


 

【ホームページ】 http://www.kindaiband.jp/ 

SNS 公式 SNS で随時情報発信中！ 

フォローとチェックをお願いします！ 

【Instagram】 ＠kindai_music 

【Twitter】 ＠kinsuikindai 【Facebook】 ＠Kindai.Univ.Band 

【YouTube】 近畿大学吹奏楽部公式チャンネル 

 

過去の演奏を 
毎月公開しています！ 
チャンネル登録をして、 

演奏をお楽しみください！ 

Information 
【活動場所】 近畿大学クラブセンター新館 5階 

【活動時間】 平日：17:00～20:00 / 休日：10:00～15:00 

         ※時期や状況によって変動します。詳しくは SNSをご覧ください。 

 

【お問い合わせ】 メール：info@kindaiband.jp 

            電話：06-6721-9260 

mailto:info@kindaiband.jp


 
 

お悩み１ どんなスケジュール？ 
A．平日は 17時～20時、休日は 10 時～15時です！ 

〈主な行事〉 

4 月 入学式、オリエンテーション 

5 月 ふれあい祭り、ツナコン！ 

6 月 3000 人の吹奏楽、ポップスコンサート 

8 月 コンクール、１日近吹 

10 月 コンクール 

11 月 生駒祭 

12 月 定期演奏会＠フェスティバルホール 

 

このほかにもいろいろな本番があります！ 

週 1 回の自主練習日、本番明けには 

オフがあります！ 

色々な所で 
演奏できる‼ 

近吹では勉強やアルバイトとの両立も可能です！

教職課程や司書課程を履修している人や 

資格試験取得のために頑張っている人も！ 

同学部の先輩からは、 

時間割の組み方を教わることもできます♪ 

また、国際学部は留学が必修となっていますが 

その期間は部活を休部することができます！ 

(他学部で留学したい方も必見‼) 

ラーメン屋や居酒屋でアルバイトする部員が多い

です！同じバイト先で一緒に働く部員も…!? 

お悩み２ 勉強やアルバイトと両立できる？ 
A．はい、できます！ 

実際にアルバイトをしている部員のスケジュール例はこちら↓ 

休日 

10：00 
    部活動 
18：00 
19：00 
   アルバイト 
22：00 

～ 

～ 

平日 
10：00 
    アルバイト 
1５：00 
    授業 
1７：00 
    部活動 
１８：00 

～ 

～ 

～ 

空きコマで！ 

※時期や状況によって変動しますので、詳しくは SNS をご覧ください。 



  

お悩み４ ずばり、近吹って厳しい？ 
A．厳しい部分もあるけど将来に役立つことも！ 

 

学生運営のため 
意見のぶつかり合いも 
多いかもしれませんが 

そこでの経験や解決能力は 
他の人よりも自分を大きくアピールでき、 

就職活動に有利でした！ 

〈主な就職先〉 

エンターテインメント業界、 

建材商社・不動産、建築業界、 

インフラ、人材紹介、 

高校教員、公務員、銀行、 

小売、ゴルフ場等 

A．大丈夫です！ 

お悩み３ マーチング初心者です…。 

部員の約 6 割が 

マーチング初心者！ 

でも、プロの先生方のご指導

を受けてこんなステージに 

出るまでに成長できます！ 

3000 人の吹奏楽では 

唯一の大学生バンドとして

出場しています！ 

生駒祭やふれあい祭りでは 

パレードにも参加すること

ができ、座奏とはまた違った 

楽しさを味わえます！ 

マーチング初心者が 
約半数も！ 

マーチング初心者でも大丈夫！ 

先輩たちが優しく教えてくれます！ 

経験なし

49%

経験あり

51%
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４回生 Flパート 副将（運営） ３回生 Tbパート 管理部長補佐 

福條 

上田 



 

就寝 

05:30 起床 朝食 
身支度 

01:00 

福條の平日 1 日スケジュール 

WEEK 

DAY 01 07:00 移動 

08:00 アルバイト 

11:00 移動 
ES 作成 

13:15 授業 

16:30 移動 

17:10 部活動 

20:00 片付け 
役職の仕事 

21:00 移動 
ES 作成 

23:00 帰宅 夕食 
お風呂 

00:30 就寝準備 

通学時間が長いですが、 

  その時間を有効活用して 

   エントリーシートの作成を 

行っています！ 



 

06:30 起床 身支度 

就寝 00:30 

福條の休日 1日スケジュール 

HOLI 

DAY 02 
07:30 移動 

10:00 部活動 

12:00 昼食 

18:00 部活動終了 
片付け 
役職の仕事 

19:00 移動 

21:00 帰宅 夕食 

22:00 ES 作成 
面接練習 

23:00 お風呂 

就寝準備 00:00 

休日の部活動が終わってからは、 

 就職活動の準備を行っています。 

部活動と就職活動の両立も可能です！ 



 

09:00 起床 朝食 
身支度 
講義の準備 

上田の平日 1日スケジュール 

WEEK 

DAY 03 10:20 登校 

10:45 授業 

就寝 01:00 

12:15 昼食 

13:15 授業 

14:45 移動 

15:00 自主練習 

17:00 部活動 

20:00 部活動終了 
自主練習 

21:00 帰宅 

21:10 夕食 
お風呂 

22:00 課題 

00:00 就寝準備 
空きコマや練習後の時間を使って 

  積極的に自主練習を行っています！ 



 

08:00 起床 
シャワー 
身支度 

就寝 01:45 

上田の休日 1日スケジュール 

HOLI 

DAY 04 
08:30 移動 

08:45 自主練習 

10:00 部活動 

12:00 昼食 

18:00 部活動終了 
パートの仕事 

20:30 移動 

21:00 アルバイト 

01:00 帰宅 

01:30 夕食 
就寝準備 

休日は部活動をしながら、 

  自分の時間も確保できる環境です！ 



休憩中や練習後の近吹部員です♪
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