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今年も春がやってきた! 
変わりゆく状況のなかでも、
成蹊でできることはたくさんある。
今号では、学生目線でキャンパスの魅力をご紹介! 
この1冊で成蹊がまるわかり◎
ワクワクが待ち受ける学生生活、
あなたはどんなふうに過ごす？

Summer 

2017
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ZELKOVA
公式キャラクター“けーやん”
コンニチハ! 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!! 

特　集

   ZELKOVA 2021. Spring      3

成蹊で何して過ごす？

成蹊大学キャンパスガイド
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Map of Seikei University

けやきグラウンド

野球場
サッカー場

テニス
コート

大学
体育館

小体育館

およそ500人を収容できる大きなホール
がある4号館は、大人数の授業で用いら
れるのが特徴です。学内イベントの説明
会や外部講師による講座も行われます。
空間の丸みが活かされたステージと客席
は一体感を生み、照明や音響設備も整っ
ているため、音楽団体などのパフォーマン
ス会場にも選ばれています。成蹊生にとっ
て馴染み深い場所です! 

「ガラス張りの図書館がある大学ね! 」と言われる
ほど、特徴的な外観の情報図書館。吹き抜け部分
に見える球体の部屋は「プラネット」と呼ばれるグ
ループ学習室です。おもに授業で利用しています
が、予約が入っていなければ友達同士での学習
利用も可能! 個別の学習スペースやDVDが視聴
できるメディアルームなど、さまざまな設備もあり、
勉強に集中できる環境が整っています。 

正門を抜けると最初に目に飛び込んでくる、レ
ンガ造りの本館。1924（大正13）年に成蹊学
園が池袋から吉祥寺に移転した際に建てられ、
『花より男子』『ひるなかの流

りゅうせい

星』など、たくさん
の人気ドラマや映画の撮影地にも使用されてい
ます。太陽に照らされている本館も魅力的です
が、夜が近づき暖色系の光が灯ると、一段と幻
想的な外観に! 建物内にはボランティア支援セ
ンターや学生支援事務室、式典などが行われる
2･3階が吹き抜けの立派な大講堂があります。

1号館は学生に向けたサービスが充実! キャリア支援セン
ターでは、就職活動に関するさまざまな情報を調べること
ができ、個別相談も可能。2階にある国際教育センターで
は留学やIELTSなどの語学テストについての情報を得るこ
とができます。普段から、留学生も含め多くの学生が利用
する施設であるため、国際交流の場にもなっています。

外観も内観もよく似ていて、在学生でも混乱して
しまうことがある3号館と8号館。その間の空間を
「サンパチ」と呼ぶ学生も!? この2棟はよく使用し
ますが、6階まであるために逐一移動するのが少
し面倒…と思いきや、3･4階の開放式の渡り廊下
を上手く利用するとあっという間に目的の教室に
辿り着くことがで
きます。ぜひ有効
活用してみてくだ
さい!  

7号館1階のサポートデスクでは、PCを借りること
ができます。その奥のスタディホールに設置されて
いるPCは空きコマでの利用もOK! その他、設置
PCを利用できる場所については高等教育開発･
支援センターHPをチェックしてみてください。 
※上記HPの空席情報表示から空席情報を確認できます
（一部の教室のみ）。  

お役立ち情報 about PC
プラスαで知っておきたい! 

「校舎や施設の配置を知るって、キャンパスライフで必要不可欠! で
も、なかなか覚えられない…。」そんな悩みをお持ちの方も大丈夫! 
困ったときには、このMAPを開けば、必ず目的地に辿り着くことが
できます。さらに、"在学生だからこそ知っている成蹊大学の魅力"も
ピックアップ! 自分が通う学校のことをよく知り、有意義な時間を過
ごしましょう!  
※各施設の開館状況や利用できるサービスは記載の内容から変更する可能性があります。

各競技専用の施設が
充実しているのも魅力！

保健室
14号館

12号館

9号館

7号館

4号館

8号館

10号館

2号館

3号館

5号館 6号館

情報
図書館

11号館

1号館

本館

学生
会館

トラスコン
ガーデン

南体育館

学園史料館

西門

東門

正門

キッチンカー

13号館
Pick up Pick up   11

　Let's GO!

Pick up Pick up   22

Pick up Pick up   55

Pick up Pick up   44

Pick up Pick up   33

学内MAP
早わかり!

成蹊大学
キャンパスガイド

特 集

Campus Guide for Seikei Students

FOOD

PC

馴染みの場所馴染みの場所
44号館号館

成蹊生の誇り! 成蹊生の誇り! 
近未来を感じる近未来を感じる
情報図書館情報図書館

アクセス抜群な3号館と8号館アクセス抜群な3号館と8号館

学生の味方 1号館学生の味方 1号館

いろいろな物語に登場 ! いろいろな物語に登場 ! 
成蹊大学の顔 ! 本館成蹊大学の顔 ! 本館キャンパスの

ほとんどの場所で
Wi-Fi(Seikei-WiFi) が

使えます !!

※3号館と6号館の3･4階,8号館と7号館の2･3階もつながっています。
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成蹊キャンパス LIFE ガイド 施設の配置や魅力について知れたけど、大学生って具体的にどんな
1日を過ごしているのだろう…? ここではそんな疑問を解消すべく、 
施設の魅力を盛り込んだ 1日の過ごし方を文理別でご提案！　
それぞれ文系と理系の要素を詰め込んでお届けします !!
※学食やカフェのメニューや企画の内容は変更になる可能性があります。

授業が行われる教室棟。6階まで大
小さまざまな教室があるので、英語
のようなディスカッション形式の授
業から講義形式の授業まで、多様
な形の授業が行われるのが特徴。ま
た、各階にあるトイレは数が多く、キ
レイなのがポイントです!

理系の講義形式の授業が行われる
ことが多い9号館。この施設のちょっ
とした魅力は、2019年に改装された
ばかりの教室!! キレイな教室で授
業を受けると気分も上がるはず！ 正
門からは少し遠いので早めに向かう
のがオススメです！！

本館正面に向かって右手にある「トラスコンガーデン」（以下トラコン）。
お昼時はたくさんの学生でにぎわいますが、授業の時間帯は落ち着いて
いて、1人で作業するのにもピッタリ! 大学内唯一のコンビニ「ファミリー
マート」があるので、小腹を満たしながら勉強できる快適スポットです。
ちなみに、トラコン内のテーブルには、2018年の台風で倒木したヒマラ
ヤスギで作られたものも。木目がキレイで、温かみのある空間を演出して
くれています!

