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少林寺拳法部　
Seikei University Club

Seikei .Univ

成蹊大学のクラブ活動を
紹介します。

CLUB&TEAMCLUB&TEAM

 

Vol.00Vol.00

Active 
Club&Team

ACTIVE 
Club&Team

SEIKEI UNIVERSITY

成
蹊

大

学のクラブ・サークル活動を紹介しま
す

。 

　皆さん、こんにちは! 少林寺拳法部です!! 私たち少林寺拳法部は、月曜日は南体育館
３階、木曜日は南体育館２階にて練習しています。活動内容は、おもに前半は基本練習、
後半は技術の向上や大会に向けて練習しています。そのあとは、自主練習といった形を
とっています。少林寺拳法をあまりご存知ない方が多いとは思いますが、空手などの突
き蹴りのような剛法と、合気道や柔道などの固め技や投げ技のような柔法が一緒になっ
ている剛柔一体の拳法です。
　現在、部員は１年生から４年生を含め７人しかいませんが、和気あいあいとしていて、楽
しく活動しています。また、武蔵大学や大東文化大学の学生とも合同で合宿などを行い
ます。
　去年、創部５０周年を迎えて、新たな一歩を踏み出していこうと私たち少林寺拳法
部は部員一同頑張っています。監督やOB・OGの皆さま、大学の方たち、家族に支え
られて日々 練習に励むことができるということへの感謝を忘れずに、私たちはこれか
らも練習に励みたいと思います。

文／経済学部３年 春山 拓海

活動場所  南体育館３階(月)、南体育館２階(木)、板橋区立弥生小学校(金)

Seikei University Club  Information

　　seikei_shorinji　

春には香川県にある少林寺拳法本部で合宿を行いました! 
各都道府県から集まる少林寺拳法部の皆さんと練習できるのでとても楽しいです!

2018年度 3大学合同合宿

2018年に板橋で行われた区大会で、
たくさんの賞をいただきました!!!

本館前で
行われた演武会で、

カッコいい演武が
できました!!!

担当／阿部（帆）・足立

活動日    毎週月・木・金曜日

代表者    法学部４年 市原 涼  　        連絡先   seikei.shourinji1968@gmail.com

この 秋 何する？
Everything inAutumn

Event report

学運＆レガッタ
Seminar & 
Laboratory 
Special

特集

成蹊大学公式 twitter
フォロワー募集中！
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P.2 目次

P.3 特集　

 この秋 何する？
P.8 Looking around KICHIJOJI&ART&BOOK

P.10 社会のノゾキアナ 

 大きな一歩を踏み出した「日本語教育」
 FREE ★ DOM 

 和だけじゃない !?    
　  ヒップポップな太鼓って ?? 

P.11 キャリアの部屋

 経験者が語る、王道資格 3 選 ! 

P.12 Seminar&Laboratory
 経済学部　義村ゼミ / 理工学部　ナノ物性研究室
 文学部　中野ゼミ / 法学部　原ゼミ

P.14 Seminar&Laboratory Special
 経済学部　浜松ゼミ

P.15 Brilliant Student

 仲間と共に ! 目標は世界連覇 !
P.16 Campus Information 

P.20 Event report

 学運・レガッタ
表 4 ACTIVE Club&Team 

 少林寺拳法部

令和初の秋がやってきた! 
今回は、成蹊生へ向けてオススメの

秋の過ごし方をお届けします。
学内で秋を感じるのもよし。 

少し遠出して自然とたわむれるのもよし。
あなたはこの秋何して過ごす?

この 秋
　 する？

特 集

Everything  in Autumn

Trip!  Music...!What do you wanna do?

   ZELKOVA 2019. Autumn      3

何

ZELKOVA
公式キャラクター“けーやん”
コンニチワ ! ボクはけやきの葉っぱのけーやん ! 

『ZELKOVA』の公式キャラクター。みんなの　
毎日がもっとHAPPY になりますように☆
いつもみんなのこと見守っています !! 

Summer 

2017
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情報図書館

↑本館

国際交流会館

『Autumn leaves』

『赤黄色の金木犀』 
フジファブリック　

「枯葉」と名付けられたこの曲は、ジャズの大
スタンダードといっても過言ではありません。
シンプルで短いメロディーの中に、どこか郷
愁や懐かしさが漂います。プレイヤーによって
アレンジも演奏も変わり、ジャズの面白さを
理解することのできる1曲です。

◉ヨット部 　僕たちのイチオシのスポットは、神奈川県葉山
町の海岸です! 海岸からは、毎日キレイな夕日を望むことがで
き、森戸の夕照50選にも選出されています。夏には江ノ島や富
士山を眺めながらの海水浴も楽しめます。

◉ワンダーフォーゲル部　

この秋ぜひ登ってみてほしい山は陣
馬山です! JR吉祥寺駅から1時間ほど
のJR藤野駅が最寄りで、山頂まで3時
間弱と手軽に登山を楽しむことがで
きます。山頂からの360°のパノラマ、秋
ならではの紅葉、山で食べるおいしい
ご飯など、登山には魅力がたくさんつ
まっています。

故元Gt&Voの志村正彦さんが生前に作詞作
曲を手がけリリースされたシングルで、当時
ファンの間で「四季盤」と囁かれていた４枚の
シングルのうちの秋に相当する曲です。この曲
は金木犀をテーマにしており、ロックでありな
がら哀愁漂うギターフレーズや、情緒あふれ
る歌詞には引き込まれるものがあります。

けやき循環プロジェクト
成蹊大学にあるけやき並木の落ち葉を集め、堆肥に
し、土に還そうというプロジェクトです。私たちがボラン
ティアとして参加できるのは、11月から12月にかけて行
われる落ち葉集めと秋と春の学内プランターの花の
植え替えです。この活動では、学校間（特に小学生と）
の交流や地域とのつながりも大切にしています。こうし
て集めた落ち葉は肥料だけでなく、小学校の焼き芋
大会にも使われ、剪定された枝も工作•ワークショップ
などに活用されています。身近な場所でできるボラン
ティア、この秋あなたも参加してみませんか? 

国際交流会館前のけやき並木
成蹊大学といえばけやき並木! 本館前のけやき並木
はおなじみですが、オススメは正門の脇から国際交流
会館につながるけやき並木です。けやきの紅葉と落ち
葉で小道全体が黄金色に染まります。人通りが少ない
のでゆっくり紅葉を楽しめるところもポイント。

◉学生ボランティア本部 Uni.
Uni.では、子どもたちと仮装をして劇や手作り料理で
盛り上がったり、フェスのお手伝いをするなど、ボラン
ティアをしながらハロウィンを楽しんでいます!

◉国際交流会（SIA）
毎年恒例、部員と留学生でハロウィンパーティー!　
仮装で留学生ともすぐ仲良くなれるかも!?

◉専用国際交流寮
例年申し込みをすれば誰でも参加可能。留学生
と仲良くなるチャンス!

◉コンパルサウンズジャズオーケストラ部

◉軽音楽部

秋に聴くのにピッタリな曲はコレ ! 学内の音楽団体に
オススメの曲を紹介してもらいました。

けやき並木の紅葉はとてもキレイ ! でも、
紅葉が終わると落ち葉が大量に。そこで、
この落ち葉を活用する「けやき循環プロジェクト」
の取り組みを紹介します !

秋といえばハロウィン ! ハロウィンといえばやっぱり仮装 !! 
学内でもこんなハロウィンパーティーが開催されています !

音 楽にひたりたい!
♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

秋らしい
ボランティアが
したい!

ハロウィンも近 いし…

仮 装したい!

今年も開催されるかも…? 

詳しくは国際課へ !

人里離れた森の中でゆっくり
流れる時間を

謳歌してみてはいかが?

紅 葉に癒されたい!

情報図書館裏の
イチョウの木
普段図書館の中から眺めることが
多いイチョウの木ですが、外からみ
ると図書館に映った紅葉の中にプ
ラネットが浮かび上がって幻想的! 
成蹊自慢の図書館と紅葉のコラボ
レーションが楽しめます。

実は学内には隠れた紅葉スポットがたくさん。そこで成蹊大学を知り
尽くした広報委員メンバーがとっておきの紅葉スポットを紹介します !

Music

Autumn leaves spot

Let's Volunteer!

Feel nature

暑さも和らいできて心地よく過ごせる秋。自然とのふれ合いを楽しみませんか ?
2 つの団体にイチオシスポットを紹介してもらいました。

自然とたわむれたい !

Dress up in disguise

帰り道少しだけ
遠回りして
成蹊の秋を
楽しんでみては ?

夏から秋にかけては海の家もあり、
インスタ映え間違いなし!

