもどんどん
活用してください♪　

（宮本　直実)

　新しいことに挑戦したいと思い、今号か
らM*arch制作メンバーになり、今号は資
格について担当させていただきました。冊
子制作は初めてですが、楽しみながら精
いっぱい頑張っていこうと思います。どう
ぞ、よろしくお願いします！ 

(須永　莉帆)

私たちがM*arch vol.13を
制作しました。

楽しんでいただけましたか？

ラ 　 　 シ ュ エ ット

ラ　    　　シ ュ エ ッ ト

春から新しいコト始めませんか？…
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　部活の数が多いというのが、武庫女の魅力の一つ。普段の学生生活で
は経験できないような、武庫女ならではの部活もたくさんあります。
今回は華道部の部長・川原由紀子さんにお話を聞きました。

華道を始めたきっかけは？
　武庫女に入学して、「何か新しいことにチャレンジしてみたい」
と思っていた時に、部活動オリエンテーションで華道部の展示を
見て、部活見学に行きました。その時に部員の皆さんがフレンド
リーだったことや、きれいなお花に触れることができる、という
ことが入部のきっかけです。

華道の先生になれちゃう！
　単位カードがあり、お稽古ごとにス
タンプをもらいます。それぞれの単位
のスタンプが貯まると「お免状」とい
うものをいただくそうです。順調に進
めば 2 年半ほどで、師範の資格が取れ
るとのこと。在学中に華道の先生にな
れちゃうのです♪

華道の魅力は？
　全部が魅力的です！ お花に詳しくなれるし、お正月
などのイベントでお家でお花を生けることもあります。
きれいなものに触れることで感性が磨かれ、人との輪
も広がります。部活では華道を一からしっかり学ぶこ
とができますよ～！

　他学科・他学年の人ともつながりを持つことができるという
のが、部活の良さですね！！学生広報スタッフの「MukoLog」
（http://www.edusys.jp/mukogawa-u/mukolog/）でも、部活を
取材し、紹介しています。皆さんも気になる部活があれば、見
学しに行ってみてください。活動日以外にも集まって遊びに出
掛けているそうで、川原さんの「華道部が好き！」という気持
ちが伝わってきて、とても楽しい取材になりました♪

新入部員大募集！

華道部
活動日：毎週木曜日　17：00～
活動場所：MM-503

主な活動内容
　部員数30人の華道部は週に1回、外部の先生
に来ていただいてお花を生ける練習をしていま
す。生け花のほか、夏合宿でフラワーアレンジ
メントなどにも挑戦し、文化祭の展示に向けて
活動しています。部員のほとんどが初心者なの
で、誰でも気軽に始めることができます！

部長 川原さん

春から新しいコト

始めませんか?

・礼儀作法
を

　　　　身
に付けたい

！

・日本文化
に触れたい

！

　　 　　　

→

　   ３ページへGO！

・新しいこ
とを

　　　　　
勉強したい

！ 

・いろいろ
な資格を

　　　　　
取得したい

！

　　　　 

→

　 ６ページへGO！

・英語で楽しく　おしゃべりがしたい！・英語嫌いを克服したい！ 　　　　　

→

　 　 ４ページへGO！

・学科・学年を超えた　　　仲間を作りたい！・仲間と協力して何かを　　　　やり遂げたい！ 　　　　　

→

　 　10ページへGO！

　皆さん、学年も変わり新生活がスタート

しましたね！！ 何かを始めたいけれど、「何を

したらいいか分からない…」と、思ったこ

とはありませんか？

　今号のM*archでは、そんな武庫女生に

ピッタリな情報をお届けします。 

～華道を体験してみよう！～



編集担当：穐本 麻奈美（新健4年）、土橋 つばさ（大情4年）、坂井 茜（2016年3月 短日卒） 0504

イングリッシュ・プラザ

ってなに？

参加していた学生にお話を聞いてみました！

　平日のお昼休みに中央図書館1階のライブラリー・
カフェで開催しているイベントです。
　ネイティブスピーカーの先生と、英語で会話を楽し
みながら英語力を向上させることができます。
　今回は何やら楽しそうな雰囲気のイングリッ
シュ・プラザをのぞいてきました☆