学生会館1階にある第一学生食堂。お昼時には多くの学生が利用します。最大
の魅力は、豊富なメニューとその安さ。どれもほぼワンコインで食べることがで
きます! ほかのフロアにも食堂があり、それ
ぞれ特色あるメニューで人気です! 食堂以
外にも、飲食スペースやブックセンター、新
聞会やボランティア本部、欅祭本部などの
部室があり、学生たちの集まる憩いの場と
なっています。

たくさんの研究室と最先端の
機材が設置されている12号館。
ここでは卒研に向けてのテーマ
決めや研究を行っています。研
究室は3年次から所属するの
で、1･2年次のうちはなかなか
出入りする機会はないかも。 ち
なみに、12号館には化学系、隣
の13号館には工学･電気系の
研究室が並んでいます。

実験といえばココ、14号館! 理工学部
の多くの実験施設がここに集結してい
て、1年次の授業でも利用することがあ
ります。一度に100人以上が実験ができ
る教室もあるのだとか! 2階は文系の学
生も使うPC室になっています。

全37室の演習室では、ゼミなどの少人数授業が行われま
す。廊下と部屋がガラスで仕切られているため、どの部屋
も明るく開放感あふれる雰囲気です。正門からやや距離
があるので、遅刻には気をつけて!

図書館の各フロアの書棚を取り囲む「クリスタルキャレル」。ここはなん
と予約制の個人学習スペース。完全な個人スペースですが、隣との仕切
りが透明なので開放感が抜群なうえ、隣からの刺激を受けて頑張れま
す。全部で266席あり、そのなかで150席がPC付きのため課題をするの
に最適。期末試験が近くなると終日満席が続く人気スポットです!

地下2階、地上6階からなる
2014年に完成した一番新しい
棟。1階には教務部、2階には
教職課程センター、そして3階
から5階の教室では100人越え
の講義が行われます。また、各
階には多目的ラウンジなどのコ
ミュニケーションスペースも充
実! エレベーターはガラス張り
なので、天気がいい日にはスカ
イツリーが見えることも!

6号館地下1階にあるカフェ＆ホールCOMMichi（以下コ
ミチ）。カフェを併設した多目的ホールで、イベント会場と
しても使われます。お昼の人気メニューは焼きたてパン! 
種類が豊富なうえに価格もお手頃。ワンディッシュ商品
も充実しており、ご飯が食べたいあなたも大丈夫! また、
お昼以外の利用も可能で、友達と話したり、課題をこな
したりと、空きコマを過ごすのにもってこいの場所です!

1限
2限

お昼

3限

4･5限

3限

4限

5限

お昼

成蹊 桃子さん
文学部 3年

欅 太郎くん
理工学部 3年文系女子の 1  日 理系男子の 1  日

2号館でゼミ!

空きコマはキャレルで
課題を終わらせる!

100人を超える大講義。
特等席を取るために6号館へ急ぎます!

人気のコミチで友達とランチ

COMMich i

英語の授業を受けに8号館へ!

Crystal carrel ♩♩
♩

2限

文理別! 1日の過ごし方文理別! 1日の過ごし方

朝イチは9号館で
生物の授業!

空きコマはトラコンへ!

第一学生食堂でお昼ご飯!

お腹がいっぱいになったところで、
12号館の研究室へ!

本日ラスト授業は

14号館で実験! 

担当／小林･岡野･峯元･石橋･竹村

成蹊大学
キャンパスガイド

特 集

Campus Guide for Seikei Students

Start!!

Last!!

Start!!

Last!!

ヒマラヤスギのテーブル
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リアルな成蹊生の大学ライフをお伝えする新コーナー。
初回は、2020年を語るうえで欠かせなくなってしまった「新型コロナウイルス」をテーマに、

コロナ禍でも新しいコトに挑戦した8人の学生に徹底インタビュー。
「おうちで過ごす時間が増えたからこそ」「コロナ禍だからこそ」できることがある! 

この記事を読んでおうち時間を有効活用していきましょう! 

私は中高でチアダンス、大学ではダンスサー
クルと、運動系の団体に所属してきました。
しかしコロナ禍で自粛することになり、体を
動かす機会がゼロに…! 運動好きな私は、
これを機におうち時間で筋トレをスタート。
半年続けた結果、最初は30秒しか続かな
かったプランクが、4分まで続けられるよう
に! さらに食生活にも気を使ったことで自粛
太りも解消! 現在はサークルで集まれるとき
に、仲間とともに筋トレをしています。みんな
とする運動は1人よりもずっと楽しい! 皆さ
んもぜひ、周りの誰かと一緒に筋トレから運
動を始めてみては!?

僕が新たに始めたのはランニング! というの
も、ニュージーランドに留学した際に現地で
おいしいものをたくさん食べ、帰国後も日本
食をたくさん食べた結果、体重が増加してし
まったから。初めはただ走るだけでしたが、
続けているうちに記録を付け、シューズにも
こだわるようになりました。長く続けるため
に、あえてランニングの時間を決めずに、そ
の日の予定に合わせて生活に組み込んでい
ます。何かひとつのことでも、続けることがで
きたら自信につながります! 皆さんもぜひ継
続できることを見つけてみてください!

、始めました。

篠嵜 温美さん
理工学部 3 年

岡田 大輝さん
経済学部 4 年

一言  走っているときの景色や空がキレ
イだと嬉しくなります。普段は一般
の団体でサッカーをしています!

、始めました。

Exercise

一言 趣味はドラマと映画を観ること。
　　 おすすめはやっぱり『愛の不時着』です!

Seikei

コロナで始めた   

運動

コロナ禍でオンライン授業が始まったこと
で、自分の部屋はすっかり授業を受ける場
所に。落ち着ける空間ではなくなってしまい
ました。そこで、私はアロマやボディーミスト
を購入して雰囲気を変え、気分を上げるよ
うに工夫。お気に入りは森林系の香り…! 
ボディーミストは500円くらいで買うことがで
きるので、初心者さんでも挑戦しやすくオス
スメ。居心地の良い部屋は自分次第で自由
に作ることができるので、ぜひ香りや家具の
配置を替えて自分の気分をコントロールし
てみてください!!

コロナ禍で家での食事が増えました。以前は、
温めるだけの簡単なものが多かったのですが、
いざ本格的に作ってみると意外と簡単においし
い料理が作れてしまうことを発見。外出しづらく
なったことで、自炊せざるを得ない状況になった
ことは大変でしたが、結果として自炊への抵抗
が減る良い機会に! チーズナンやケーキなど本
格的な料理のレパートリーが増えました。ちな
みに、料理初心者さんには、洗いやすいように小
さめのフライパンがオススメ。どんな状況でも自
分の特技を見つけるチャンスに変えて、有意義
に過ごしてみてください!!