この 秋
何 する？

特 集

Everything  in Autumn

詳しくは
ポータルサイトで!
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この秋、ファッションセンスを磨きたい !
新しい季節が本格的に到来! オシャレが楽しくなる季節だからこそ、何を着ればよいのか迷っていませんか? 
今回は、6人のファッショニスタが秋のスタメンを着て登場してくれました。ぜひ6人のコーデを参考に、秋を楽しんでください♡

q. ファッションの参考にしている人は?
a. 街中にいるイケてるおじいちゃん･おばあ　
　　ちゃんたちです。吉祥寺を歩いているとたく　　
　　さん出会えます。
q. オシャレに見せるコツは?
a. ドヤ顔をすることです。自分のファッション 
  に自信をもつことが一番だと思います。

スニーカー／adidas,nir
Tシャツ／不明
リュック／スウェーデン軍メディカルバッグ
シャツ／Dickies

※小物・洋服はすべて本人の私物です。

q. 今年の秋冬にしたいファッションは?
a. 全身黒でとても素敵な着こなしの方が
　 いたので、私もオールブラックにトライして
　　みたいです。
q. オシャレに見せるコツは?
a. 背の高さを活かした、スラッ見える
     着こなしを心掛けることです。

バック／MICHAEL KORS
イヤリング／ANEMONE
カーディガン／archives
シャツ／Pur colore

q.よく買うブランド･古着屋は?
a. niko and... か古着屋さん、あと韓国の通販 
  サイトでも買います。古着屋は吉祥寺のフラ
  ミンゴ、高円寺のRe’all、BIGTIME、下北マー 
  ケットがかわいいです。

チェックのローブ／ Ralph Lauren 
メガネ／下北沢の古着屋
Ｔシャツ／She said thatとniko and...のコラボ
ワッフルパンツ／下北沢の古着屋
ベルト／お父さんのベルトを切って短くしたもの

q. オススメの古着屋は?
a. BOOK OFFです。ブランドごとに配置がまと 
  まっていて好きなブランドのものが探しやすい！　
　 ブランド品でないものはカテゴリーごとに
    分かれていて、掘り出し物を見つけるのが
    楽しくなります。

シャツ／Ralph Lauren
パンツ／COMME des GARCONS
革靴／TAKEO KIKUCHI
リュック／TAKEO KIKUCHI

q. ファッションの参考にしている人は?
a. Rihanna、Ariana Grande、Hailey Bieber、 
  Amanda Steele、emma、BLACKPINKです。 
   雑誌ViViもよく読んでいます。
q.  デートで何着る?
a. 自分らしさを忘れずに、相手の好きな系統 
  に合わせます......!

デニムジャケット／GALLERIE
チェックラップスカート／jóuetie
厚底ブーツ／Dr.Martens
パーカー／Girls Don’t Cry

q.プチプラで着回し抜群のアイテムは?
a. 白いTシャツです。スリーサイズを1枚ずつ買うのが　　
　 オススメ。ジャストサイズ・1つ上のサイズは、
     スラックスと合わせることでⅠシルエットに。
  ワイドパンツ と合わせればAシルエットができます。
     2つ上のサイズはスキニーと合わせることで
    V シルエットになりますし、ワイドパンツと合わせると 
    ゆるいコーデが作れますよ!

ステンカラーコート／BURBERRY
ニットベスト／宮城県の古着屋
パンツ／Ralph Lauren

かずき　経済学部　4 年 みゆき　法学部　2 年 ひなた　経済学部　2 年 はやた　法学部　3 年 かずね　文学部　4 年 はやと　理工学部　2 年
Kazuki Miyuki Hinata Hayata Kazune Hayato

Point
緑や黄色を
目立たせるため、
上下を黒で統一。

Point
派手なシャツは
目立ち過ぎないよう、
色のバランスを工夫 !

Point
メンズライクな赤チェックの
ローブをベルトで " きゅっ "と!

Point
インパクト大の柄シャツを
スッキリした革靴と合わせて
バランスを意識 !

CONVERSE ALL STAR の
スニーカー HUNTER のリュック

esqape のサングラス

Point
オーバーサイズのジャケットには、
脚見せで全体スッキリ!

Point
上半身がキレイめなので、
ワイドのチノパンを
使いゆるゆるコーデに !

Point
ジャケットからソールまで 
ベージュで統一！
秋らしいカラーがポイント

Point
バーバリーの
コートは
メルカリで GET!

Point
お気に入りポイントは、
脇から下が
ストレッチ素材に
なっているところ !

担当／吉田･福本･峯元･阿部（七）･小林･大勝･松本

Fashion Coordinate ZELKOVA　 staff Recommend item

so cute!

この 秋
何 する？

特 集

Everything  in Autumn



　

8   ZELKOVA 2019. Autumn    ZELKOVA 2019. Autumn     9

　成蹊大学から徒歩10分。秘密の隠れ家に足を踏み込んだようなワクワク感
を感じる、路地裏に佇むお店「四歩」。
　今回注文したのは、日替わりメニュー「豚のカツレツ トマトソース」（税込
1,080円）。古道具に似合う、お母さんが作るような料理を提供することを心が
けているとのこと。メイン料理と、ご飯、味噌汁、小鉢までつくボリュームで、栄
養バランスも整っている。にもかかわらずこのお値段。コスパの良さも人気のヒ
ミツ。この日のメイン料理は豚のカツレツ。シャキシャキの玉ねぎ入りトマトソー
スは酸味があり、カツレツのサクサク衣と相性抜群! お味噌汁やお漬物も、どこ
か懐かしくやさしい味わいでホッコリ。
  「四歩」は雑貨販売もしている。普段使いができるものを中心に数百円からと
手頃な値段で販売されており、お買い物も楽しめる。
　店内はとても居心地が良くゆったり
と過ごすことができ、カウンター席もあ
るため1人でも気軽に入れる。一度訪
れれば、実家のような居心地の良さに
また行きたくなること間違いなし! 皆さ
んもこの秋「四歩」で、食欲の秋と芸術
の秋を同時に楽しんでみては？

お米は白米、玄米、十五穀米の三種類から選ぶことができる。

展示ポスター
©Studio Ghibli ©Museo d’Arte Ghibli

かわいい雑貨もあり、心弾む店内!

　人は人生でさまざまな試練や問題に直面します。
就学以前の保育所不足、学校時代のいじめ・不登
校、就活や婚活、ブラック企業、怪我・病気、認知
症、そして終活。これらに遭遇した時、遭遇した者
同士が協力して問題解決に取り組む、それが市民
運動・市民活動であり、NPOはまさにその活動を継
続・拡大していくための組織として誕生しました。
　その誕生の契機は、日本では1960年代からの

「自立」「市民」「参加」の動きであり、1990年代に
なってそれらが一つの組織形態としてNPO法の形
で結実しました。そこには日本中の市民活動団体

が協力し経団連も参加した大きな「ムーブメント」が
ありました。本書ではそれを｢ネットワーキングの導
入」「NPOの発見」「NPO法の制定」への道程として
描き、その源流として1980年代のアメリカの「草の
根市民運動」、1990年前後の日本の「反原発運動
ニューウェーブ」についても言及しています。
　皆さんが将来、自分のやりたいことを実現するた
めに社会的企業を立ち上げたいというときに、NPO

にするか株式会社にするか迷うかもしれませんが、
NPOは本来市民運動・市民活動のための組織であ
ることを忘れないでください。

　舞台は歴史ある京都の神社。祭りのエキストラ
のアルバイトをしていた高村と安倍はサークルの
新歓のビラをもらう。そう、このサークルこそがホル
モーなのだ。ホルモーとはオニを交えて戦う団体
競技のこと。鬼語を覚えてオニに指示を出せるよ
うになるのが第一の課題。姿が見えないオニとそ
んなことができるのか、と気が進まなかった安倍だ
が、新歓コンパにて早良京子に一目惚れをしてし
まうのだった。しかもよりによって彼女自身にでは
なく彼女の鼻に対してだ……。
　この物語は今まで読んできた小説と異なり、オ
ニと共に戦うという現実ではありえないことが起き
ます。おそらく、オニ？鬼語？と頭の中にクエスチョ

ンマークを浮かべた人が多いのではないでしょう
か。不思議な世界観の中で必死でオニと試合を
する学生にいつの間にか自分を投影して、私だっ
たらどんな風に戦うだろうと考えていました。きっ
とそう簡単には上手くいかないだろうと思います。
負けたり勝ったりのハラハラ感、さらには複雑な恋
愛事情も絡んでいて気付いたらどんどん引き込ま
れていました。私が一番印象に残ったのは、オニが
試合で戦っている時に「キュルキュル」という鳴き
声を出すところです。おそらく、皆さんが想像するオ
ニとは違うのではないかと思います。読みながら自
分なりのオニを想像することでさらにカオス感が
増すと思うのでぜひ手に取ってみて下さい。

BOOK
Looking around 

KICHIJOJI
NPOは社会をよくしたいという市民活動のための組織なのです。

オニと人間の共同試合?!