　初めて参加する学生やリピーターさんまで、テーブル
ごとに難易度が分かれているので「英語は苦手だな」、
「うまく話せるかな」と不安な人でも安心です！

①所属・学年
②何度目の参加？
③どんなことを話すの？
④ズバリ！ 英語は好き？ 得意？
⑤参加してみた感想は？

①短大 心理・人間関係学科2年生
②初めて参加しました！
③自分の出身地や、学科で勉
強していることについて。
クリスマスツリーの飾りも
作りました。
④苦手です

⑤ネイティブの先生が聞き取ろうとしてくれるので話
がつながって楽しい♪ 今日初めて参加しましたが、
もっとレベルアップするために、また参加したいで
す！
参加する前は堅いイメージがありましたが、実際は
とても楽しくて「また来たい」と思いました！

　イングリッシュ・プラザはとてもにぎやかな雰囲気
でした。
　自分のレベルに合わせて参加できるため、「英語が
苦手」という方も英会話を一層楽しむことができま
す。積極的に発言する力も付きますよ～！
　学科・学年問わず参加できるので、新しい友達が増
えるかも…♪
　お昼ご飯を持ち込むことも可能なので、気軽に参加
してみてください。目指せ！英語がデキる女子☆

イングリッシュ・プラザ

日時：【前期】4月18日（月）～ 7月21日（木）
　　　　　　　月～金のお昼休み
（12:20～12:40、12:40～13:00の２回開催）
場所：中央図書館１階　ライブラリー・カフェ

　白テーブル、緑テーブル、赤テーブルの三つに分か
れます。
　一つのテーブルに４人ほどの学生が座り、１人のネ
イティブスピーカーとお話しします。学科・学年関係
なく、誰でも参加できます。

松本さん　村上さん

①短大 食生活学科2年生
②週１～２回。多い時で週に３～４回！
③珍しい食べ物の話（そばミートソース！？）
④好きではなかったけれど、
話しているうちにだんだん
好きになってきました。
⑤ネイティブの先生と話して
いると、もっとしゃべりた
い！コミュニケーションを
取りたい！と思えます。 安見さん　牧野さん　森川さん



資格で STEP UP !!
　　　　　in 武庫女

　このページでは、就職活動や将来の夢に備えるためのスキルアップに

ピッタリで、学内で気軽に始められる資格講座や、武庫女生に人気の資

格講座、そして、まだまだ知られていないような面白い検定などをご紹

介します♪　

　また、武庫女には「資格サポート窓口」という資格取得を支援してく

れる場所があります。ここでは、学内で受けられるプロの講師の講座の

案内や、資格についての相談や質問ができます。資格を取得して自分を

磨きましょう！

　Wordの基礎から学べると人気の講座です。レポート作成

や社会人になった時にも役立ちます。分からないことがあ

ればプロの講師が詳しく説明してくださるので安心です。

　難しいイメージのあるExcelですが、数式や関数の使い

方、グラフなどの作成を学べます。Wordの講座と同様にプ

ロの講師が丁寧に指導してくださいます。

申し込み方法は2通りあります。

１．直接、資格サポート窓口に行くと簡単に申し込みができます。

２．携帯やスマートフォンで

　　右のQRコードを読み取ると

　　簡単に申し込みできます。

　

※どの講座にも申し込み期限があるので気を付けましょう。

詳細は資格サポート窓口のHPやパンフレットなど参考にして

下さい！

※合格率は2015年4月1日～12月13日に受験した学生が対象です。

場所：中央図書館５階

開室時間：10:00~17:00

（土日・祝日および長期休暇中は閉室）

TEL：0798 - 45 - 3691(直通)

Mail：shikaku@mukogawa-u.ac.jp

H P：http://mukojo-shikaku.jp/

・MOS Word/Excel

・秘書検定　2級・準１級

・サービス接遇検定　2級・準1級

・簿記検定　3級

・TOEIC（550点目標）

・医療事務　3級・2級

・色彩検定　3級　　　etc…

（4月から申し込み受付開始）

人気資格講座ランキング

資格講座の申し込み方法は？？

いつでも

相談OK!!

公務員講座

途中参加OK!