中津川 里菜さん
経済学部 4 年

中山 輝士さん
法学部 4 年

所属団体 広告研究会
一言 年間100軒のカフェを巡っています!

一言 趣味は野球観戦! 野球好きな人、
見かけたらぜひ話しかけてください! 

コロナが流行りはじめたころ、大好きなカ
フェ巡りができなくなり自分にとっての癒し
が失われていました。そこで始めたのがおう
ちカフェ。大の苦手だった料理も、1回目の
緊急事態宣言明けには自分でメニューを考
えられるまでに上達。カフェへの愛はさらに
増しました! コロナ禍で変わったことは、自
分ときちんと向き合う時間を取れるように
なったことで、とくに自分磨きへの意識が高
まりました。スケジュールに余裕をもち自分
と向き合うことは今後も続けたいです。with
コロナ時代を「好きを極める時間」とポジ
ティブにとらえ、明るく過ごしましょう! 

Daily life
おうちライフ

 、始めました。

 、始めました。

 、始めました。

中村 梨花さん
文学部 2 年

所属団体 学生広報委員会･
　　　　　ボランティア本部Uni.

一言 模様替えを楽しんでいます! 



2020年11月20日（金）～22日（日）、コロナ禍で中止となった欅祭の代
わりに、文化会本部主催の『文化会成果発表会』が開催されました。
例年と異なる状況でも立ち上がった、個性あふれる20団体。彼らの
魅力とパワーを学生広報委員会の記者が全力でリポートします!

経済学部4年 
鈴木 晴野

文学部4年 
明石 百音

理工学部2年 
藤嵜 春香

文学部2年 
浅賀 希重

私たちが取
材

しました!!
!

競 技 ダ ン ス 部
キレキレかつセクシーな

ダンスに釘付け! 

 ギ ターソ サ エ ティー
温かい音色で穏やかな気持ちに。

軽 音 楽 部
バンドと会場が一体に!!

ボッチ ャ 部

パラリンピック正式種目の「ボッチャ」を体験 !

F S S

まさにJazz!
 モノトーンの衣装もカッコいい!

アットホームな雰囲気で、
みんながハッピー
になれる演奏 !!

～文化会成果発表会～～文化会成果発表会～

Compal Sounds Jazz Orchestra

茶 道 部

自分たちで点てたお茶を
お菓子と一緒にいただきました! 

当日の演奏
はこちらから
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コロナ禍により、2年次の語学留学の予定
が白紙に…。ずっと夢だった留学を諦めたく
なく、留学先でゼミの単位が取得できる学
部留学を3年次にすることを決意しました。
ただ、それにはIELTSのスコアを上げる必要
が。夏から本格的に勉強を開始し、無事に
学部留学に必要なレベルのスコアを獲得! 
留学の予定が決まり、あとはコロナの収束
を祈るのみ…。今回は考えることで頭がいっ
ぱいで、行動が遅かったことが反省点です。
皆さんが何かに挑戦するときは、余裕をもっ
て行動し、少しずつ準備してみてください!

コロナ禍以前から簿記2級は受けるつもりでいまし
た。就活のためというよりも、興味があったからです。
以前はまとまった時間が取りづらく、通学時間の合
間に電車内で勉強していましたが、コロナ禍でおう
ち時間が増え、家で落ち着いて勉強をするように。
時間的･体力的にもメリットがあり効率も上がった
反面、モチベーション維持が課題となっています。人
目があるため勉強の捗る図書館はコロナ禍で行き
づらく、友だちと一緒に勉強できないため、疑問点は
自己解決するしかありません。大変なことは多々あり
ますが楽しさが勝るので、皆さんも何かしら興味がも
てる勉強を始めてみては?

Seikei Realifeでは、学生のおうち時間事情をもっとご紹介! 成蹊生200人に
アンケートを行った結果をご覧ください! Seikei Realifeは右のQRコードから!

コロナ禍によって家で長時間勉強をするように
なり、デスク環境が気になるように…。以前から
Apple製品を集めていたのですが、今回はオン
ライン授業のため授業資料が紙からデータに
変わったことに伴い、iPadを購入。自粛により出
費が減っていたので手を出すことができました。
iPadをメモ代わりに使えば、かさばることも失く
すこともなく、いいことづくし! 今後も使いつづけ
ていこうと思います。Apple製品は学割が利くの
で、皆さんも大学生のうちにちょっと奮発して、い
いガジェット類を買ってみてはいかがでしょう? 

Study
Seikei

担当／矢向･峯元･永田･中村･倉橋

続きはSeikei Realifeへ
もっと知りたい ! Gakusei Life!

勉強

 、始めました。

小山 夏林さん
文学部 3 年

所属団体 DANCE TEAM JAM[z]
一言  体を動かすことが大好き!

もっと

 、始めました。

娚杉 健太さん
理工学部 3 年

所属団体 映画研究部
一言  サブスクはApple Musicより　　
　　　Spotify派!

 、始めました。

平塚 南海さん
経済学部 3 年

所属団体 ボランティア本部Uni.
一言 NiziUにハマってます!



政治学研究会政治学研究会

美 術 部美 術 部 ほかの作品は
こちら！！

文化会HPからYouTubeで
過去の合唱を聴くことができます!

應 援 指 導 部

企画･制作すべて学生によるものとは思えない
ハイクオリティな作品 !!

3日間最後の締めくくりは應援指導部による
可愛さと元気あふれるパフォーマンス!!

あり
がとう文化会本部さんあり
がとう文化会本部さん

Q. 

Q. 

A. 

A. 

「Good Morning!」杏仁子 「House of queen」 K

グランプリ
文学部4年 

生形 由佳さん

※本番中・取材時のみ、マスクを外しています。

※ 成果発表会は完全予約制、検温、マスクの装着、アルコール消毒、
換気、歓声の禁止など、新型コロナウイルス感染症対策を十分に
行ったうえで開催されました。

誌面に載せきれなかった分はこちら!!  

大変だったことは?

開催して良かったと感じたことは?

新型コロナウイルス感染者を出さない
ために、学生部職員の方や保健室の
先生方と集まって相談を繰り返し、
ガイドライン・マニュアルを作成したことです。

文化会の所属部員から「こういう場があって
良かった」と嬉しい言葉をもらえたことです！！

文化会本部委員長 法学部4年 桝井 泉希さん

ネット配信

混声合唱団混声合唱団

主催者に
突撃インタビュー!!

produced by 広告研究会

マ ジ シャン ズ クラ ブ

会員が
レポートを
執筆！！

「
閑
雲
野
鶴
心
同
静  

瓶
水
爐
香
意
自
如
」百
音

「
秋
淨
長
湖
碧
玉
流
」陽
南

書道部

4年生
ありがとう

みんなで
ノリノリ!!