『市民運動としてのNPO 
  –1990年代のNPO法成立に向けた市民の動き』

『鴨川ホルモー』

高田 昭彦　風間書房 　本体¥2,300＋税

万城目 学　角川書店 　本体¥560＋税

【店名】四歩(しっぽ)
【住所】東京都武蔵野市吉祥寺北町1-18-25
【電話番号】0422-26-7414　
【営業時間】11：30〜21：00（L.O.20：15）
【定休日】木曜日 ※詳しくはHPの営業カレンダーにてご確認ください。

【HP】https://www.sippo-4.com/

sippo_cafe　 sippo_4

SHOP INFO

成蹊生オススメの
スポット紹介

学生時代に読んでおきたい
とっておきの1冊

学生のオススメ！

芸術のトビラ
開ケテミマセンカ？

これがジブリの彩色美! ～命を吹き込む色使い～

第2の実家～あの角を曲がれば、いつものごはん～

成蹊大学名誉教授

高田 昭彦  Akihiko TAKATA

主著に『政策としてのコミュニティ-
武蔵野市にみる市民と行政の
パートナーシップ』（風間書房、2016年）。
文学部科目「環境社会学」「ボランティア・NPOの
社会学」、桃李成蹊科目「武蔵野地域研究」を担当。

学生広報委員会広報誌チーム兼 
学生ボランティア本部Uni.所属。墓田ゼミ所属。
最近の楽しみは友達とご飯にいくこと。
趣味は映画観賞で最近はHuluでよく見ている。
好きな作家は伊坂幸太郎さん。

文学部 2 年 
内山 優花 Yuka UCHIYAMA

　井の頭公園の奥にひっそりと佇む三鷹の森ジブリ美術館。企画展示室の入
り口ではお馴染みのトトロが出迎えてくれる。
　今回の展示はセル画というデジタル編集以前の手法を色彩の面からひもと
いている。限られた色数の中、どのようにリアリティをもたせたのか話を伺った。
　同じ服を着ていても時間帯や天気に合わせて微妙に色を変化させ、背景と
合わせた際に自然に感じられるようにしているそう。また、キャラの心境変化も色
で表現。怒っているときは影を強く入れるなど色の変化で彼らの感情がわかる
ようになっている。色の塗り方には監督の特徴も見て取れる。例えばリアリティ
を追求する高畑監督は水を透明に近づけるため
に後ろの景色を透かす。一方、宮崎監督は誇張し
て面白くすることを追求するため水色で表現して
いる。
　知れば知るほど魅力あふれるジブリの世界。あ
なたもこの世界観にひたってみては？

企画展示「映画を塗る仕事」展

四歩（しっぽ）

ART
【企画展会期】11月3日（日・祝）まで （予定）
【住所】東京都三鷹市下連雀1-1-83
【電話番号】0570-055-777
【開館時間】10:00~18:00（1日4回入場指定時間から30分後までの入場）
【休館日】毎週火曜日 （年数回例外あり）
【入館料】大人・大学生1,000円（日付指定の予約制 毎月10日から翌1ヶ月分を販売）
【HP】www.ghibli-museum.jp/

担当／ 矢向・飯塚

担当／伊東・熊谷・上原　撮影／Manuel・Mert

担当／緑川・内山

EVENT INFO

高畑監督（右中央）と宮崎監
督（他全て）の水を比較!

インスタで話題の
レアチーズケーキ。

ジブリ美術館の
予約は1ヶ月前から。

早めの予約が
オススメ!

Creamy & delicious!

先生のオススメ！
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Vol.24

 大きな一歩を踏み出した

「日本語教育」
あ い う

Teacher's comment

担当／濱田・緑川・内山

小田切由香子先生
本学客員教授。成蹊大学日
本語教員養成課程を長年
担当。海外国内問わず、33年
間日本語教育に従事。ボラン
ティアや日本語教員の養成に
も尽力。

Q
A

担当／川﨑・中野

I'm interested in this now. vol.12

学生フリーコラム

取材後記
法改正に伴い、日本語教育の現状が大きく変化します。その時代
の転換期にいる私たち。ワクワクすると同時に、日本人として誇りを
もてる人間になりたいという想いも生まれました。新たな一歩を踏
み出した日本語教育。希望に満ちた一歩になることを願います。

経験者が語る、王道資格3選!
Let’s build your career together!

テーマ:

“就活に向けてちょっと気になる資格” “取っておいて損はない王道資格”を、
合格した先輩方のアドバイスとともにご紹介します。
これを読んで皆さんも資格対策を始めてみては?

担当／稲福･明石･泉對

　「皆さん、太鼓って和だけだと思っていませんか? 実はヒップホップな太
鼓もあるんです。 “自由で楽しく” をモットーに曲に合わせ、リズミカルに踊
る!! 僕たちのパフォーマンスはただ太鼓を打つだけじゃないんです!!
　高校の部活動で太鼓と出会い、全国大会に出場しました。その後、先
輩の誘いで外部団体に所属。今は皆さんの心に届く和太鼓を目指し、東
京の西多摩地区を拠点に、さまざま
なお祭り会場で演奏をしています。
　僕たちのパフォーマンスは誌面だ
けでは伝わらない迫力があるの
で、ぜひ見て知ってほしい!!」

TOE IC

MOS

秘書検定

TOEICとは
英語コミュニケーション能力を測るために行わ
れている世界共通のテストです。5種類の試験
がありますが、多くの大学生が受けているのは
TOEIC Listening&Reading Test。最近では
Speaking&Writing Testも注目されており、受
験者が増えています! 

点数の目安
600点… 就職活動において 

選考の際足切り 
基準となることがある

700点…転職、昇進に活かせる
850点…海外赴任に活かせる

Q. 勉強法は?
普段はiKnow!というアプリを使って暇な時間に単語や例文をよく見ていまし
た。アプリでの勉強が一番身についたかなと思います。TOEICを受ける直前
は強化したい部分を集中的にやったり、公式問題集を解いたりしていました。

Q. 苦労したことは?
問題形式に慣れることや、試験時間を意識して時間内に解き終えられるように
なるのが大変でした。特に制限時間には最後まで苦労しました。

  一言アドバイス
まずは問題に慣れて、スピードや時間意識をもっておくことが大切だと思いま
す。また、過去問を解いて問題形式を習得すると、自分流の解き方を見つける
ことができるので、勉強は早いうちからコツコツとやっておくべきです。

Q. 勉強法は?
MOS2013のWordとExcelに合格しました! 1年生の夏からPCスクールに通
い始めて、Wordは3ヶ月、Excelは半年ほど対策し試験へ。参考書と付属の
CD-ROMを使って反復練習しました。

Q. 苦労したことは?
Excel関数は、覚えなければいけないことがたくさんあり大変でした。PCス
クールなどに通って、質問できる人がいた方がいいかもしれません。また
MOSは受験料が少し高め……! しっかり勉強して試験に臨みましょう。

 一言アドバイス
大学生はスマホメインでPCに触れる機会が少なくなっていますよね。で
も、社会に出るとPCでの作業が大半です。社会に出ると同時に、即役立つ
スキルなので、他の人と差をつけられるかもしれません。

Q. 勉強法は?
基本は大学の秘書検定対策講座に専念していました。ひとりでやるにはガック
リくる分厚いテキストも、要点を絞って教えてくれたので、楽しく効率良く取り組
めました! すきま時間には用語暗記、試験直前は過去問をたくさん解きました。

Q. 資格を取ってよかったことは?
英語以外の資格を初めて取得し、「私でもできるんだ! 」「他にもチャレンジして
みようかな? 」と思えるようになりました。話し方について学び、間違いを直すきっ
かけにもなりました。このことは、就活の面接でも活きていると感じます。

 一言アドバイス
秘書検定受験を考えている方はもちろん、あまり興味がない方も、
ぜひ講座ガイダンスに参加してみてください!
広く役立つこの資格、きっと挑戦してみようと思うはず!

MOS 正式名称: 
Microsoft Official Specialistとは
WordやExcelなどマイクロソフトオフィス製品の活
用スキルを証明するための資格です。試験は、各
バージョン(現在はMOS2016、2013、2010)･ 
アプリ(Word、Excel、Power Point、 
Access、 Outlook) 
ごとに用意されており、 
いずれか1つからでも 
受験可能です。

就活へのメリット
MOSは国際資格。
資格対策で得た知識は
国内外の幅広い職種で
活かせます!

秘書検定とは
社会人としてのマナーや常識が身についている
かを試す検定です。性別、職種関係なく、社会で
役立つ基本スキルが修得できます!

就活へのメリット
2級以上の取得を履歴書に記せば、印象アップ
が期待できます。準１級からは面接試験があり、
就職面接の対策にもなりますよ!

自主学習で使った
テキストと合格証

「FREE★DOM」は、
学生が自由に発信できるコーナーです。

今回は「蝶華～joker～」という和太鼓団体に所属する
経済学部3年春山くんが和太鼓の魅力を紹介してくれました!

和だけじゃない!? 
ヒップホップな太鼓って?? 

欅祭に
 出たい!!

これはチャッパ ! 

表現力が大事な

打楽器だよ !!

高校時代の演奏の様子は
動画をcheck!!