Microsoft Office Specialist Word 講座 Microsoft Office Specialist Excel 講座

　ビジネスマナーはもちろん、基本的な言葉遣いや文書作

成、対人マナーなどが学べるので就職活動でも役立ちます。

秘書検定（2級） 講座

＊

5月
開講講座のご紹介

１ １００％

合格率
94％

合格率2 3 86.9％

合格率

資格サポ
ート窓口へのご案内

0706



将来の仕事に役立つ資格

ファイナンシャルプランニング技能士

カラーコーディネーター

インテリアコーディネーター 国内旅程管理主任者

宅地建物取引士
　色の特性を引き立たせ、それ

ぞれのニーズに合ったコーディ

ネートをする色彩の専門家の資

格です。商品開発や接客など、

幅広い現場で役立ちます。

　不動産の業界で役立つ資

格。不動産の運用などの知

識は、建設・保険会社の仕

事にも生かせます。

パンシェルジュ検定

　パンの製法、器具、歴史、

世界各国のパンなど、幅広い

分野の知識を問う検定です。

　勉強、部活、アルバイトなど自分の

経験値を上げるためにいろいろなこと

に挑戦してください。

　資格サポート窓口ではそんな頑張る

皆さんを全力でサポートします！

川内 友美子さん

　資格を取りたいけど、何から始めた

らいいのか分からない人でも、気軽に

相談に来てください♪

　一人ひとりに合った資格取得の方法

を、皆さんと一緒に考えていきます。

福島 綾さん

　今回、取材させていただいた資格サポート窓口の川内さ

ん、福島さんに、一言メッセージをいただきました♪

ネイチャーゲームリーダー検定

　学校教育現場やボーイスカウトなど

の指導員になるための検定です。　

　子どもや大人に自然を案内したり、

自らも自然との触れ合いを楽しんだ

り、自然案内人を目指します。

　資格には今回ご紹介した実務的なもの以外にも歴

史、美容関係など、たくさんの種類があることに驚き

ました。自分の好きなことを極めるのもよし、面白そ

うなものから始めるのもよし、皆さんもいろいろな資

格にチャレンジしてみてはどうでしょうか？

唐揚げ検定

　唐揚げを愛してやまない人々に

よって組織されている日本唐揚げ

協会が行っている検定です。唐揚

げの作り方や食べ方、雑学などの

問題があり、この試験に合格する

と唐揚げの専門家「カラアゲニス

ト」として活動できます。

箸検定

　箸文化や箸知識の基本、

正しい箸の持ち方などをマ

スターするための検定で

す。合格者は箸ソムリエと

して認定されます。海外で

も和食や箸が注目されてい

る今、正しい箸遣いを身に

付けませんか？

　税金、投資、不動産、

教育など幅広い分野の資

産設計を行う時に役立つ

資格です。金融業界、不

動産業界で生かせます。

　インテリアや住宅に関する専門的な

知識や技術を使って、住む人にとって

快適な空間を作るための提案・助言を

するプロフェッショナルな資格です。

住宅だけでなく商業施設や公共施設な

ど多岐にわたって活躍できます。

　国内旅程管理主任者は、旅行会社が企画

するツアーまたは団体旅行に同行し、旅行

計画に従って交通機関やホテルなどの調整

を行う、添乗員やツアーコンダクターにな

るためには必須の資格です。

　なんと! 昨年度の特別学期から武庫女で、

この講座が受講できるようになりました。

編集担当：宮本 直実（大英4年）、須永 莉帆（大情4年）、森本 結衣（大情4年）

武庫女で開講されている資格対策

講座もあるので、気になる資格

に挑戦してみましょう！

少し変わった面白い検定を集めてみました。

勉強するのも楽しくなりそうですね♪資格の世界は

奥深い！

0908



La chouette*にはフランス語で
「幸せを呼ぶフクロウ」という意味と
「すてきな女性」という意味があります。

この冊子
見たこと

はあるけ
ど…

Q.誰が作
ってるか

知ってる
？

　「武庫女の今とその魅力を学生目線で伝える」という活動コンセプト
のもと、2010年に発足しました。学年・学科に関係なく、全員が広報
ウーマンとして様々な活動をしています。