A M P

ネット配信で参加した団体も多数!
文化会HPより引き続き発表を見ることができます。
※一部、公開期限のある団体があります。

こちらから
各団体の記事を
CHECK!

きらりと光るキメ顔が印象的 !

 吹 奏 楽 団
和気あいあいとした雰囲気での演奏 !

フォークタウン
心奪われるかっこいい演奏と甘い歌声 !

部員による
短編集を公開 !文藝倶楽部

Q. 

Q. 

A. 

A. 

開催に至った経緯は?

文化会発表会の目的は?

欅祭の中止が決定した後、文化会の所属部員
たちからの声を受け、学生部に交渉しました。

①現役部員のモチベーションを高める 
②引退の節目にする 
③新入生に各団体について知ってもらう
ことです。

担当／鈴木･明石･藤嵜･浅賀

当日の様子
はココから！！

ライブ映像は 
こちらから!

汽 車 旅 倶 楽 部

なんと
「成蹊大学駅」が!?

映 画 研 究 部
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5月25日　

成蹊レガッタ
（学内競漕大会）

7月3日・4日　

学運
（学内運動競技大会）

11月20日・21日　

欅祭
（大学祭）

10月22日～24日　

四大戦
（四大学運動競技大会）

漕艇部所属 
成蹊レガッタ運営責任者 

武田 哲士さん（理工学部3年） 

学内運動競技大会
責任者

種村 安佑さん（文学部3年） 

欅祭本部
委員長

姉崎 正之助さん（経済学部3年） 

埼玉県にある戸田漕艇場で行われる水上の戦い! 部活動やサー
クルなど、毎年約150団体が参加します。5人1組でボートを漕ぐレ
ガッタ。参加者のほとんどが初心者でハプニングも!? さあ、レガッ
タの合言葉「キャッチロー」で５人の力を合わせましょう!! 

大学内の「けやきグラウンド」で開催される陸の戦い! 陸上競技
だけではなく、障害物競争や綱引き、球技種目も実施。部活動、
サークル、研究室、少人数クラスなどさまざまな有志団体が参加
できます。

部活動･有志団体による模擬店や展示発表が行われます。野外
ステージや本館前では應援指導部やダンスサークルのパフォー
マンス、軽音楽部のライブなどが行われ、バラエ
ティ豊かなイベントが盛りだくさんの２日間です!!

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。体育会各団体による正式種目のほか、誰でも参加でき
る一般種目と教職員種目があり、正式種目と一般種目の合計得
点で順位を競います。毎年、学生企画のオリジナルグッズも販
売されます! 会場は四大学持ち回りで、今年度は成城大学で開
催されます。

毎年多くの団体が参加するこのイベントは国内
最大級の学生レガッタです。このイベントは必ず
しも力のあるチームが勝つわけではありません。
勝利の鍵はチーム一丸となって漕ぐこと! 「力自
慢 ! 」はもちろん、「仲の良さなら負けない! 」そ
んなチームの参加をお待ちしています! 私たち
漕艇部も一緒に船に乗り全力でサポートします! 

学運は成蹊大学の伝統的な行事です。昨年
中止になってしまった分、今年は例年以上に
活気ある大会にできるよう体育会本部員一同
努めてまいります! スポーツを通して仲間との
絆をさらに深めることができる絶好の機会です。
多くの方のご参加をお待ちしています!!

昨年度は開催できなかった欅祭。第60回
を迎える今年こそはと、総勢150名以上の
欅祭本部一同、意気込んでいます。
昨今の情勢をはねのけるべく、一丸となっ
て奔走する成蹊大学生のハツラツさ、底力
を、ぜひその目で確かめてみてください! 

仲間との最高の思い出
を作りませんか?

仲間と一緒に
楽しもう!

一致団結して
頑張ろう!

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!  成蹊大学には、学生生活をより

充実させてくれるイベントが盛りだくさん!  皆さんの参加を先輩たちが待っています!! 
※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためすべてのイベントが中止･変更になりました。

※今年度も新型コロナウイルス感染症の状況により、中止を含め内容が変更になる可能性があります。

第72回四大戦
推進局長 

弘松 里彩さん（経済学部4年） 

今年は、第72回四大学運動競技大会が成城
大学にて開かれます!  昨年は、コロナ禍とい
うイレギュラーにより、オンラインでの特別
式典のみの開催となりました。今年は、各
大学の四大戦推進局を中心とし、全員で
学生の交流の多い楽しい大会にして参り
ます。関係各所にご指導を仰ぎつつ、今
後とも精進してまいります。

地域清掃活動

秋の図書館イベント 成蹊大学賞授賞式

成蹊学園では創立者中村春二先生が目標とした人格教育の理念である「勤労の実践」を具現化する活動と
して、地域清掃活動を年４回実施しています。普段あまり話す機会のない学生･教職員･武蔵野市民の方 と々コ
ミュニケーションを取ることができる絶好の機会です。ぜひ一度参加してみてください。詳しくはQRコードへ。

参加者が直接書店で選んだ本を図
書館に所蔵することができる｢ブック
ハンティング」や、成蹊大学図書館に
所蔵された図書を対象とした「書評＆
キャッチコピーコンクール」が開催され
ます。ほかにも図書館所蔵の貴重書な
どを展示する「企画展示」などを開催
予定です。

前年12月から11月までの期間を対象
に、ほかの学生の模範となる活動を
行い、優秀な成果を収めた個人や団
体の努力を称え、「学術」「芸術」「ス
ポーツ」「文化活動」「社会活動」の
各部門別に表彰しています。立候補
も可能なのでぜひ応募してみてくださ
い! お問い合わせは学生部へ!

本活動は
こちら

今年こそは
成蹊優勝!