経済学部 3年
春山 拓海 Takumi HARUYAMA

  PROFILE  和太鼓の活動は「メンバー一人ひとりの個性を大切
にし、魅力的な世界観を創り出す演奏スタイル」で、笑顔いっ
ぱい楽しく演奏しています。成蹊大学では少林寺拳法部に所
属し主将を務めています。

jdrumsjoker

TOEIC
対策アプリ 
iKnow!

文学部4年
伊東あゆみさん

TOEIC800点
以上取得

法学部3年
福田ゆりさん

MOS2013
Word･Excel 

合格

文学部4年
酒井志保美さん

秘書検定2級
合格

受験生満足度100％!

秘書検定講座は来春開講予定!

決定次第、SEIKEI PORTALにて

ご案内します。

TOEIC800点以上取得! 慣れが大切!

社会に出て、

即役立つ!

講座を利用、楽しく効率良く!

日本語教育の現状は？

今の日本には日本語の支援を必要としている外国人生活
者がたくさんいます。言葉や文化の壁を乗り越えられず学校

に行けなくなる外国にルーツをもつ子どもたち、地域から孤立する大
人たち。しかし、残念ながら日本語教師の数は不足しています。その
ため十分な訓練を受けていない人が簡単にプロとして日本語学校
などで教えています。日本語教師の仕事は言葉を教えることだけでは
ありません。なぜなら、社会や文化と言葉は切り離せないものだから
です。6月21日に「日本語教育推進法」が成立しました。国と自治体
が責任をもつようになり、教師の待遇も変わることが予想されます。い
よいよ日本語教育が本格的に動き出すことになったのです。日本語
教師の雇用も整備されて、これまでのように不安定な職業ではなくな
るでしょう。認知度も高まり、大きな一歩を踏み出す「日本語教育元
年」となるのではないでしょうか。
※�日本語教育推進法…外国人の児童生徒や留学生、就労者らが日本語教育を受ける機会を�
最大限確保できるよう、国や自治体の責務を明確にした法律。

成蹊生にできることは？

気軽にチャレンジできるものとしては身近な外国人と共に東
京2020オリンピック・パラリンピック開催の環境を整えること

ではないでしょうか。アルバイトで一緒に働いている外国人、同じクラ
スで学ぶ留学生などと良い関係を築くことで外国人が滞在しやす
い環境をつくりましょう。良い関係を築いていく中で日本語を教えてほ
しいと言われたら、ぜひ、成蹊大学「日本語教員養成コース」に参加
してください。また、身近に外国人がいないという人もぜひコースに参
加して外国人を日本語で支援してください。きっと、学生の皆さんの
将来にも大きな変化が訪れる出来事になることでしょう。

刻 と々変わりゆく日本語教育の現状を踏まえ、2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックに向け、私たちが“今できること”を取材してきました。

Q
A
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　ちょっと想像してみてください。現在あなたが所属する部活は
弱小で、部員の士気も低い状態にあります。そのような中、あな
たは部長になりました。部長として、部全体の力を高めつつ、部
員の満足度を上げるにはどうしたら良いでしょう。 

　ここで出番となるのが、組織心理学という組織における人間
の心理と行動について学ぶ学問です。皆さんにとって身近なリー
ダーシップやモチベーションに加えて、“組織をより良くするにはど
うしたらよいのか？”についても考えます。
　義村ゼミでは、これらについて学びつつ、研究を通して「所属
する組織をより良くする方案を提言する力」を養います。
　義村ゼミは多様性を重視したゼミのため、バックグラウンド
の異なる人が多く所属しています。それでもどの代も穏やかな
雰囲気が漂っているのは、義村先生のお人柄ゆえかもしれませ
ん。私たちはそんな義村先生のご指導の下、チームに分かれて
研究に取り組んでいます。
　3年生では自由なテーマによって研究の仕方を学び、4年生で
は組織心理学や人的資源管理論にフォーカスしたテーマを掲
げ、アンケート調査やインタビュー調査を行います。より良い組
織を作る方策を提言できたチームには、直接その組織の方々に
プレゼンテーションする機会が与えられることも!

　正門を出て右にあるお弁当屋さんから日本サッカー協会まで、
研究対象は幅広いです。もしかしたら、皆さんの周りのどこかで
も、こっそり私たちの研究が役立っているかもしれません。そのと
きはどうか思い出してください。信頼と実績の義村ゼミです。

経済学部　義村ゼミ

働く人の行動と心理の研究

身近な組織イノベーションを考える　

ゼミのテーマ

Seminar&Laboratory
学生による先生&ゼミ・研究室紹介

Economics

いつも穏やかでゆったりとした口調
に、やさしい笑顔。趣味はヨガ、テ
ニス、フィギュアスケート鑑賞……
と、なんだか優雅(見た目通りです
が)。少々天然ですが、専門に限ら
ず知識の豊富さには尊敬の眼差し
を送らずにはいられません。いつも
鋭いツッコミや的確なアドバイスを
ありがとうございます。何を隠そう、
このお方こそ我らが教授、義村敦
子先生です。美魔女(重要)。

義村 敦子 先生

文／兼高 愛（4年）
絵／倉橋 采里（3年）

Humanities

　中野ゼミでは、比較的早い段階から、卒業論文の執筆に向
けての準備を始めます。3年生のときにアメリカの文化・歴史な
どが集約されたテキストを使って、さまざまな角度から自分の
興味のある分野を探り、卒業論文につながる自分の研究テー
マを絞ります。研究テーマは、アメリカだけにとどまらず、自分の
興味・関心のある分野を幅広く探ることができます。同時に、論
理的な文章を書くための基本的な知識やルールもしっかりと
学べるので、卒業論文の執筆へ向けて、3年生の段階で基礎
固めがしっかりとできるのが中野ゼミの特徴です。
　また、ディスカッションやグループワークなど、自分の意見を
発表し、異なる考え方や価値観に出会える機会も多くありま
す。自分の研究とは違うテーマ設定をして、個性豊かな仲間と
ともに、とても近い距離で意見交換ができることで自分自身と
向き合い、多様な考えを理解するきっかけにつながります。
　9月には、3年生・4年生合同の箱根寮で行うゼミ合宿があ
り、それぞれのグループに分かれ、先輩の卒業論文を聞いて
ディスカッションします。先輩も良い人ばかりで、卒業論文だけ
でなく、就職活動の相談にも乗ってくれます。横だけでなく、縦
のつながりの深さも感じることができます。
　私の学年のメンバーはそれぞれが自分自身のもち味を活か
し、学業と遊びの切り替えが上手なメンバーが揃っていると感
じます。普段のゼミの雰囲気も積極的にそれぞれの意見を交
換して、お互いに切磋琢磨できるような環境が整っています。

文学部　中野ゼミ

アメリカ社会史

幅広い分野に視野を広げる 

ゼミのテーマ

中野 由美子 先生
中野先生はとてもやさしく、一人ひとりの
学生と、しっかりと向き合ってくれる素晴ら
しい先生です。私は、1年生の時に中野先
生の授業を履修していましたが、多くの
受講生がいる中、顔と名前を憶えてくれて
いました。毎年、学科内で人気ゼミＢＥＳＴ
３に選ばれる理由も納得です。なので、中
野ゼミに入りたいと考えている人は、諦め
ずチャレンジすること、強い意志をもつこ
とが大切だと思います。

　ようこそ、ナノ物性研究室の紹介記事へ。
　ここは、門内先生と9名の学生からなる自由闊

かっ

達
たつ

な研究室で
す。門内先生は、2014年度から本学に着任し、研究室は今年で
設立5年目を迎えました。和気あいあいとしつつも、ナノサイエンス
の豊かな世界について自分の考えをもち、それを人に伝える力が
求められます。扱うテーマが非常に多岐に渡っているため、これら
に共通する基本事項について輪講

※

やディスカッションなどを通じ
て理解を深めていきます。輪講では、統計力学の専門書を学生が
読み進め、もち回りで発表しました。自主性を重んじる研究室で
すが、わからないところは先生に聞けるアットホームな雰囲気でも
あるのでじっくり理解を深めることができます。
　私たちの多くは、「熱力学」や「ナノテクノロジー」、「量子力学」
を履修しています。そこで学んだとおり、1ナノメートルは、身の回り
の物よりはるかに小さいため、マクロな世界の常識はそのままで
は通用しません。研究テーマとしては、比較的多数の要素からな
る凝縮系の振る舞いの解析、および未完成である非平衡統計力
学の構築を対象としています。これらを考えつつ同時に、分子機
械やナノ熱機関など、ナノサイエンスの先端的な話題にも取り組
んでいます。
　多彩なテーマをしっかり扱うことは大変ですが、とてもやりがい
があります。この研究室で考え方の教養を身につけることが私た
ちにとって大切なことだと考えています。