学生広報スタッフLa chouette*って？

M*archってなに？
マーチ

マーチ

ラ 　  シ ュ エ ッ ト

　武庫女の魅力やキャンパスライフを充実させる内容を学生目線で紹介している学内情報誌です。
全ページにおいて、学生自身が取材・編集を行います。

mwu_Lachouette

https://www.facebook.com/mwuLachouette/

mwu_Lachouette*

編集担当： 土橋 つばさ（大情4年）、森本 結衣（大情4年）

～M*archができるまで～
マーチ

①企画会議

②取材・撮影

③文章・レイアウトを考える

④誌面をチェックする

⑤校了! 印刷工程へ

⑥完成

⑦学内配布・設置

ラ 　  シ ュ エ ット

学生広報スタッフのキャラクター
広ホー（コウホー）

2012年4月に創刊
春、夏、冬の年３回発行
制作メンバーは学生広報スタッフLa chouette*から募集

「M*arch」の由来
　「M」に武庫女、「arch」に架け橋という意味が込められており、
学生と学生、学生と大学の架け橋となる冊子を目指しています。 【学生広報スタッフになりたい方、

　　　　　　　　 興味を持たれたあなた！】

　学生広報スタッフは毎年4月に、活動に関する説明会を開
催し、新メンバーを募集します。詳細はMUSES、学内掲示や
ホームページを確認してください。

【武庫女StyleのHP】下記QRコードからもチェックできます。
http://www.mukogawa-u.ac.jp/mj-stylze/

ラ シュエット

〈ふるふぃる♪〉
　受験生・高校生向けの応援BOOKを
年2回発行。発行号ごとに制作メン
バーが入れ替わり、制作会社の方と一
緒に話し合いながら制作を進めます。

〈武庫女Style〉
　学生広報スタッフのHP「武庫女Style」を運営。
学生広報スタッフが日々の学生生活の様子を書き
つづるMukoLogや、武庫女で活躍している学生を
取材して紹介するMukojo Collectionなど、たくさ
んの方が楽しめるようなページを運営しています。

〈 MOVIX 〉
　月に1度MOVIXあまがさき（映画館）での最新映画の
取材と記事を作成し、武庫女Styleの「映画体験記」内
で映画情報を発信しています。また、ママと赤ちゃんのた
めの映画観賞会「ほっとママシネマ」では、企画、運営、
取材のほかにみまもりSTAFFとしても参加しています。

〈文化祭〉
　学生広報スタッフの取材活動は2010年の文化祭から本格
的にスタートしました。舞台発表や模擬店などの様子をリアル
タイムでブログ記事にして発信しています。過去には展示や模
擬店参加、武庫女をPRするためのパフォーマンスなども行いま
した。

〈動画制作〉
　文化祭の様子や学生広報スタッフのパ
フォーマンス映像などを動画編集し、YouTube
にアップしています。

〈朝小サマースクール〉
　朝日小学生新聞が主催する、大学のキャンパ
スを利用した夏休みの親子体験教室の企画・運
営に参加しています。学生広報スタッフはモザイ
クアート制作などのワークショップを開き、イベント
を盛り上げています。

〈武庫女デー in 阪神甲子園球場〉
　阪神甲子園球場に一番近い大学として武庫女をＰＲ
するイベント。武庫女のキャラクターLavyとバトン・チア
リーディング部が球場を盛り上げます。学生広報スタッフ
は当日配布されるうちわをデザインしたり、当日の様子を
取材したりします。

他にも学生広報スタッフLa chouette*
は様々な活動を通して、武庫女の魅力
をより身近に分かりやすく伝えることを
心掛けています！

ラ　 シュエット
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［投稿用紙・募集BOX設置場所］
●公江記念講堂地階 広報室前とアゼリア入り口 ●クリステリア2階 入り口 ●日下記念マルチメディア館2階 エレベーター前

投稿
方法

学内に設置された投稿用紙にご記入の上、募集BOXに提出してください。
またはkohok@mukogawa-u.ac.jpまで、所属・氏名をご記入の上、
メールでご提出ください。（メールの件名には「M*arch vol.14 投稿」とご記入ください）
詳細はinfo@MUSESをチェック！