［  2 0 1 9 年 度 の 四 大 戦スコア ］

（2020年度は、競技種目はすべて中止となり、特別式典のみ開催されました)

総合
（正式種目 + 一般種目）

正式種目 一般種目

1位
学習院大学
158 点

学習院大学
103 点

学習院大学
55 点

2位
成蹊大学
128.5 点

成蹊大学
82 点

成城大学
48.5 点

3位
成城大学
111.5 点

成城大学
63点

成蹊大学
46.5 点

4位
武蔵大学
85.5 点

武蔵大学
61.5 点

武蔵大学
24点

コロナを乗り越え～ 1 年 越しの 挑 戦
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学 生 に よる 先 生 & ゼミ・研 究 室 紹 介

法学部文学部理工学部経済学部

応用計量経済学 都市と地域の社会学データサイエンス 現代政治

ゼミのテーマ ゼミのテーマゼミのテーマ ゼミのテーマ

データサイエンス研究室井上ゼミ 金ゼミ 高安ゼミ

　井上ゼミでは、実社会でのデータ分析の活用例（例：電
力需要や旅客数の予測など）を通じて、計量経済分析の
理論とPCを使った分析方法を実践的に学びます。卒業ま
での2年間で、実社会で使えるレベルの「回帰分析」をマス
ターすることと、統計分析を知らない人にも分析した結果
をわかりやすく伝えるプレゼンテーション力･コミュニケー
ション力を習得することを目指します。
　３年次の前期中は「DataCamp」というプログラミング
のオンライン教材を使って、「プログラミング+統計分析+
英語」をまとめて学びます。英語のビデオ教材ですが、グ
ループで助け合って課題に取り組むので、初心者でもプロ
グラミングの考え方が少しずつわかるようになります。焦る
必要はありません! また、これと並行して、前期は「R」という
プログラミング言語の基礎的な操作方法についても学び
ます。
　後期では、吉祥寺にある商業店舗からデータを提供し
てもらい、そのデータを使って現実にどんな課題があるの
かをグループで考えます。目には見えない課題を発見し、
解決策を提案するプロジェクトを完成させることで実践的
な分析手法を学べます。
　最終的に、物事を構造的に認識する力や、幅広くとらえ
る力を得られることがこのゼミの大きな魅力です。

　私たち金ゼミでは、都市社会学をメインに研究していま
す。おもに国内のさまざまな地域の事例を題材に、その都市
が歴史的にどのような発展を遂げてきたのかに注目し、現
状や最新の理論にも関心を向けています。先生から提示さ
れた複数の文献のなかからゼミ生が選んだものを、1冊約1
～2カ月かけて研究します。各自文献を要約し、みんなで論
点をディスカッションするという流れが基本で、先生の解説
が入ることもあります。また、金ゼミの最大の特徴は、年4回
ほどのペースでフィールドワーク（街歩き）に出かけることで
す。場所は、ゼミ生が候補を出し合って決めます。このフィー
ルドワークの魅力は、実際に街を歩くことで多くの発見があ
るうえに、先生も景観を見て気づいたことを解説してくれる
点です。先生は都市社会学のほかに、サブカルチャーにつ
いての知識も豊富なので、文化に興味がある人も楽しめる
フィールドワークだと思います。
　卒論のテーマは、都市社会学に限らず、自身が興味のあ
ることを自由に研究することができます。実際に、私たちの
代のテーマは全員バラバラで、アンケート調査などをする
人もいます。先生が社会調査士課程を担当されているの
で、現地調査をしたいと考えている人は手厚いサポートを
受けられること間違いありません。もちろん、現地調査をせ
ずとも平等にアドバイスをいただけ、普段は辛口のコメント
が多い金先生に褒められることが、ゼミ生のやる気の秘訣
です!

　「データ」というものはさまざまな場所に存在します。天
気予報や、欲しい洋服や食べ物の値段、テストの点数など
私たちの身近にいくつも存在します。私たち小森研究室で
は、データ解析を行い、そのデータがもつ意味合いを紐解
いていくことで専門知識を深めています。
　研究テーマの一つに時系列データの解析があります。時
系列データとは、お店の売上や株価、ある地域の気温の推
移など時間の流れに沿って構成されているデータのことで
す。具体的には、ドラッグストア売上データを用いて「状態
空間モデル」という統計的手法による将来の売上予測や、
データに影響し得る要因の解析（夏には日焼け止めがよく
売れるなど）を行ってデータの意味合いを研究しています。
　また、オンラインショップが売上を上げる手法の一つの
レコメンドについての研究も行っています。レコメンドはオ
ンラインショップで買い物をしている人に対して「この商品
を買った人にはこちらの商品もおすすめです」などと表示
する仕組みです。ユーザーの購入履歴やレビュー情報、嗜
好が似たユーザー情報などを分析し、適切な商品を絞り
込んでおり、私たちはこれらのデータの分析について研究
しています。
　４年生になると個々のテーマに沿って研究を行い、毎週
先生と進捗報告を行っています。わからない箇所を適宜相
談し、理解を深めていくことで考える力や想像力、計画性
を養えます。　

　高安ゼミは一つの専攻やテーマにとらわれず、現代政治に
関する幅広いテーマを扱っています。自分たちで設定した論
点をもとに議論を行い、学生中心でゼミを運営しています。
　1年間の授業は、二つの活動が基本となっています。
　1つ目の活動はテキストの輪読です。扱うテーマはメディ
ア、ジェンダー、日米関係、外交史など多岐にわたります。
高安先生の著書『議院内閣制－変貌する英国モデル』を
扱い、イギリスの議院内閣制をもとに日本の政治制度の考
察も行いました。このテキストの輪読を通じて現代政治に
対する知識や、まとめる力、議論の仕方などの基礎を身に
つけます。
　2つ目の活動は3人ほどのグループを作り、自分たちで扱
うテーマを決め、情報収集から発表、議論まですべて行う
というものです。私たちの代は、徴用工問題、資源エネル
ギー問題、選挙、消費税といったテーマを扱い、「消費税
増税による国のメリット･デメリットは何か」といった大きな
話題から、「投票率増加のための私たちの取り組み」といっ
た個人単位での取り組みまで、さまざまな論点について議
論しました。
　このように、幅広いテーマを扱うことで日々のニュースの
見方や考え方が変わり、より多角的に社会をとらえる力が
身につきます。また、議論する力はもちろん、プレゼン能力
やメディアリテラシーを養えるのも高安ゼミの魅力の一つ
です。

データから経済情報がわかってしまう!? 学生と共に「歩む」世の中の多彩なデータをさまざまな方法で
解析する

幅広いテーマで幅広い学びを

井上先生は、ゼミ生からは第一印象が「ジ
ブリ映画に出てきそうなお父さん」という
声が上がるような、おおらかでとても優し
い先生です。カリフォルニア大学サンディ
エゴ校を卒業していたり、野村総合研究
所に属していた経験があったりと非常に
優秀…! 学生の考えを尊重し、質問にも手
厚く対応してくれます。また、いつも私たち
の良き理解者になろうと真摯に向き合って
くれるまっすぐな先生です。

金先生は、ゼミ生をときに厳しく、ときにやさしく
指導してくれる姉御肌な性格。甘いものが好き
で、先生の出張土産のスイーツを食べながら
おしゃべりすることもあります。先生は韓国出
身なので、たまに日本語を言い間違えることが
あり、空気が和んでほっこりすることも…。 現
在4年生である2期生が13人入ったときは、1
期生が少人数だったからなのかとっても嬉し
そうでした。2019年度に開講した新しい金ゼ
ミですが、学生と一緒に成長中です!