理工学部　ナノ物性研究室

非平衡統計力学で切り拓く
ナノサイエンスの新展開

ミクロとマクロをつなぐ論理

ゼミのテーマ

Science and Technology

門内 隆明 先生
門内先生は学科で最もお若い先生である
ため、とても親しみやすいです。その一方、
各地で武者修行をされた経験から、話を
聞けば聞くほど別の側面が見えてくる先生
です。研究室では、わからない問題がある
と先生の方から声を掛けてくれて、わかる
ようになるまで寄り添って教えてくれます。
こんな熱意とやさしさをもった先生は他に
はいません。話してみたい人はぜひ、ナノ
物性研究室に足を運んでみてください。　

　原ゼミでは、長時間労働の問題や、育児休暇取得の問題な
ど、学生から集めた議論案の中から議論のテーマをピックアップ
します。そして、その現行の制度や方策の是非を問う対戦形式
や、新しい制度を提案する立場で意見を出し合うコンペ形式で、
議論を行っています。
　ゼミの特徴として一番大きいものは、ジョイントゼミの参加で
す。これは11月上旬に、東北の岩手大学、弘前大学、山形大学と
合同で、労働法の研究発表会を行うというものです。普段のゼミ
では、ゼミ内で立場を分けて議論することがメインですが、ジョイ
ントゼミでは、ゼミ内でレジュメ担当、パワポ担当、発表担当と役
割を分け、ゼミ全体で一つのテーマに対して研究を行います。昨
年は長時間労働の是正をテーマに、社会的視点、労働者視点、
経営者視点での問題点を挙げ、従業員が経営者に意見を伝えや
すくする新しい制度として、従業員代表制を導入するという内容
のものを発表し、最優秀賞を受賞しています。
　原ゼミでは、一つの労働問題を労働法という法的な視点で考
えるだけでなく、社会的な視点、行政的な視点などさまざまな視
点で考えます。よって、ただ一つの視点にとらわれず、多角的な視
点で物事を見る力が身につきます。固定観念に縛られず、柔軟な
考え方を学べる点が、このゼミの大きな魅力だと思います。

法学部　原ゼミ

労働法

労働に関する問題を
さまざまな視点からアプローチする

文／小堀 佑馬（4年）・岩崎 夢人（4年）
絵／寺田 綾子（3年）

ゼミのテーマ

Law

文・絵／濱田 佳美（4年）

原 昌登 先生
“やさしく学生を見守るパパのような存
在” 原先生をひと言で表すと、この表現
が思い浮かびます。議論の最中も積極的
に介入するのではなく、学生が自主的に
意見を出すことを何よりも優先してくれま
す。ただ法律を勉強するだけでなく、自分
で考え主張する力が付くと実感していま
す。のびのびと、しかしながら過不足なく。
この絶妙なバランス感が、圧倒的な包容
力と安心感を生んでいるのでしょうか。

担当／緒方 堀部 斉藤

文／岡部 裕太（4年）・加藤 祐輔（4年）
絵／桂田 草一郎（4年）

※数人で分担し、講義し合うこと
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何かに打ち込んでいる時、何かを成し遂げようと一生懸命になっている時、
人はキラキラと輝いて、周囲の人を魅了します。このコーナーではそんな

「キラキラ」と輝いている成蹊の「Brilliant Student」を紹介します。

アメリカの会場で。結果発表前に記念撮影

練習中も楽しい雰囲気!!

2018年AbemaTV「格闘代理戦争」1stシーズン1回戦。

さん

Seminar&Laboratory

①ロジカルシンキングなどいくつかの思考
法について学ぶ
②ラテラルシンキングとアナロジカルシンキ
ングを使って、「メロンパンで日本を救うに
は」をテーマに社会をより豊かにする新たな
価値を創造するワークショップを開催。

①バズるの仕組みや法則
について学ぶ
②バズるのプロフェッショ
ナルから直接話を聞き、
吉祥寺にある個人商店の
人と実際の商品をバズら
せるためにどうすればい
いか考える、実践的なワー
クショップを開催。

6/15･16に、父の日ギフトを企画＆販売しました！

お父さんへのプレゼント選びを通して、若者に日本
酒に親しみ、関心をもってもらおうと、“日本酒とス
ウィーツの父の日ギフト”を企画。「コピス吉祥寺
GREENING marché」にて販売しました!

へーなんか意外な組み合わせ! 日本酒っていうと大
人なイメージだけど、スウィーツとセットだから親近感
が湧いてきたよ! 

販売したものは、吉祥寺の人気パティスリー「アテス
ウェイ」と吉祥寺の老舗酒屋「大坂屋酒店」とコラボ
した、日本酒とスウィーツのセット3種。
例えばスッキリとした飲み口のお酒には、相性のいい
フルーツ多めのスウィーツをセットに。組み合わせは
酒屋さんにお酒との相性を聞いたり、実際に食べ合わ
せたりして決めたので、自信をもってオススメできます!

ぽんしゅっこは若者の日本酒の消費量が減っていることに対して、“若者に日本酒に親しんでもらう
プラン”を考えるチームなんです!

取材当日は雨だったけど、朝からたくさんの人が足を止めていた
よ。明るい笑顔と商品に対する情熱が伝わるからこそだね!! 

日本酒の魅力を伝えるためにこれからもっともっ
と活動していきますので、インスタでの告知をぜひ
チェックしてみてください!!

①情報分析について学ぶ
②情報分析の必要性や
楽しさ、面白さを伝えたい
とワークショップを開催。
情報分析について全く知
識のない人でも、実際に
データを見ながら分析で
きるものにしている。

①経営戦略を学ぶ
②経営戦略は経営学
の学問だが 、日常生
活でも十分実践でき
ると考え、高校生の自
己PR作成を経営戦略
の観点から行うワーク
ショップを開催。

①対人関係について学ぶ
②対人関係において自信の有無が何よ
り大切ということで、自信をつけてもらう
ワークショップ、「褒めニケーションワーク
ショップ」を開催。

思考法
チーム

ぽんしゅっこって一体ナニモノ?

BUZZ
チーム

情報分析
チーム

経営戦略
チーム

ホメプロ
チーム

学び方を学ぶゼミ!? 

経済学部 浜松ゼミを

突撃レポートしてきたよ!

【教員】浜松翔平 准教授
浜松ラボ hamamatsuzemi
ぽんしゅっこ ponshukko3越の鷹セット 3,000円

INFO

担当／矢向・飯塚

浜松ゼミでは5つのプロジェクトチームに
分かれて企画・リサーチ・ワークショップを
立案し展開しているんだって。どのチームも
活動的でやりがいがありそう! 
① グループの概要
② 最近のワークショップを聞いてきたよ。

その他、有志で開催しているプロジェクトもありました!

Special

：

：

：

：

：

：

：

Good
 Tasting

!!
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チアダンスの世界へ

　チアダンスと出会ったのは、高校1年生のとき。部活を決める際、
入部説明会で先輩たちの華やかなダンスを見て、「すごい!」と惹
かれたのがきっかけです。幼い頃からずっとバレエを習っていたの
ですが、ひとりで舞台に立つバレエではコンクールに出場する勇
気が出ませんでした。チアダンスは団体競技であり、仲間となら大
会に出られるのではという期待と、幼い頃から続けていたバレエの
経験を活かせるのではないかという思いから、入部を決めました。
　高校卒業後は2つのチアダンスチームに所属しています。どちら
も高校時代のコーチによるOGチームです。練習は週4日で夜がメ
イン。空き時間を使ってアルバイトもしていて、忙しい毎日ですが、
大会はほとんどが土日開催のため、上手く学業との両立ができて
います。

仲間と戦う

　世界チアリーディング選手権は国際大学スポーツ連盟(FISU)
が主催している大会で、昨年はポーランドで開催されました。私た
ちはこの大会でTeam Cheer Jazz部門で世界優勝を果たしま
した。
　団体競技は、「このメンバーで優勝したい」という目標に向け
て、みんなで一丸となって最高のパフォーマンスを目指す競技。こ
こに一番の魅力や、やりがいを感じます。メンバーは個性豊かで、
大学生だけでなく社会人もいるため、年齢もまちまちですが、その
分さまざまな視点からお互いをサポートしあうことができ、チームの
雰囲気も居心地も抜群です。学校の課題などで疲れているときは
練習に行くのが億劫に感じることもありますが、チームメイトが明る
く迎え入れてくれるため、すぐに元気になれます。大会でも同様で、
自身が失敗したと思っても、仲間がいるおかげで前向きになること
ができています。このメンバーで活動できることが何より楽しいです。

目標に向かって

　今後もチアダンスを続け、チームがこれまでさまざまな大会で達成
してきた7連覇の記録を、次は8連覇さらには10連覇と伸ばしてい
きたいです。チアダンスを通して、目標を掲げてそれを声に出すこと
の大切さを実感しました。高校でチアダンスと出会ってから、それま
でもたなかった夢や目標をもつようになり、それを声に出すことで、
応援してくれる人、一緒に目標に向かってくれる人が周りに増えま
した。その存在が目標への道をさらに近いものにしてくれています。
　現在は教職課程も履修していて、来年からは教育実習と就職
活動が始まります。チアダンスを続けるために、今やるべきことに取
り組むことが大切だと思っています。
　これからも常に目標を掲げ、夢の実現に向けて頑張っていきた
いです。