大日　りんりん♪　さん

大日　ごりら　さん

大英　大先生　さん

大英　みー　さん

編集担当：宮本 直実（大英4年）、穐本 麻奈美（新健4年）、土橋 つばさ（大情4年）

皆さんの投稿をお待ちしています。

読者の皆さんと作っていくページです。

『バイト先での思い出』今回のお題は

大英　チーズ　さん

大情　ぶん　さん

    次のお題は 『今、私の中でコレが熱い!!』

大情　めうめうぺったんたん　さん

新健　ちょん　さん

大日　桂木　さん

大英　トロピカル　さん

スーパーでレジのバイトをしているのですが、

パイナップルをよく買いに来る

お客さんがいます。

触るの嫌なんです・・・

とげがあって、めっちゃ痛い！

大日　ウホ　さん

初出勤の日に

社員さんから

言われた一言・・・

「化粧濃くない？（笑)」

短日　もみじ　さん

一万円相当の

ワイングラスを割りました。

ホール1人で

外国人13人を相手したこと。

死ぬかと思いました。

バイト先の先輩に

漫画を全38巻タダで

もらっちゃいました( _̂̂ )/

大情　軟水　さん

短英新　りさたん　さん

塾の教え子の成績が
アップしたこと！

 あの時のsmileを忘れずに
今後も頑張ります。

新健　GUN　さん

大情　金山麗　さん

大日　餅月　さん

大日　ぼー　さん

大英　たかぼー　さん

スーパーの閉店後に、

有線放送で

好きな曲を流しまくる。

大英　くらゆり　さん

年配のお客さんからの

「孫にしたいわぁ～」

という一言が

うれしかった♡♡♡

肩をたたかれたので、振り返っ
てみると幼稚園くらいの女の子
に「ちょんちょんちょん、ちょん
まげプリン!!! のはらしんざぶろ
うでございます!!!!!!」と敬礼さ
れた。
またのご来店お待ちしておりま
す。

大情　いぶ　さん

コンビニでバイトを
している時に、

唐揚げが売り切れで
怒られた…。

お金が溜まって
うれしかった。

通帳を見るのが楽しい。

店長が大ファンの
松田聖子の曲が
ずっとかかっています。
赤いスイートピー、
頭から離れません！ お客さんが

コンビニの自動ドアに
挟まったところを目撃！ 
思わず笑ってしまいました！

塾でバイトをしているのですが、
バレンタインの時に生徒さんから
逆チョコをいただいた♡

深い意味はありませんでしたが(笑) 

レジで、武庫女の先生に遭遇！

 チーズを大量に買っていました！

一気に親近感が湧きました（笑）

おじいさんが、

お会計の時に塩の空袋から

小銭を出してきた。

店長が水を
こぼしまくっていた。

1312

地元のスーパーでバイトを
始めた時に、あいさつのあ
とすぐに「マニュアル読むよ
り、体で覚えた方が早い！ 
やって！」と、サービスカウ
ンターに放り込まれ、お歳
暮時期のラッピング業務を
しました。

年頃の女の子とお父さんが
買い物に来て、娘がハットを
買おうとレジカウンターに置
いていてそれをお父さんが被
ろうとしたら、全力で娘が拒
否していてなんだかほっこり
しました(笑)

ポスターの顔と実物の顔が
違ったらしく、

「全然顔が違うやん」
ってツッコまれた･･･。

実物の方がかわいいということ
で良いのでしょうか…？(笑)

私のバイト先は差し入
れをたくさん出してくれ
ます。そのおかげで私
の食費は順調に浮いて
います。
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豚ばら肉は3cmの長さに切る。
イカは皮を取り、斜めに切り込みを入れ、
短冊切りにする。

1

きくらげを水で戻し、
食べやすい大きさに切っておく。

4

1とむきエビ(背ワタを取っても良い)に
【A】をもみ込む。

2

キャベツは洗って一口大に切り、
セロリは洗って筋を取り、2mm幅で切る。
たけのこは薄切りにする。

3

スナップえんどうは洗って筋を取り、
沸騰させたお湯で約1分間ゆで、
ザルに上げる。

5

【B】を合わせる。6
フライパンにオリーブ油(大さじ1/2)を
入れ熱し、みじん切りにしたニンニク、
しょうがを炒め、香りが出たら2を入れ、
肉の色が変わったら取り出す。

7

同じフライパンにオリーブ油(大さじ1/2)を
入れ、強火で3と4を炒め、6を加え、
一煮立ちしたら、5と7、そしてうずらの卵を
加え混ぜる。

8

【C】を合わせた水溶き片栗粉を8に入れ、
ざっと混ぜ、とろみが付いたら鍋はだから
ごま油を回し入れ、器に盛る。

9

【作り方】

【材料】（2人分）

おひつじ座
［全体運］
明るくエネルギッシュな
毎日を過ごせそうです。先
が見えず不安に思うこと
があるかもしれませんが、
途中で諦めないことが鍵
となります。
［恋愛運］
素直な気持ちを相手に伝
えてみましょう。ありのま
まのあなたを受け入れて
もらえるはずです。

