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KEYAKI FESTIVAL
1 1月2 3 日（土）〜 2 4 日（日）、 第 5 8 回欅祭が開催されました。
秋雨の中、今年度も大勢の 来場者が訪れ、大盛り上がり! !

学生広報委員の記者が 学生目線でレポートします !

圧巻の演奏 & パフォーマンス

201911.23~24
 

文学部1年
上原 莉子    

文学部1年 
川﨑 あゆ美

文学部2年 
阿部 帆乃佳

サクサクのクラッカーとマシュマ
ロの絶妙なハーモニーにほっぺ
たがこぼれ落ちました!

もちチーズ･マルゲリー
タ･チョコマシュマロとバ
リエーション豊富な３種
類。パリパリの食感で、
美味しい!!

鉄道模型や多くの写真を展示! 
鉄道への愛が感じられました。

毎年好評の歌占い。 今
回も多くの来場者でに
ぎわいました。みんなの
占い結果はいかに･･･?

ぬくもりが感じられる
可愛い作品がズラリ!!

テーマは「四季」。色鮮やか
な作品に見とれ、多くの人が
足を止めていました。

静かなお茶席で、心ゆくまでお茶
のおいしさを堪能できました。

自分で好きな花や砂を選びオリ
ジナルのハーバリウムが完成! 

外はサクッ、中はホクッ
の新感覚オレオ!! 今ま
でこんなの食べたこと
ない!

熱気あふれるSFCの焼きたてアツアツ
焼きギョーザ。おいしそうな匂いに惹
きつけられたお客さんも多いはず!

雨が降り気温が低い中、ユー
スホステルクラブのお汁粉は
心と身体を温めてくれました。

成蹊フットサルクラブ(SFC)

ユースホステルクラブ

アースエラステックサッカー
毎年売り切れの唐揚げ

軽音楽部

汽車旅倶楽部

Before

After

平野ゼミ
陶芸部

華道部

茶道部

法学部 北川ゼミ

ハロプロ研究会

今年のテーマは
「和」

Physical Education
アツアツの豚まん

合氣道部
毎年大人気の今川焼

ZELKOVAチームが選んだ
珍しい食べ物特集!!

個性的な看板勢揃い

練習時間の少ない中、こ
の1年に1度の欅祭のた
めに頑張ってきました。
みんな盛り上がっていた
ので大成功だったと思
います!

映画研究部
 餃子の皮ピザ

漕艇部 
オレオ揚げ

柔道部  
マシュマロサンド
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ダブルダッチサークル 

Double Eight

DANCE TEAM JAM[z]

Compal Sounds 
Jazz Orchestra

アイドル研究中!!

撮影／写真部 松下 祐輔･
森田 理仁･大内 雄登･日比 渚
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 教務部

教務部関係手続きの詳細は、履修要項および掲示を確
認してください。重要なお知らせを掲示する場合があり
ますので、必ずポータルサイトで確認してください。

� 年度始めの日程について
次年度のガイダンス日程をはじめ、履修登録に関する日
程は、1月中にポータルサイトでお知らせします。

� 卒業・修了延期願受付期間 （卒業・修了年次生）
卒業･修了延期願受付期間
日程：2019年12月2日（月）～2020年1月31日（金）
※配付･受付は窓口にて行います。卒業･修了延期制度に係る納
付金納入期間、その他手続き日程の詳細については、教務部窓
口、ポータルサイトで確認してください。

� 授業評価アンケートについて
後期履修科目の授業評価アンケートを以下の期間に
実施します。

回答期間：2019年12月9日（月）～2020年1月21日（火）
授業評価アンケート結果開示期間：
2020年3月2日（月）～3月31日（火）
授業評価アンケートに回答いただいた内容は、授業を担
当されている先生方へお伝えし、授業内容の充実や改善
に向け、活用されます。皆さんからのご回答、お待ちしてい
ます。

キャリア支援センター

◇�～�対象：現3年次生･大学院（前期）1年次
（2021年3月卒業（修了）予定者） 

� 模擬面接
日程：2月･3月に実施予定

� 就職活動マナー講座（実践編）
日程：2月18日（火）

� 筆記試験のための演習講座
日程：2月実施（予定）

� グループディスカッション準備講座
日程：2月19日（水）、20（木）

� 学内企業セミナー
日程：3月2日（月）～6（金）

◇�対象：全学年

� 業界研究セミナー
日程：2月実施（予定）

※時間･会場･申し込み方法他詳細については、SEIKEI 
UniCareer等にてお知らせします。いずれの行事について
も、変更の可能性がありますので、最新情報を必ずチェッ
クしてください。