小森先生は、2018年に成蹊大学に来
られました。統計学を専門とされてい
て、情報科学科のデータ分析系の授業
のほとんどを担当されています。3年次
から始まる卒業研究のテーマ選びに関
しては、学生が興味をもっている分野を
尊重し、データ分析について親身に考
えて助言をくださるので、楽しく卒業研
究を進めることができます。データ分析
に興味のある人は、ぜひ小森研究室へ!

あふれ出る気品、紅茶の香りがして
きそうな仕立てのスーツにどこか無
防備なところのあるふわりとした前
髪。一見厳しそうな見た目とは裏腹
に、英国式ジョークで我 を々笑いの
渦に巻き込みます。議院内閣制な
どの専門分野以外にも、我 が々もつ
政治的疑問に関し、深く幅広い知識
をもって応えてくれる超人です。
みんな大好きですよ。

井上 智夫 先生 金 善美 先生小森 理 先生 高安 健将 先生

文／荒川 航太 （4年）･橋本 ライヤン（4年）
絵／清水 有紗（4年）

文／薄田 侑樹（2020年度卒）
絵／小西 優花（4年）

文／大野 克樹（2020年度卒）･島田 孝一（2020年度卒） 
絵／島田 孝一（2020年度卒）

文／山口 裕太郎（4年）
絵／大谷 和季（4年）
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今回は内定の決まった学生、インターンシップ経験のある
学生4人にインタビュー! 企業面接の準備や
インターンシップで得られたことについて聞きました。
先輩方の経験談、ぜひ参考にしてください!

イベント情報 Career Board [キャリア･ボード]

キャリア支 援 センターからのお 知らせ

先輩のインターンシップの経験談が見られる
サイト。興味をもったら下記URLからアクセス!

http://keyaki3.jim.seikei.ac.jp/info/career/index.html
※学内に設置されているPCからのみ閲覧可能です。

第1回進路･就職ガイダンス（新3年生･院1年生対象）4月Web開催予定
就職活動を行ううえで重視されているインターンシップに向け、皆さ
んに必要な準備やキャリア支援センターの支援体制を説明します。
※詳細はSEIKEI PORTALにて4月上旬に公開予定

理工学研究科2020年度卒
橋爪 蓮さん

経済学部 4年  
伊藤 愛さん

どんな企業に 
内定しましたか?

企業や官公庁で使われるシステムを作っ
ているIT系電機メーカー企業です。

その企業を 
選んだ理由は?

業務内容が自分の研究と
マッチしていたので、
勉強してきたことが活かせると
思いました。お会いした
社員の方々 が仕事に熱意を
もっていたことも決め手の一つです。

仕事の内容は？
WebサイトとSNSを通じて、インテリアを 
販売している企業で、Instagramの運営
や商品の問い合わせ対応をしています。 
また、商品の撮影や撮影に使うアイテムの
セレクトも行っています。

そのインターンシップ先
を選んだ理由は?

インテリアと記事を書く仕事に興味があっ
たからです。以前からInstagramでよく 
見ていた企業で、直接メールで連絡し、 
採用していただきました。

 面接に 
役立ったことは？

MBTのグループワークやプレゼンを通し
て、人前で話すことに慣れていたことです。
自分自身でも質問を想定して答えを準備
したり、受け答えの様子を自撮りして見直し
たりしました。さまざまな企業面接を経験し
たことも実地練習になったと思います。

MBTって何？
丸の内ビジネス研修という
成蹊大学特有の
学部横断型産学連携
プログラムです。

得られたことは 
何ですか？

PCスキルです。普段使う機会の少ない
ExcelやPhotoshopなどのソフトウェアも
使いこなせるようになりました。タイピングの
速度も上がったと思います。また、お客様と
のやりとりを通じてビジネスメールの書き方
なども学ぶことができました。

 やりがいを 
感じるところは?

少人数の企業なので、さまざまなことに 
挑戦させてもらえる点です。
最初はInstagramの運営だけを担当して
いましたが、成果を見せることでほかにも
仕事を任せていただけるようになりました。

どんな企業に 
内定しましたか?

金融系の企業です。カーリースといって営
業車の企業への長期的な貸し出しや整
備などを行っています。授業でリースについ
て学ぶ機会があり、リース系企業に興味
をもちました。

その企業を選んだ 
理由は？

若いうちから活躍できる環境、女性でも長
く働けるような福利厚生が整っていたため
です。

仕事の内容は？
転職･派遣に関するメディアを運営している
会社で、企業を紹介する記事の企画をした
り、ライターとして実際に記事を作ったりしてい
ます。どうしたら書いた記事をより多くの人に
見てもらえるかの調査･データ分析も行って
います。

そのインターンシップ先
を選んだ理由は?

マーケティングに興味があり、実践的に学び
たいと思ったからです。実際に働いて、自分
がベンチャー企業に向いているのかを確か
めたいとも思っていました。

役に立った情報源を
教えてください。

キャリア支援センターでの相談が、働きた
い業界を決める大きな助けになりました。そ
こから就職サイトを使って詳しく調べていき
ました。

面接で大事な 
ポイントは何ですか?

言いたいことを台本のように固めすぎないこ
とです。内容を覚え込んでしまうと、素の自
分が出せなくなってしまうので、キーワード
やエピソードだけ決めて自分の言葉で話
せるように練習しました。

得られたことは 
何ですか？

PCスキルが上達したことです。また、実際
に社会人の方と仕事をすることで、時間内
で業務を終わらせるためにプランを立て
て行動できるようにもなりました。

やりがいを 
感じるところは？

書いた記事をたくさんの人が見てくれたと
きや、社員の方 か々ら新たな仕事を任せ
られたときにやりがいを感じます!

インターン書類選考 内定先を含む
7社でインターン面接 採用面接＆

内定ゲット!

理
系
の

就
活

文
系
の

就
活

WW
ee
bb
マ
ー
ケ

マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
系

テ
ィ
ン
グ
系

今回紹介できなかった
文･法学部の先輩の経験談も見られます!