［勉強運］
やる気に満ちあふれた時
期で成績も良好です。資
格の取得も視野に入れて
みてください。
［金運］
うっかりお金を使い込ん
でしまいそうです。今は我
慢し貯金をしておくのが
無難でしょう。
［ラッキーアイテム］
ライオンのぬいぐるみ

Aries おうし座
［全体運］
大きな選択を迫られるか
もしれません。自分の直
感を信じることでより良
い選択ができます。意見
をコロコロ変えてしまわ
ないように注意してくださ
い。
［恋愛運］
新しい出会いが待ち受け
ていそうです。ロマンチッ
クな恋愛が始まる予感。

［勉強運］
得意な分野での飛躍の時
です。しかし、気が散りが
ちで集中力を保つのが難
しくなりそうです。
［金運］
遊園地やライブなどで散
財してしまいそうです。
しっかり計画を立ててか
らお金を使うようにしま
しょう。
［ラッキーアイテム］
ハート柄の物

ふたご座
［全体運］
多くの人と親睦を深める
チャンスです。意外な人と
意気投合するかも。周囲
の人には積極的に声を掛
けてみてください。
［恋愛運］
あなたがリードすること
ですてきな時間が過ごせ
そうです。相手を楽しませ
る努力を惜しまないよう
にしましょう。

［勉強運］
気分転換をうまくするこ
とで成績が上がりそうで
す。メリハリを付けて勉学
に励みましょう。
［金運］
肌や髪などの手入れのた
めに使うのが良いでしょ
う。お気に入りの髪型が
見つかりそうです。
［ラッキーアイテム］
薄黄色のもの

かに座
［全体運］
思いやりの心を持って人
と接することで、周囲か
ら信頼を得られそうで
す。あなたが困難な局面
を迎えたとしても、周囲
の人が救いの手を差し
伸べてくれるはずです。
［恋愛運］
あなたのことを支えてくれ
る相手が見つかりそうで
す。特に年上の相手とは
大人の恋愛ができそうで
す。

［勉強運］
得意な分野で力を存分に
発揮できる時期です。あら
かじめ目標を設定して、友
人とともに勉強に取り組
んでみてください。
［金運］
ちょっとした旅行や、大切
な人へのプレゼントを買
うために使うのが良さそ
うです。
［ラッキーアイテム］
トケイソウ

しし座
［全体運］
物事を客観的に見ること
で充実した日々を送るこ
とができそうです。また、
物事のバランスをうまく保
つことのできる期間なの
で、いろいろなことにチャ
レンジしてみましょう。
［恋愛運］
見栄を張って、無理をして
背伸びをしないようにし
ましょう。真心を持って相
手と向き合うのがポイン
トです。

［勉強運］
安定した成績を保てそう
です。また、芸術分野では
あなたの美的センスを生
かせそうです。誰かと一緒
に作業をするのが良いで
しょう。
［金運］
新しい洋服や化粧品な
ど、自分磨きのために使う
のがベストです。
［ラッキーアイテム］
レモン

おとめ座
［全体運］
勝負強さと行動力があな
たに味方してくれる時期
です。強い信念を持って
物事に取り組むことで、ど
んな難関も突破できるで
しょう。
［恋愛運］
周囲からの反対で、落ち
込みがちになってしまい
ます。一途な思いを忘れ
ないことが重要となりま
す。

［勉強運］
じっくり時間をかけて進
めるのがポイント。ただ
し、根を詰めすぎて体調
を崩さないように注意し
てください。
［金運］
あちこち足を運んでみる
ことで楽しい時間を過ご
せそうです。食べ歩きで散
在してしまわないようにし
ましょう。
［ラッキーアイテム］
チョウがモチーフのアイテム

てんびん座
［全体運］
低迷期から脱出できそう
です。明るい気持ちが持
続し、少しずつ理想に近
付いていけそうです。その
ため、あなたの長所をさら
に伸ばしていくチャンスと
なります。
［恋愛運］
ひとめぼれをするかも。自
分の直感を信じて、相手
に向かって突き進みま
しょう。