国際課

� 2019年度後期成蹊大学 
　 清水護英語能力試験受験奨励金
過去1年間（2019年1月7日以降）にTOEFLiBT、IELTS

アカデミック・モジュール、IELTSforUKVIを受験した学
生で、以下いずれかのスコアを取得した者に対し、選考
により受験奨励金（TOEFLiBT、IELTSアカデミック・モ
ジュールは15,000円、IELTSforUKVIは20,000円）が支
給されます。

TOEFLiBT・・・68点以上
IELTSアカデミック・モジュール、IELTSforUKVIオーバー
オール・バンドスコア・・・5.0以上
申請期間：1月7日（火）～1月20日（月）
※国際課にて「奨学金ガイド」を配布していますのでご確
認ください。

� 協定留学生修了式
日時：1月27日（月）12：20～13：00

場所：本館大講堂

� 海外留学・旅行危機管理セミナー
春期休業期間中に海外渡航を予定している学生など
を対象に危機管理セミナーを実施します。危機管理の
専門家を講師にお招きし、渡航前に知っておくべき海
外での安全･危険の基礎知識や現地でとるべき行動、
国別の最新情報などをお話いただきます。休業期間を
利用して海外旅行や短期留学を控えている学生、来年
度から中･長期海外留学を予定している学生は積極的
に参加してください。

日時：1月31日（金）12：30～14：00
場所：7号館201教室（予定）

� TOEFL ITP
【第6回】日程：3月21日（土）
受付期間：2019年12月20日（金）～3月13日（金）

� IELTS学内試験
日程：3月14日（土）
申込締切：3月11日（水）

大学保健室

� 上級救命講習会
日程：2月18日（火）9：00～17：00

参加費：無料
＊受講者には東京消防庁より技能認定証が授与されます。
＊詳細はポータルサイトに掲示します。

� 定期健康診断について
◆事前問診入力
期間：3月25日（水）～31日（火）（予定）
＊詳細はポータルサイトに掲示します。
必ず確認し事前に問診入力をしてください。

◆2020年度定期健康診断
日程：4月2日（木）、3日（金）、8日（水）
＊3月にポータルサイトに定期健康診断要項を掲示します。
必ず詳細を確認し、指定された日時に健診を受けてください。

� 健康診断証明書の発行
2019年度の証明書発行期限は、3月31日（火）12:00まで
です。期限を過ぎると発行できません。
2020年度の証明書発行は、5月中旬からの予定です。

※健康診断証明書は、入学以降、毎年定期健康診断を　
受けている方にのみ発行します。

情報図書館

� 卒業後の図書館利用について
卒業後も図書館を利用することができます。詳細につい
ては図書館HPをご確認ください。

管財課

� 放置自転車移動･保管･処分のお知らせ
構内駐輪場を有効利用するため、大学構内の駐輪場
に長期間放置されている自転車を整理します。以下の
とおり移動･保管し、持ち主から申し出がない場合、一
定期間保管した後、処分します。

◆移動予告期間：3月23日（月）～4月10日（金）
駐輪場に置いてある自転車に札をつけます。放置自転
車でない場合は、お手数ですが、札をはずして駐輪場
に設置してある回収箱に入れてください。
◆移動期間 ：4月11日（土）～4月17日（金）
札のついている自転車を大学9号館裏へ移します。
◆保管期間：4月18日（土）～6月19日（金）
　　

学内イベント
総務課

� 第４回 地域清掃活動
「いつもお世話になっている吉祥寺の街をきれいにしま
しょう」
日程：3月11日（水）
時間：10：35～12：00（予定）
場所：本館大講堂集合
対象：全学生・全教職員
※参加希望者は申込みを行ってください。
※詳細は右QRコードをご覧ください。

アジア太平洋研究センター

�「ポピュリズムを考える」講演会
最近政治に関するニュースで「ポピュリズム」という言葉
を耳にすることが増えました。たとえば、アメリカのトラン
プ大統領の政治スタイルやヨーロッパ諸国における移民
排斥の動きなど･･･ポピュリズムって、いったい何だろう? 

どんな問題がある? 日本は関係するの?