「
仲
間
と
共
に
！ 

目
標
は
世
界
連
覇
！
」

澤
さ わ

野
の

茉
ま

生
お

Profile
経済学部3年。高校時代よりチアダンスを始め、現在学外団体の
CHEEKYSとDREAM WONDERLANDの2チームに所属。昨年の
第1回世界チアリーディング選手権大会Team Cheer Jazz部門
で世界優勝を果たし、成蹊大学賞スポーツ部門で受賞。

担当／綾部･福田･諸井　撮影／写真部 福田 慶太
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学内イベント

Campus Information
October- December

Campus events

詳細お問い合わせ先このコーナーでは、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/m

10-12

�～� 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
�～� 学生支援事務室（学生部） 本館1階 
TEL.0422-37-3539/gakuse@jim.seikei.ac.jp

�～� 情報図書館  TEL.0422-37-3544/ 
https://www.seikei.ac.jp/university/library/
�～� 学生サポートセンター（学生相談室）  
１号館2階 
TEL.0422-37-3807
�～� 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/

� 総務課 本館2階  
TEL.0422-37-3503
�～� サステナビリティ教育研究センター 本館1階 
TEL.0422-37-3480/ercs@jc.seikei.ac.jp
� 学長室総合企画課 本館2階 
TEL.0422-37-3531/kikaku@jim.seikei.ac.jp
�～� 入試センター 本館1階 
TEL.0422-37-3533

 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。

� 【1年次・2年次生対象】 
  成蹊国際コース登録者募集
説明会：10月29日（火）12：20〜13：00
場所：4号館ホール
登録受付：10月29日（火）〜12月13日（金）

�卒業・修了延期願受付期間  
 （卒業・修了年次生）
期間：12月2日（月） 〜 1月31日（金）

�  【1年次生】英語力テスト 
（スーパー英語「TOEIC mini テスト Vol.15」）

1年次生の皆さんを対象に、自らの英語学修の成果を
確認することを目的にe-Learningスーパー英語の

「TOEIC mini テスト Vol.15」を下記の期間に実施いた
します。本テストの「結果」は評価に反映され、2年次

「College English」のクラス分けにも利用しますので、
必ず受験してください。
受験期間：12月1日（日）〜15日（日）9：00まで
受験対象：「 College English（L&S）Ⅱ」の履修者
受験方法： ポータルサイトからスーパー英語にログイン 

→TestBank→クラスを選択して受験

�  【2年次生】英語力テスト（TOEIC-IPテスト）
2年次生の皆さんを対象に、2年間の英語学修の成果
を自ら確認することを目的に、入学時に受験した
TOEIC-IPのテストを実施いたします。本テストの「取り
組み」が評価に反映されるので、必ず受験してください。

日程：12月19日（木）
集合時間：9：45
終了予定時刻：13：00頃
教室： 学部学科で教室を指定します。詳しくは 

ポータルサイトで確認してください。
当日の持参物： 学生証、HBの鉛筆、消しゴム、 

時計（通信機能のないもの。 
スマートフォン等での兼用不可）

受験対象： 「College English（Local T）Ⅱ」 
   の履修者

 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 

（2020年3月卒業（修了）予定者） 

� 第2回 進路・就職ガイダンス
日程：10月1日（火）、2日（水）、3日（木）、4日（金）

� 筆記試験対策ガイダンス
日程：10月24日（木）、25日（金）

� 筆記試験対策講座
日程：11月12日（火）

� マナー講座（発展編）
日程：10月23日（水）、29日（火）、11月26日（火）

� マナー講座（実践編）
日程：11月30日（土）　（2月18日（火）予定あり）

� 企業発見セミナー
日程：11月11日（月）、13日（水）、14日（木）

� 公務員・教員グループガイダンス
日程：11月上旬

� 民間 内定者報告会
日程：11月1日（金）

� 公務員 合格者報告会
日程：11月5日（火）

� 就職四季報読み方セミナー
日程：12月3日（火）

◇�〜�対象：全学年

� 業界発見セミナー
日程：11月中旬に実施予定 

� 業界研究セミナー 
日程：12月上旬以降から2月末まで実施予定

※時間・会場・申し込み方法他詳細については、SEIKEI 
Uni CareerもしくはSEIKEI PORTAL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ましょう。

 国際課

� 2020年度長期協定留学派遣生募集
◇募集説明会 
10月23日（水）アジアパシフィック大学（マレーシア） 
 　サンティアゴ・デ・コンポステラ大学（西） 
10月24日（木） リヨン第三大学（仏） 

広東外語外貿大学（中）/復旦大学（中） 
 華東政法大学（中）/上海交通大学（中）

10月25日（金）ヴェネツィア大学（伊） 
10月28日（月） ベルゲン大学（ノルウェー）/ 

 アイスランド大学（アイスランド）
10月30日（水）エディンバラ大学（英）/アメリカン大学（米）
     ウェスタン・ワシントン大学（米）/
     メンフィス大学（米）/ ニューファンドランド・ 
     メモリアル大学（加）/ビクトリア大学（加）

【上記募集説明会　共通事項】
時間：12：20〜13：00 
場所：1号館212室もしくは1号館211室 
出願期間：11月11日（月）〜11月15日（金）

� 2020年度春派遣中期協定留学派遣生募集
◇ダブリンシティ大学（アイルランド）
◇クイーンズランド大学（オーストラリア）
募集説明会：10月2日（水）・10月7日（月）
◇アジアパシフィック大学・香港（マレーシア・中国）
募集説明会：9月30日（月）
場所：1号館212室もしくは1号館211室
出願期間：10月7日（月）〜10月18日（金）

� 2019年度春期短期協定留学派遣生募集
◇募集説明会
10月11日（金）・21日（月）　オークランド大学（NZ）
10月15日（火）　高麗大学（韓）
10月16日（水）　アジアパシフィック大学（マレーシア）
10月17日（木）　ミュンヘン大学（独）
* オークランド大学の説明会は両日とも同じ内容です。 
いずれか1回に参加してください。

【上記募集説明会　共通事項】
時間：12：20〜13：00 
場所：1号館212室もしくは1号館211室 
出願期間：10月28日（月）〜11月1日（金）

� 「国際交流賞」候補者募集
国際教育センターでは、国際交流活動を積極的に行い、
かつ優秀な成果を収めた学生に国際交流賞（賞状およ
び金一封）を授与しています。
応募期間：9月19日（木）〜11月13日（水）
* 対象要件：スポーツ・ボランティア活動・地域活動等の国際交流
活動で優秀な成果を収めたもの、又は本学専任教員の推薦に
より成果が認められるもの。海外渡航は要件とせず、国内で行
われたものを対象とする。

*活動の対象期間：2018年12月〜2019年11月
* 募集要項や応募書類は国際教育センターHPよりダウンロード
してください。

� TOEFL ITP
【第4回】日程：10月12日（土） 
受付期間：9月17日（火）〜10月4日（金） 

【第5回】日程：12月19日（木） 
受付期間：10月15日（火）〜12月12日（木）

 学生支援事務室（学生部）

� 四大学運動競技大会
日程：10月18日（金）〜20日（日） 
会場：成蹊大学
※大会期間中授業は行われません。

� 欅祭期間
日程： 11月22日（金） ………………準備日 

       23日（土）・24日（日）……本祭 
       25日（月） ……………… 片付け

※欅祭期間中授業は行われません。

�  奨学金返還説明会 
（日本学生支援機構・成蹊会）

日程：11月中旬〜12月中旬
※最終学年在籍者は出席必須です。

� 日本学生支援機構奨学金継続手続期間
期間：12月上旬〜1月下旬（継続願配布・提出）
※ �、�の詳細は決まり次第学生支援事務室HP・ポータルサイト・

掲示板等でお知らせします。

 情報図書館

� 書評&本のキャッチコピーコンクール
影響を受けた本、みんなにオススメしたい本について書
評やキャッチコピーを書いてみませんか? テーマや応募
要項などは図書館HPをご確認ください。

� ブックハンティング
昔からのお気に入り、イチオシの参考書、もっとみんなに
読んで欲しいのに…なんで図書館に置いてないの!? と思っ
ている皆さん、図書館に置いてほしい本を、実際に書店
で選びましょう! 選んだ本は実際に図書館の本棚に並び
ます。お友達を誘って、お気軽にご参加ください!

場所：ジュンク堂 吉祥寺店 
定員：20 名 
募集期間： 9月中旬〜 10月4日（金）17：00まで 

（募集人数に達し次第終了）
応募方法等の詳細は図書館HPをご確認ください。

 学生サポートセンター（学生相談室）

� らんちょんミーティング秋
今年も秋にらんちょんミーティングを開催します。学部・
学年をこえて、ランチをしながらおしゃべりしませんか。ラ
ンチはこちらで用意するので手ぶらでOK! おいしい焼き
たてパンをつまみながら楽しく過ごしましょう。新たな知り
合いができるかも?!