［勉強運］
海外留学や資格の取得に
適した時期です。勇気を出
して一歩、踏み出してみま
しょう。
［金運］
海外旅行をすると大きな
収穫がありそうです。長期
計画を立てることがポイ
ントとなります。
［ラッキーアイテム］
白いスカーフ

さそり座
［全体運］
新しいことに挑戦してみ
るのに最適な時期です。
あなたの社交術や決断
力、独創性が発揮され、幸
先のいいスタートとなるこ
と間違いなしです。
［恋愛運］
相手とは気楽な関係が築
けますが、つい自分の考え
を相手に押し付けてしま
わないようにしましょう。

［勉強運］
文章力をグッと上昇させ
るチャンスです。勉強の息
抜きに読書をしてみては
いかがでしょう。
［金運］
新しいものに手を伸ばし
てしまいがちです。商品の
購入は一度こらえて、よく
検討してからにしましょ
う。
［ラッキーアイテム］
鳥の羽

いて座
［全体運］
几帳面になり過ぎて、不
満が生まれてしまいそう
です。そのせいで単独行
動をしがちになってしま
います。常におおらかな心
でいるよう心掛けましょ
う。
［恋愛運］
片思いの相手へ思いを伝
えられずに、モヤモヤとし
てしまいそうです。思い切
りも大切です。

［勉強運］
頭が冴えて、勉強がはか
どりそうです。ゆっくりマ
イペースに進めるのが良
いでしょう。
［金運］
貯金が目標額に達しそう
です。頑張った自分へ、ご
褒美を買ってもいいかも
しれません。
［ラッキーアイテム］
鏡

やぎ座
［全体運］
あなたの魅力が発揮さ
れ、穏やかで充実した日々
を過ごせそうです。何事に
もこだわりすぎないこと
が重要です。気が立ってし
まった時には深呼吸をし
ましょう。
［恋愛運］
大切な相手との心安ら
ぐ、恋愛。あなたのリード
が円満な関係を築くため
の近道となりそうです。

［勉強運］
今まで積み重ねてきた努
力が実を結びそうです。
この調子で集中力を保
ち、さらに成績を向上させ
ていきましょう。
［金運］
食欲旺盛になって間食が
多くなりそうです。無駄な
出費は抑えましょう。
［ラッキーアイテム］
赤いバラ

みずがめ座
［全体運］
中立的立場から物事を見
ることのできるあなたに、
周囲は信頼を置いていま
す。しかし、それがあだと
なり、友人間のけんかに巻
き込まれて板挟みになっ
てしまうかもしれません。
［恋愛運］
周囲から羨ましがられるほ
ど、お似合いの二人。安定し
た、心地よい関係が築けそ
うです。誠実さを持って相手
と向き合ってみてください。

［勉強運］
安定した成績を保てそう
です。勉強前に瞑想をして
集中力を高めるといいで
しょう。
［金運］
ずっと気になっていたCD
や小物を買うと、良い買い
物となりそうです。
［ラッキーアイテム］
天秤

うお座
［全体運］
何気ない一言から、トラブ
ルに発展してしまいそう
です。口は災いのもと。誤
解を招くような発言には
注意しましょう。
［恋愛運］
相手とのすれ違いが生じ
てしまいそうです。相手と
しっかり話し合う場を設
けて、すれ違いを防ぎま
しょう。

［勉強運］
試験では凡ミスに注意。
日頃からコツコツと努力
を重ねていくことが成績
アップへの近道です。
［金運］
財布の紛失に注意しま
しょう。貴重品は常に手放
さないようにしてくださ
い。
［ラッキーアイテム］
唐辛子
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春野菜の八宝菜

編集担当：須永 莉帆（大情4年）

一口メモ 旬の野菜をたっぷり味わうことができます。

豚ばら肉 50g
むきエビ 4尾(20g)
イカ 50g
たけのこ(水煮) 50g
にんじん 20g
春キャベツ 50g
セロリ 25g
スナップえんどう 50g
きくらげ 1.5g
うずらの卵(水煮) 1缶(50g)
ニンニク 1片(5g)
しょうが 5g
オリーブ油 大さじ1
ごま油 1g