この講演会をポピュリズムを“知って”“考える”きっかけに
してみませんか。
日時：2月29日（土）14：00～16：00

会場：8号館101教室
費用：無料
申込：不要
講演者：法学部 板橋拓己 教授
※詳細は、ポータルサイトまたはHP（QRコード）をご覧ください。

ボランティア支援センター

� 社会活動支援奨学金×東北と日本の未来
     プロジェクト2019 成果報告会
日程：3月26日（木）14：30～17：00（予定）
※詳細については、ポータルサイト、ボランティア支援センター
HP等にてお知らせします。事前申込は不要です。興味のある方は
どなたでも参加できます。

入試センター

� 2020年度入試日程
本学で実施される2020年度一般入試日程および大
学入試センター試験日程は、次のとおりです。

1月18日（土） 大学入試センター試験日
1月19日（日） 大学入試センター試験日
2月  3日（月） 2教科型全学部統一入試、
　　　　　  2教科型グローバル教育プログラム統一 

  入試、センター･独自併用5科目型国公立 

  併願アシスト入試 試験日

2月10日（月）【理工学部】3教科型学部個別入試 試験日
2月11日（火）【経営学部】3教科型学部個別入試 試験日
2月12日（水）【文学部】3教科型学部個別入試 試験日
2月13日（木）【経済学部】3教科型学部個別入試 試験日
2月14日（金）【法学部】3教科型学部個別入試 試験日
3月 9日（月） センター･独自併用5科目型多面評価
  入試 試験日

� 大学入試センター試験および一般入試
    期間中の来校の自粛について
試験日にあたる1月18日（土︶～19日（日）および2月3日

（月）、10日（月︶～14日（金）の入試期間中、入構制限は
行いませんが、以下の点に注意してください。
1.入試会場となる建物（2、3、5、6（1Ｆ教務部を除く）、

8、9号館）のほか、4号館への入館はできません。証
明書自動発行機は6号館1階教務部内のものをご利
用ください。

2.学生の大学11（研究助成課事務室を除く）、12、
13、14号館への立ち入りが禁止されます。

3.入試本部となる10号館への入館が規制されます。
4.1月18日、2月3日、2月10日、12日、13日、14日は、各

事務室は通常どおり業務を行います。
5.情報図書館、学園史料館は休館となります。
6.試験日にあたる3月9日（月）は、入試会場となる3号

館への入館が規制されます。
※入試会場の平穏を保つため、入試期間中の不要不急の来校は
ご遠慮ください。ご協力をお願いします。

Campus Information
January-March

Campus events

詳細お問い合わせ先

�〜� 教務部　6号館1階 
TEL.0422-37-3553／kyoumu3@jim.seikei.ac.jp
�〜� キャリア支援センター　1号館1階
TEL.0422-37-3543／job@jim.seikei.ac.jp
�〜� 国際教育センター国際課　1号館2階
TEL.0422-37-3536／siis@jim.seikei.ac.jp
�〜� 大学保健室
TEL.0422-37-3518／hoken1@jim.seikei.ac.jp
� 情報図書館
TEL.0422-37-3544
https：//www.seikei.ac.jp/university/library/

� 管財課 本館3階
TEL.0422-37-3511
� 総務課 本館2階
TEL.0422-37-3503
� アジア太平洋研究センター 1号館3階
TEL.0422-37-3549／caps@jim.seikei.ac.jp
https：//www.seikei.ac.jp/university/caps/

� ボランティア支援センター 本館1階
TEL.0422-37-3448／volunteer@jc.seikei.ac.jp
�〜� 入試センター 本館1階
TEL.0422-37-3533

このコーナーでは、事務局各部署からのお知らせを抜粋して掲載しています。

詳しくはポータルサイト「SEIKEI PORTAL」
　 パソコン　　　 https：//portal.seikei.ac.jp
　 スマートフォン  https：//portal.seikei.ac.jp/s
　 携帯電話       https：//portal.seikei.ac.jp/m1-3