日時：10月17日（木）12：15〜13：10 
場所：1号館1階コモンルーム1 
会費：無料 
申込： 準備の都合上、なるべく前日までに学生相談室

に参加希望をお知らせください。

� 第2回こころの豊かさのためのプログラム　
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〜
マスコミと福祉、まったく異なる現場を知る講師をお招
きし、それぞれのやりがいと難しさ、転職の契機、元アナ
ウンサーならではのプレゼンや就職面接のコツ! につい
て語っていただきます。
日時：10月24日（木）14：55〜16：25（4時限）
講師： 内多 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）
場所：8号館203室
定員：50名（定員になり次第締め切ります）
会費：無料
申込：ポータルサイトからお申込み下さい。

� 精神科医による相談
月1回　第3水曜日　10：00〜13：00
精神科医：福田真也先生
必ず学生相談室に問い合わせの上、予約してください。
費用は無料です。

 アジア太平洋研究センター

�  【CAPS CINEMA】 
 「辺野古の日常から知る沖縄」 
 ドキュメンタリー2作品上映＆監督挨拶

異なる視点で作られた映画を観て、沖縄について一緒
に考えてみませんか。
上映作品と内容： 
①『辺野古抄』（八島輝京監督、2018年、ショート版60分）
② 『ZAN〜ジュゴンが姿を見せるとき〜』 
  （リック・グレハン監督、2017年、73分）

①： 1人の学生が辺野古に1年間住み撮影した日常の暮
らしの記録。紡がれてきた人 の々交流を描いた作品。

②： 環境を守る視点から、ジュゴンと沖縄の人々の歴史
的な関係性や現在の環境の状況を伝えた作品。

日時：10月4日（金）13:00〜16:00
（上映時間：①13：00〜 ②14：15〜  
※監督挨拶15：30頃〜）
会場：4号館ホール（開場12:30）
参加費：無料
申込：不要

�  【CAPS CINEMA】 
 「アスベスト被害から産業社会を問い直す」 
 ドキュメンタリー上映＆ゲストトーク

ドキュメンタリーの鬼才といわれる監督が手がけた作品。 
上映後の監督と弁護士によるゲストトークは必見です。
上映作品と内容： 

『ニッポン国VS泉南石綿村』  （原一男 監督、2017年、215分）
大阪・泉南アスベスト（石綿）工場の元労働者や近隣住
民たちの、国を相手に訴訟を起こした裁判闘争や原告
たちの人間模様を8年にわたり記録したもの。
日時：  11月9日（土） 13:30〜18:30 

（上映中10分間の休憩あり、17:25〜ゲストトーク）
ゲスト： 原一男監督・村松昭夫弁護士 

（大阪・泉南アスベスト弁護団副団長）
司会：渡邉知行法科大学院教授

会場：5号館102室（開場13：00）
参加費：無料
申込：不要
※詳細は、HP （又はQRコード）を 
　ご覧ください。

 総務課

�第2回、第3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：10月9日（水）、12月12日（木）
時間：10：35〜12：00
集合場所： 本館大講堂集合（10/9） 

大学5号館201室（12/12）
清掃範囲：成蹊大学から吉祥寺駅周辺まで
○ 参加者を募集します!  

ぜひご参加ください♪
○詳細はQRコードをご覧ください。

 サステナビリティ教育研究センター

�  花の植え替えとけやき並木の落葉集めボラン
ティア参加者募集! 〈けやき循環プロジェクト〉

実は楽しい落葉集め…!? 毎年11月から12月はけやき
並木から大量の落葉が発生します。「けやき循環プロジェ
クト」はその落葉を活用して堆肥にしたり焼き芋に使っ
たり…けやき並木を通して小中高大、そして地域との交
流の広がりを目指しています。大学からちょっと外へ出て、
いい汗かいて頭をスッキリさせませんか? また、学内で
普段何気なく目にしている花壇の植え替えも行います。
プロの造園業者の方に教えてもらいながら、学内を一
緒に彩りましょう。皆さんの参加をお待ちしています。

◇花の植え替え
実施日：11月6日（水）15：00〜16：00（予定）
場所：4号館ホール北側広場

◇落葉集め
実施日：11月後半から12月に4回程度（不定期）
場所：けやき並木
※詳細は、決まり次第ポータルサイトでお知らせします。

�「成蹊学園サステナビリティ大賞」候補者 
   募集のお知らせ
サステナビリティ教育研究センターでは、環境活動のみ
ならず、国際間の相互交流、地域コミュニティにおける
実践など、持続可能な未来を視野にいれた活動を行っ
ている個人・団体を表彰しています。受賞者には副賞を
差し上げます。ぜひご応募ください。
応募期間：2019年10月1日（火）〜2020年1月31日（金）
対象： 2019年1月から12月の間に、持続可能な未来を

意識した取り組みを行った個人や団体（ゼミ、
サークルなどを含む）。

※ 募集の詳細は、サステナビリティ教育 
研究センターHPをご確認ください。

 学長室総合企画課

�安否確認システムの導入及び運用
本学学生（原則として、正規の学生のみ）を対象にした
スマートフォン/携帯電話等を利用した安否確認システ
ムの概要について、ポータルサイトの「キャビネット一覧」
に説明資料を格納しました。こちらの「安否確認システ
ムについて（周知文書）」及び「安否確認システム利用
者用簡易マニュアル」をご覧ください。そのうえで、スマー
トフォンを所持する学生はアプリをダウンロードのうえ、
登録を行ってください。
このシステムは、災害時に、上記アプリ及び大学付与の
メールアドレス等に通知が送られるものです。

 入試センター

�入試相談会
日時：11月23日（土）10：00〜15：00

�OPEN CAMPUS 2019（秋季）
日時：11月24日（日）10：00〜16：00
※�、� 共に欅祭内で実施いたします。

各種施設開館時間（10月～12月）

情報教育用施設 情報図書館

場所 平日・振替授業日 土・日・祝日

情報教育用施設
窓口

9：00〜16：50 Closed
7号館1階
スタディホール

7号館2階
パソコン教室

9：00〜17：50 Closed
7号館3階
パソコン教室

3号館2階
スタディホール 9：00〜18：50 Closed

情報図書館 情報図書館の開室に準ずる

場所 平日 土曜 日・祝日

1階 8：45〜20：30
9：00〜16：30 Closed

2階〜5階 9：00〜20：30

10月14日（月）、10月26日（土）、
11月4日（月）、11月9日（土）

9：00〜18：45
（1階は8：45から）

10月18日（金）、11月25日（月）、
12月19日（木）、12月24日（火）、
12月25日（水）、12月26日（木）

9：00〜16：30

10月22日（火）、11月22日（金）、
11月23日（土）、12月27日（金）〜1月6日（月） Closed

※ 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や各部屋入り口の空席情報表示等で確認してください。

※振替授業日は平日に準じます。

下記日程については開館時間が異なりますので、ご注意ください。

※最新の情報は図書館HPで確認してください。

12月16日（月）から、冬期休業長期貸出を
行います。返却期限は1月10日（金）です。

図書の冬期休業
長期貸出について
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まとめて読む出来事

協定留学生修了式
　本館大講堂にて協定留学生修了式が行われ、
北川学長より20名の修了生一人ひとりに修了証
が手渡されました。
　その後、7名の留学生が、大学や日本での思い出、
留学生活を共に過ごした仲間や先生方への感謝
の思いを上達した日本語で述べました。
　それぞれの個性あふれるスピーチに会場からは
温かい拍手が起きました。

　大学の体育会と文化会に所属する皆さんの
活躍を期待し、成蹊会（卒業生団体）は毎年「ス
ポーツ振興」と「文化振興」を目的とした助成を
行っています。今年度の「スポーツ振興助成金」
の贈呈式は6月17日に本館３階304会議室で行
われ、成蹊会から体育会所属13団体（後述）に
対し助成金が手渡されました。成蹊会スポーツ
振興委員長・赤石益輝氏（経済16回卒）からは、
母校のクラブ活動に対する卒業生の熱い期待
が伝えられるとともに、各団体の今後のより一層
の努力、活躍を期待する激励もありました。また、

「文化振興助成金」も3団体（後述）に贈呈され
ました。成蹊会では、卒業生からの会費を原資
として母校支援のため各種活動（育英奨学、学
術・教育助成、スポーツ振興、国際交流、文化振
興の各事業）を行っており、この助成もその一環
として行われています。

■スポーツ振興助成金（総額100万円）
應援指導部チアリーダー部／アメリカンフット
ボール部／ヨット部／馬術部／アーチェリーク
ラブ／ゴルフ部／ワンダーフォーゲル部／硬式
野球部／ハンドボール部／合氣道部／ラクロス
部男子／バレーボール部／軟式野球部