【A】
 塩 小さじ1/2
 酒 大さじ1/2
 片栗粉 大さじ1/2
【B】
 水 100㏄
 鶏ガラスープの素 大さじ1/4
 酒 大さじ1/2
 砂糖 小さじ1/4
 塩 小さじ1/4
 醤油 小さじ1/2
【C】
 片栗粉 大さじ1/2
 水 大さじ1/2

1514 編集担当：宮本 直実（大英４年）編集担当：宮本 直実（大英４年）
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［マナーde武庫女美人］
タグ付け、意識していますか？

　楽しい時間はSNSで友達とシェアした
いところですが、中にはいろいろな事情
で居場所を知られたくない
人だっているはず。また、間
違って自分の名前がタグ
付けされたという経験は
ありませんか？タグ付きで
SNSの投稿をする時は、
相手に確認を取ってから
投稿するようにしましょう。

巻頭
特集

発行：武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部　学生広報スタッフ La chouette*、広報室

（
マ
ー
チ
）

2日（土） 
4日（月） 

5日（火）

7日（木） 
8日（金） 
11日（月） 
29日（金・祝）

大学院・専攻科入学式　16：30～
大学入学式
文、健康・スポーツ科学部　9：30～
生活環境、音楽、薬、看護学部　 13：30～
新入生オリエンテーション　～7日
短大入学式　9:30～
新入生オリエンテーション　～7日
2年次以上前期担任ガイダンス　
前期授業開始　※共通教育科目を除く
共通教育科目の授業開始
昭和の日【金曜日の授業実施】

4月 21日（土） 
22日（日）

体育祭
体育祭

5月

*

M*archのキャラクター むっこちゃん

資格でSTEP UP!! in 武庫女…

学生広報スタッフ La chouette*って?…

CONTRIBUTION PAGE!!（皆さんからの投稿コーナー）…

HOROSCOPE 2016年4月～6月…

RECIPE「春野菜の八宝菜」…

Schedule／マナーde武庫女美人…

　皆さんは、“春から挑戦したいこと”見つ
かりましたか？ 新しいことを始めるには勇
気が必要ですが、武庫女では大学生活の中
にもチャレンジする機会がたくさんありま
す。学生という今だからできること、今しか
できないことを探し、一歩踏み出す春にし
てみましょう♪　

（坂井　茜)

　私は今回学生広報スタッフの活動紹介
ページを担当させて頂きました。広報活動
を通していろんなことに挑戦できる！ という
ことが皆さんに伝われば…という思いを込め
て誌面をつくりましたので、ご興味を持たれ
た方はぜひぜひぜひ(笑)学生広報スタッフ
の募集説明会にお越しください！！　

（森本　結衣)

　大学で何か新しいことを始めてみたい！ と
いう方には学生広報スタッフがおすすめで
す。私自身も新しいことをしたくて入り、学生
広報スタッフでしか出来ない経験をすること
が出来ています(̂ )̂何かやりたいな～という
思いがある方なら誰でも大歓迎です！！ ぜひ
私たちと一緒に活動しましょう(̂ o )̂/*

（土橋　つばさ)

　「M*arch vol.13」を手に取って、読んで
いただきありがとうございます！ いかがで
したでしょうか？ 取材をしていく中で私自
身も新しい発見がたくさんあり、興味深い
内容のものばかりです。これを機に皆さん
もぜひ、4月から新しいことを始めてみま
せんか？？　

（穐本　麻奈美)

　今回、資格サポート窓口の方にお話を伺っ
たのですが、資格の取り方やどのように役立
つかなど丁寧に教えてくださいました。私も、
これをきっかけに資格に挑戦してみようと思
います！ 資格サポート窓口は中央図書館5階
にあり、気軽に行けるので皆さんもどんどん
活用してください♪　

（宮本　直実)

　新しいことに挑戦したいと思い、今号か
らM*arch制作メンバーになり、今号は資
格について担当させていただきました。冊
子制作は初めてですが、楽しみながら精
いっぱい頑張っていこうと思います。どう
ぞ、よろしくお願いします！ 

(須永　莉帆)

私たちがM*arch vol.13を
制作しました。

楽しんでいただけましたか？

ラ 　 　 シ ュ エ ット

ラ　    　　シ ュ エ ッ ト

春から新しいコト始めませんか？…