情報教育用施設　

場　所 平日 土・日・祝日  春期休業期間
（1/31～3/22）

情報教育用施設窓口
7号館1階スタディホール

9：00 ～ 16：50 Closed Closed

7号館 2 階パソコン教室
 3 階パソコン教室

9：00 ～ 17：50 Closed Closed

3 号館 2 階スタディホール 9：00 ～ 18：50 Closed Closed

情報図書館 情報図書館の開館に準ずる

※授業、試験、講習会等の学内行事がない時間は、自由に利用できます。

※当日の利用状況については、高等教育開発・支援センターのHPや各
部屋入口の空席情報表示で確認してください。

※振替授業日は平日に準じます。

各種施設開館時間（1月～3月）

1月27日(月)から、春期長期貸出を行います。
返却期限が利用者により異なります。ご注意ください。

図書の春期休業長期貸出について

情報図書館　
場所期間 平日 土曜 日・祝日

1階1月

2月・3月 1階~5階

8：45～20：30
Closed

Closed

2階~5階

1月1日（水）～6日（月）、1月13日（月）、1月18日（土）
2月3日（月）、2月10日（月）～14日（金）、2月24日（月）
3月20日（金）

9：00～20：30

9：00～16：30

9：00～16：30

※最新の情報は図書館HPで確認してください。

※新年度オリエンテーション期間中は、第一学生食堂・
　ファミリーマート･ブックセンターの営業を予定しています。

以下日程については休館となりますので、ご注意ください。

食堂等

平日場所 土曜
学期末試験期間
（1/22～1/29）

春期休業期間
（1/31～3/22）

第一学生食堂

第二学生食堂
第三学生食堂

６号館カフェ

ファミリーマート

ブックセンター

理容室

トラスコンガーデン

ATM

10:00～16:00

11:00～14:00

10:00～17:00

8:00～19:00

10:00～17:00

（火）～（金）
9:30～16:00

7:00～19:00

8:45～20:00

11:00～14:00

Closed

Closed

8:00～17:00

Closed

9:30～15:00

7:00～17:00

8:45～18:00

通常どおり

Closed

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

通常どおり

11:00～14:00

Closed

Closed

8:30～16:30
（入試期間は別途対応）

通常どおり
（入試期間は別途対応）

通常どおり

通常どおり

通常どおり

卒業 見 込み 者（4年生以 上）

その 他 利用者

3月19日（木）
在学生（1～3年生） 4月10日（金）

3月31日（火）

   ◆2019年度成蹊大学学位授与式
      について

日時：3月19日（木）10：00開式
        （9：30までにご入場ください）
場所：大学体育館

式場が手狭なため、入場は卒業生･修了生のみ
となります。それ以外のご来場の方々は、モニ
ター会場（受付：6号館1階ロビー）で式の様子を
ご覧いただくことになります。詳細はポータルサイ
トで確認してください。
お問い合わせ先：総合企画課（本館２階）
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まとめて読 む 出 来 事

こころの豊かさのためのプログラム２
NHKアナウンサーから病児ケアの世界へ　
～自分らしく働くためのヒント～

昨年10月24日に、内田 勝康氏（国立成育医療
研究センターもみじの家 ハウスマネージャー）
をお迎えし、普段きくことのできない病児ケアに
ついてのお話しを伺いました。学生さんの真剣な
まなざしが印象的で、とても好評でした。

2019年度体育会総会
昨年12月12日、2019年度体育会総会が本館大
講堂にて開催され、本年度の活動報告のほか、
来年度の新役員が紹介されました。
また、この1年間の活動で特に優秀な成績を収め
た団体および個人が、体育会会長（学長）より表
彰されました。

昨年8月30日から9月5日の5日間にわたり、本学
在学生を含む12名が成蹊学園にてインターン
シップ研修を行いました。各部署の業務内容を
はじめ、現場見学やグループワーク実習を通じ
て学校職員の業務について学びました。

昨年10月9日、10日にジュンク堂書店吉祥寺店
にて図書館主催によるブックハンティングを開
催しました。残念ながら台風の影響により例年
より1日少ない開催日程となりましたが、今年度
は約160冊の本が選書され、参加者からは「普
段は手に取らないような図書にも目を向ける機
会になり新鮮でした」などの感想が寄せられまし
た。選書された本は参加学生制作によるPOPと
ともに図書館内にて展示していますのでぜひ足
を運んでみてください。

昨年10月31日、国際交流会館にてハロ
ウィンパーティを開催し、多くの成蹊生
や留学生が参加しました。このイベント
は留学生バディの学生有志が企画し
たもので、ゾンビメイクやさまざまなコス
チュームで仮装した参加者は目玉運び
などのゲームを通じて交流しました。

成蹊学園にて
インターンシップ研修を実施

ブックハンティング

O C TO B E R10.17

N OV E M B E R11.12

O C TO B E R10.31

O C TO B E R10.9

AU G U S T8.30

第30回 欅賞
（文学部日本文学科研究奨励賞）
昨年11月13日、欅賞（日本文学科研究奨励賞）表
彰式が行われました。受賞者は次のとおりです。

【大学院生の部】
優秀作　該当作なし
佳　作　該当作なし

【学部生の部】
優秀作　該当作なし
佳　作　公文 真奈花（文学部日本文学科3年）
 ﹃とりかえばや』女君論
 伊勢村 咲記（文学部日本文学科2年）
　　　　作品構成が読解に与える影響
 ―品田遊『止まりだしたら走らない』を 
 対象として―