経済学部2020年度卒
廣瀨 美優紀さん

経済学部 4年 
剱持 遼太さん

企業の説明会に
週1、2回で参加

企業への
エントリー開始

10社ほど
Web面接を受ける

ネ
ッ
ト
通
信

ネ
ッ
ト
通
信

販
売
系

販
売
系

就活･インターン
のあれこれ

成蹊生に聞く! 

もっと知りたい方は
ここにアクセス!!

就職先の
内々定決定!

上旬
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ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

新
入
生
の

     

皆
さ
ん
へ

新入生の皆さん、未曽有の新型コロナの危機的状況に見事に対応し、乗り越
えられてきたことに、心から祝意を申し上げます。世界各国のリーダーも危機
管理能力が問われましたが、そのなかでドイツのメルケル首相は傑出した力を
発揮しました。物理学者でもある彼女は、演説のなかで国民一人ひとりに「あな
た」と呼び掛け、複雑な科学的知見をかみ砕いて説明し、理性的な行動を呼び
掛けながら、不安を抱える国民への共感と一体感を示しました。その雄弁な演
説には、古代ギリシャ・ローマの文化的背景をもつ弁論の力、言葉の力がはっき
りと感じられました。人の心に響く言葉とは、美辞麗句ではありません。自分の
頭で徹底的に考え抜いたかどうか、そのなかにどれだけ熱量を感じられるかど
うかが問われるのは明らかです。
皆さんには、ぜひさまざまな講義やゼミを通じて教員や友人と接するなかで、
心に響く言葉を身につけていただくことを期待しています。

人の心に響く
言葉を身につけよう！
副学長  里村 和秋  SATOMURA Kazuaki

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大学生活がいよいよ始まります。
コロナ禍という大変な時代に皆さんは受験を経験し大学生となりました。私た
ち教員もこの1年間は大学の教育を改めて考える良い経験になり、この状況の
なかで最善の教育を提供できるように工夫を重ねています。皆さんもぜひさま
ざまな大学教育を通して自分を磨いていくようにしてください。大学で勉学をす
るにしても、ほかの活動を行うにしても、皆さんからも積極的に発信していくこ
とが重要です。オンライン授業にしても、対面での授業や実験室での実験実習
にしても、言われるままでなく、どうぞ疑問点や思ったことをぶつけてきてくださ
い。そして皆さん自身で考えてください。大学では社会におけるさまざまな、し
かも簡単には答えの見つからない問題を真剣に考えていくことになります。この
4年間で皆さんが何事に対してもしっかりと考え、個性を磨き、成長されていく
ことを願っています。

この時代の大学で学ぶには
副学長  坪村 太郎  TSUBOMURA Taro

新入生の皆さん！ ようこそ成蹊大学へ。大変な状況のなかで入学を勝ち取った
皆さんの努力を讃えたいと思います。現在の新型コロナウイルスのパンデミック
は、人々の価値観や世界の秩序などを大きく変えようとしています。この状況
は我慢していれば元に戻るというものではなく、多くの不可逆的な変化を含ん
でいます。AIに象徴されるような情報通信技術の飛躍的な発達を背景にして、
新しいものが次 と々創造されています。尖ったスキルやアイデアをもった人々が
チームになり、激しく変化する社会状況に立ち向かっています。社会で活躍し
ていくためには、このようなチームのメンバーに選ばれる（必要とされる）人材に
なっていることが求められます。どうすればメンバーに選ばれるか。ずばり、チー
ムに貢献できるスキル、知識、個性をもっていることです。成蹊大学で、ぜひと
も自分らしい個性を磨いていってください。私たちも全力で応援します。

チームに選ばれる
人材になることを目指せ
学長  北川 浩 KITAGAWA Hiroshi

新入生の皆さん、成蹊大学へのご入学おめでとうございます。
DX（デジタル・トランスフォーメーション）やSX（サステナビリティ・トラ
ンスフォーメーション）という言葉をご存知でしょうか。今、日本の社会
はDX、SXの合言葉のもと、かつてない勢いで変化に向けて動いてい
ます。これまでの時代と何が変わって何が変わらないのか。何を変え
てはいけないのか。そのなかでいかに行動していったら良いのか。そ
ういったことを見抜く能力が私たちに求められています。こうした時代
状況の変化に対応すべく、伝統ある経済学部のカリキュラムは2020年
春、全面的に刷新されました。新しい経済学部に入学された皆さんに
は、大学生活のなかで、とことん考える力を働かせるとともに、人とつ
ながる力を培っていただき、社会の中で力強く、そして有意義に生きて
いく術を身につけてもらいたいと心から願っています。
経済学部の教員一同、皆さんの人生を応援しています。

変化する時代のなかで
生き抜く確かな力を！
経済学部長  小田 宏信  ODA Hironobu

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。経営学部は2020年度
に始まった新しい学部で、今年入学された皆さんが2期生となります。
歴史が浅い学部ということは、皆さん一人ひとりのこれからの活躍が
経営学部の新しい歴史を創り上げていくうえでとても大きな役割を果
たすことを意味しています。さて、ほとんどの新入生にとって経営学は
初めて学ぶ学問だと思いますが、経営学を効果的に学ぶには2つのコ
ツがあります。まず、経営学の研究対象は企業だけではありません。
サークルや家族、学校などの組織も研究対象になるので、皆さんにとっ
て身近な組織を想定して具体的に考えることが大切です。もう1つは経
営学では正解は1つに限らないことです。組織が進む道はさまざまであ
り、1つが正解で残りは不正解と考えるべきではありません。身近な組
織を想定し、幅広い観点から多様な答えを見つけること、この2つを心
がけてこれからの4年間をどうか楽しく学んでください。

経営学を学ぶ２つのコツ
経営学部長  上田 泰  UEDA Yutaka

４月から成蹊大学生となった皆さん、入学おめでとうございます。
大学入試改革をめぐる混乱や新型コロナウイルス感染症の影響を受
けてきた皆さんのなかには、進学先が決まり安堵する一方、これから
の大学生活に不安を抱いている方もいることでしょう。実際、これまで
通ってきた「学校」と大学の違いに戸惑う方は少なくありません。という
のも大学では、既存の知識を身につけること以上に新たな知識を生み
出すこと、既存の問いに答えること以上に新たな問いを立てることが
尊重されるからです。
研究の場である大学では、勉強自体が目的なのではなく、勉強したこ
とを、新たな知識や問いを生み出すために使いこなすことが求められ
ます。勉強は素振り、研究は試合に例えられるでしょうか。試合は緊張
を伴いますが、そのなかでしか体験できない楽しさもあるはずです。
皆さんが良い意味での緊張感のなかで、大学という知の実践の場を存
分に楽しまれることを願っています。