■体育会イベント助成（総額15万円）
学内運動競技大会／レガッタ

■文化振興助成金（総額35万円）
文化会本部／欅祭本部／新聞会

成蹊会振興助成金（スポーツ・文化）
贈呈式

J U N E6.17 七夕パーティー＠国際交流会館
　学生有志主催の七夕パーティーが国際交
流会館で行われました。
　留学生も浴衣を着て、短冊に願い事を書
いたり、流しそうめんやスイカ割といった日本
の夏の風物詩を楽しみました。

Campus Information
June-July

6-7

国際交流バスツアー
　留学生との交流を目的とした国際交流バスツアーで、山梨方面へ出かけました。山中湖では水陸
両用バスに乗車し、森林ドライブと湖へのダイブを体験しました。ダイナミックなダイブに歓声が上
がりました。続いて訪れた「しのびの里」では忍具を使った実演や忍者パフォーマンスを観覧し、忍
者の衣装を身にまとって、からくり屋敷や手裏剣投げなどのアトラクションを楽しみました。残念なが
ら富士山を望むことはできませんでしたが、互いの忍者姿を撮影するなど、笑顔あふれるツアーとな
りました。

「成蹊大学賞」
候補者募集のお知らせ

応募手続要領

2018年12月から2019年11月の期間に、学術、
芸術、スポーツ、文化活動、社会活動、環境学
術活動において他の学生の範となる活動を行
い、かつ、優秀な成果を収めた学生を対象に成
蹊大学賞を授与します。また、受賞者の中から、
特に優れた者に対して、学長特別賞が授与され
ます。つきましては、以下の要領で申請を受け付
けます。

１．対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（応募資格）

本学の学部生および大学院生 
（個人または団体）

２．受賞部門

❶学術部門
公表された学術研究成果

❷芸術部門
文学、美術、音楽、演劇等の分野において
発表された作品

❸スポーツ部門
日本代表としての国際大会への参加、
日本記録の樹立、全国大会における
上位入賞その他これに準ずるもの

❹文化活動部門
本学および学外における課外文化活動
の成果発表、展示等

❺社会活動部門
ボランティア活動、人命救助
その他社会の範となる活動

❻環境学術部門
公表された環境問題に関わる
学術研究成果

３．応募方法 自己推薦または他者推薦による一般公募

４．選考

成蹊大学学生表彰審査委員会により決
定する。ただし、受賞候補者として推薦さ
れた者が、受賞部門に掲げる成果等と同
一のもので大学（学園国際教育センター
を含む。）の他の表彰規定による表彰を
受けた場合又は表彰を受けることが決定
した場合は、選考の対象外とする。

５．正賞・副賞 賞状および金一封を授与する。

６．発表

学生部掲示板・ホームページにおいて発
表する。
尚、受賞された方（団体の場合は代表者）
は12月10日（火）の12:20~13:10に行わ
れる「成蹊大学学生表彰式」（会場:本館
大講堂）に出席していただきます。

１．応募期限 2019年11月16日（土）

２．応募書類

次の書類を1組にして提出してください。
 ①成蹊大学賞申請書【学生部所定用紙】

（1部）
②結果証明書（表彰状、結果報告書、開
催要項等のコピー）
③その他、関連書類

３．提出場所 学生支援事務室（学生部）窓口

４．書類返送 上記の応募書類は返却いたしません。

学生支援事務室（学生部） （TEL.0422-37-3806）
問い合わせ先

J U LY7.10

J U LY7.26

J U LY7.5
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Event report  1

第60回 学内運動競技大会
大学伝統のスポーツの祭典

学内運動会競技大会は「けやきグラウンド」で開催される夏のイベントです。陸上競技にとどまらず、

障害物競争や綱引き、球技競技も実施。 部活、サークルなどのさまざまな団体が参加できます。

真剣に勝負に挑む成蹊生のパワーで雨も降ることなく、無事全ての競技を実施できました!!

生き生きと楽しそうな笑顔があふれる2日間となりました。勝ち残った皆さん、四獅奮迅! 四大戦も頑張ってください!!

良威緒よいしょ〜

Fight!! attack

2019

7/ 5 7/ 6・Fri Sat

やったぜ
英語会！！

Jump !!
Jump !!Jump !!

球技部門　サッカー優勝

アースエラスティックサッカーA

担当／鈴木･足立･阿部(帆)･熊谷　撮影／写真部 土江 悠斗･森田 理仁･日比 渚･松下 祐輔20   ZELKOVA 2019. Autumn    ZELKOVA 2019. Autumn     21
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 Seikei Regatta

Catch Row!!
Smile! 2019

Event report  2

第51回 成蹊レガッタ
記念すべき令和最初の学内イベント!!

成蹊レガッタ(学内競漕大会)とは、毎年5月に戸田公園のボート

コースにて開催される、部活やゼミ、研究室など各団体が力を合

わせてボートを漕いで競うイベントです! 今年も約140団体もの

参加がありました。水上では白熱した戦いが繰り広げられ、陸上

では声援が響き大盛り上がり! 仲間とともに船を漕ぎ、絆が深ま

りました。

祝3連覇。目指せ! 4連覇! 勝利の鍵は男女の仲の良さ まさかの全員1年生! お見事

男子の部1位
ユースホステルクラブ

男女混合の部1位
ライフセービング部

女子の部1位
アーチェリークラブ

5/ 28

担当／鈴木･足立･阿部(帆)･熊谷　撮影／写真部 土江 悠斗･森田 理仁

Tue
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成蹊大学 学生広報委員会・
Twitterも見てね！

学生掲示板

成蹊大学欅祭開催!!
第58 回

開催日時  11月23日(土)・24日(日) 9:00 〜18:30頃

欅祭本部からのお知らせ

体育会本部からのお知らせ

【本部目玉企画】

テーマ

「和」

成蹊大学欅祭本部
委員長 神里 友太

学生会館 3 階　　　　
TEL:0422-51-6102
E-Mail:keyaki.fes@gmail.com
URL:http://keyaki-fes.com

他にも本学部活・サークルによる
模擬店や展示、その他公演などの
催し物も開催します !　
皆さまのご来場を心より
お待ちしています。

第70回 四大戦推進局長
法学部4年  野中 美咲

ビンゴ企画 
23日(土) 14：00〜15：00 @5-102教室
豪華賞品が当たる伝統の人気企画 ! 非日常的な空間で進行する
ビンゴ。驚きの景品を揃えお待ちしています! 

グランプリ企画
投票受付／23日(土)12：00〜17：00、 24日(日) 10：00〜
15：00 @本館横テント(雨天時 2-412教室) 
表彰式／24日(日)18：30〜 @中庭ステージ 
(エンディングで表彰式を実施)
模擬店・展示・公演、各部門の1位を決めるグランプリ!  
1位は誰の手に!?

オープニング・エンディング企画
オープニング : 23日(土)10：30〜11：15 @本館前、
エンディング : 24日(日)18：30〜19：30 @中庭ステージ
オープニングではサークル対抗大ゲーム対決!  
エンディングでは花火も上がりますよ～ !

タレント企画
24日(日)12：00〜13：00  @4号館ホール
毎年大人気のタレント企画、今年もあの有名芸能人が !  
誰が来るかは9月下旬発表!! 

体験型ゲーム企画
23日(土) 10：00〜15：30、24日(日) 10：00〜15：00  
@3－101教室
｢大人｣と｢子ども｣という2つのコンセプトを同時に体験できる遊び
場をご準備しています!  ぜひご参加を!!

サイエンス企画
23日(土)・24日(日)10：00〜16：00　
工作体験 @2-310教室/展示 @2-312教室/ミニイベント @本館前
工作体験やミニイベントなどさまざまな催しをご用意。ボリューミー
な企画となっています!

中夜祭企画
23 日(土)17：00〜18：00 @中庭ステージ
1日目の夜に行われるステージイベント!  
2日目への架け橋となるよう一体となって盛り上げていきます!

親子企画
23 日(土)・24 日(日)10：00〜16：00  
@トラスコンガーデン前芝生
今年は“世界旅行”をテーマに、世界各国をイメージしたゲームコー
ナーを設けています !  他にも移動動物園など親子で楽しめる企画
をご用意し、皆さまをお待ちしています。

四大戦オリジナル
Tシャツ絶賛発売中!

学生会館体育会本部にて、
学生割引で2,000円（税込）で発売中! 

今年は70回を記念しUNDER ARMOURです!! 
皆で揃えて応援しよう!

第70回 四大戦実行委員長　
法学部4年  山﨑 淳史

成蹊、学習院、成城、武蔵の四大学が合同で開催する
運動競技大会。今年は、ナント成蹊大学で開催されます ! 
体育会各団体による正式種目の他、誰でも参加できる
一般種目の合計得点で順位を競います。

今年の会場は成蹊大学です ! 皆さん、応援よろしくお願いします !

10月18日(金)〜20日(日)＠成蹊大学

第70回 四大学
運動競技大会開催!!

四大学の学生が

胸の内に秘めている

眠れる獅子を、記念すべき

70回大会で解き放ち、

勢い激しく優勝を競い合おう!

スローガンは

四獅奮迅