文学部日本文学科では学部生および大学院生の
自主的な研究活動の奨励･顕彰を目的として「欅
賞」（日本文学科研究奨励賞）を設け、毎年表彰し
ています。学部学科問わず、成蹊大学の学部生･
大学院生であれば応募する資格がありますので、
学生の皆さんの積極的な応募を期待します。

成蹊大学特別講演会
「2020からはじまるTOKYOへ」
～スポーツボランティアの役割～
昨年11月15日に本館大講堂にて成蹊大学特別
講演会「2020からはじまるTOKYOへ」～スポー
ツボランティアの役割～を開催しました。この講
演会は公益財団法人東京オリンピック･パラリ
ンピック競技大会組織委員会「東京2020応援
プログラム」の認証を受けたものです。当日は文
教大学 二宮雅也准教授をお迎えし、東京2020
大会を盛り上げ、大会の感動と記憶を後世に伝
承する「ボランティアが果たす役割」についてお
話しを伺いました。目前に迫ってきた東京2020
大会への熱い思いを抱けるような講演でした。

学生相談室主催
 ―らんちょんミーティング秋報告―

習字体験

ハロウィンパーティー

昨年10月17日の昼休み、らんちょんミーティン
グを開催しました。パンとワークを楽しみ、学
部･学年を超えた交流ができたようです。大学
は、知り合いや気の合う友人を作るのに案外
苦労することもあります。そんな時、どうぞ学生
相談室のドアをたたいてみてください。

昨年11月12日、国際交流会館にて習字体験
を行いました。初めて習字を体験する留学生
もいましたが、バディに教えてもらいながら真
剣に取り組んでいました。本イベントの企画･
運営にも多くの留学生バディが携わり、留学
生と和やかに交流する様子が見られました。

2019年度後期協定留学生歓迎式
昨年9月24日、本館大講堂にて後期協定留学
生歓迎式を行いました。8ヶ国13校の協定大学
より19名の留学生を迎えました。留学生の皆さ

んは、緊張しながらも日本語で自己紹介をして
いました。前期受け入れの4名と合わせて23名
となった協定留学生は、成蹊大学での日々を過
ごしつつ、日本の文化を学んでいます。

Campus Information
August-December

8-12

スペシャリスト認定証授与式
経済学部が提供する7つのスペシャリストコース（通称：チャレンジセブン）は、卒
業後に各分野のスペシャリストとして活躍する人のために設けられている制度
です。各コースで指定する科目を所定の成績で修めると、その専門分野の「スペ
シャリスト認定証」が授与されます。今回の対象者は10名で、内８名が10月28日
に行われた認定証授与式に出席しました。認定学生には賞状が贈られました。

経済学部特別表彰式について

2019年度前期成績優秀者特別表彰
学業に対するモチベーション向上を目的に、各学期において人物･品行･成
績等において特に優良であると認められた学生を表彰しています。
今回の特別表彰対象者は17名で、内13名が10月28日に行われた表彰式
に出席しました。表彰学生には賞状と副賞（図書カード）が贈られました。

O C TO B E R10.28

O C TO B E R10.24 2019年度後期公開講座
「AIと社会」開催
昨年10月5日･19日、11月2日･16日に「AIと社会」を
テーマに、2019年度後期公開講座が開催されま
した（11月16日は10月12日中止分の代替開催）。
来年度も、新しいテーマで、前期･後期各４回の
開催を予定しています。学生の皆さんもぜひご参
加ください。詳細は大学HPにてお知らせします。

O C TO B E R10.28
S E P T E M B E R9.24

N OV E M B E R11.13

N OV E M B E R11.15
■優秀団体賞
・男子バレーボール部　
  秋季リーグにおいて5部から4部に昇格
・女子バレーボール部
 秋季リーグにおいて4部から3部に昇格
・ラクロス部女子
 関東リーグ1部Aブロック3位
・軟式野球部
　春季、秋季リーグ優勝
　第42回全日本学生軟式野球選手権ベスト4
・漕艇部
　第97回全日本選手権
　男子舵手つきフォアベスト16

■優秀個人賞
・ラクロス部男子　乘田 英樹
　全国強化指定選手選出
　APLUアジアパシフィック選手権出場
　（大会得点王）
・水泳部競泳班　中尾 実幹子
　ジャパンオープン2019出場

D E C E M B E R12.12