成蹊大学へようこそ！
文学部長  見城 武秀  KENJO Takehide 

新入生の皆さん、入学おめでとうございます！
新型コロナの影響のなか、大きな不安を抱えながらの入学となりまし
た。しかし、視点を変えれば、現在は、法学または政治学のセンスを
磨く大きなチャンスといえるかもしれません。未曽有の危機に直面して、
現在、国際社会、そして一国の政府、さらに一人ひとりの個人がどのよ
うな意思決定をし、どのような行動をとるのかが問われています。そし
て、これらの対応のすべてが、優れた法学および政治学の検討対象に
なるのです。なぜなら、さまざまな困難な社会的課題に対して、もっと
も合理的な解決のルールや仕組みを考えるのが法律学や政治学にほ
かならないからです。皆さんには、ぜひこのような問題意識をもって、
現在の危機のなかで起きているさまざまな現象について冷静に観察
し、自分なりの解決策を考えてみてほしいです。
危機をチャンスに変えて自分を大きく成長させる大学生活となるよう、
心よりお祈りします。

危機をチャンスに
法学部長  金 光旭  KIN Kougyoku 新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。

進化論の提唱者である学者ダーウィンの名言に「生き残る種とは、最も
強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく
適応したものである」があります。

「変化」という言葉だけが注目されがちですが、非効率で、無駄で、役
に立たないことを多く身に付けておくことが、突然の社会環境の変化
に速やかに適応するうえで、必要不可欠であることを示唆しています。
大学での学修は分量が多いので効率よく学ぶ必要があります。しかし
ながら、非効率で無駄ななかに重要なことが隠されているかもしれま
せん。効率の追及や無駄を省くあまり、いちばん大切な「大学を楽しむ」
ことができず、結果的に学業や自らの成長に影響するかもしれません。
今後の社会は、これまで以上に変化のスピードが増すとともに激しくな
ると予想されております。ときには非効率で無駄なことにも時間を割い
てみてはどうでしょうか？

ときには非効率で
無駄なことも
理工学部長  小池 淳  KOIKE Atsushi
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学 生 掲 示 板

※学生掲示板に告知記事を掲載希望の方は学生広報委員会 mail ：seikeiuniv.officialzelkova@gmail.comまで!

※体育会団体について 
興味がある方や質問のある方は、
体育会本部員にお尋ねください。

［体育会本部］
Email：seikeitaikukaihonbu2017@gmail.com

@suv_tho
seikei_sports_official

来たれ、体育会。来たれ、体育会。来たれ、体育会。
挑戦しよう本気なら。青春はまだ、君の隣にある。
来たれ、体育会。

WITHコロナ ZELKOVA98号 編集後記

制作時編集長! 
特集ページを2つ兼任!

取材を快く受けてくれた成蹊生や積極的
に活動に参加してくれた広報委員のメン

バー、そして徹底的にサポートしてくださる大学事務局の
方々。離れていたからこそ、周りの方からの支えを実感しま
した。隅から隅まで見て、楽しんでいただけたら嬉しいで
す！ 4年 峯元

ゼミ・キャリアページの
リーダー!

記事作成を通して貴重な経験をさ
せていただきました。取材させてい

ただく学生さんや、同じ記事を作るメンバーとの連
絡手段はすべてオンライン。慣れない環境での作業
でしたが、ためになる記事を作れたのではないかと
思います。 3年 飯塚

制作時は1年生! 
イベント取材を担当!

私は文化会成果発表会の取材に
行ったのですが、実はその日がメン

バーとの初対面でした。オンラインで活動する難し
さもありましたが、ZELKOVA愛にあふれる仲間た
ちのおかげで、楽しく活動することができました！
 2年 浅賀

新メンバー募集新メンバー募集

学 生 広 報 委 員 会学 生 広 報 委 員 会

私たち学生広報委員会は、学生主体で成蹊大学の魅力を発信する発足４年目の団体です。昨年度は、学内広報誌
『ZELKOVA』の制作に加え、公式 Twitterや Webサイトの運営もスタート。大学公認の団体なのでサポートも手厚く、幅広

い広報活動ができるのが魅力です! アットホームな雰囲気のなかで楽しくやりがいのある活動をあなたも一緒にしませんか ?

けーやん

WHAT IS 学生広報委員会 ?

学内広報誌
『ZELKOVA』

Web サイト
『Seikei Realife』

公式 Twitter
＠officialzelkova

けーやんポーズ！！

欅祭参加団体募集

欅祭に参加して
もっともっと楽しい大学生活を!
今年も11月の終わりごろに欅祭を開催させていただく予定です。
そこで我々欅祭本部では欅祭に参加していただける展示・模擬
店団体を募集しています。参加にあたり重要な説明がございます
ので、参加を検討している団体は、第一回総責任者会議に必ず
参加してください。
第一回総責任者会議の日程などはこのような状況下であるた
め、まだ確定してはいません。追ってポータルなどで連絡しますの
でそちらをご参照ください。
■参加資格のある展示団体
体育会所属団体･文化会所属団体･サークル･通年ゼミ･有志

■参加資格のある模擬店団体
体育会所属団体･文化会所属団体･サークル （※公認後1年以上活動している 

団体） ･通年ゼミ ※原則として外部団体の参加は認められません

【質問・お問い合わせ】
成蹊大学欅祭本部（学生会館3階） 
TEL:0422-51-6102　Email：keyaki.fes@gmail.com  
URL：https://keyakifes.com/   @seikeikeyaki_60     

仲間と過ごす時間は、一生の宝物です!
君もその一員になろう!

学内運動
競技大会 開幕

負けられない戦いがそこにある!
スポーツを通して学年、学部、サークルの枠を超えて戦う唯一の
大会です。毎年、熾烈な戦いが繰り広げられます。
たくさんの方に楽しんでもらえるよう、さまざまな競技を用意して
います。そこで勝ち上がると秋に行われる「四大戦」の参加資格
を得られる競技も!
皆さま、奮ってご参加ください!
感染対策を万全にし、お待ちしております!

第71代体育会本部委員長 山方 勇輝

■競技内容：サッカー･テニス･バドミントン･卓球･フットサルetc...
詳しくは体育会本部よりご案内致します。

【お問い合わせ】
体育会本部  Email：seikeitaikukaihonbu2017@gmail.com

第60回 第62回
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学長室総合企画課 
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 編集・発行：

 〒180-8633　東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1
TEL：0422-37-3531　FAX：0422-37-3883　　　E-mail: zelkova@jim.seikei.ac.jp　

成蹊大学 学生広報委員会・

Twitterも見てね！

【活動内容】 
成蹊大学学内広報誌『ZELKOVA』の制作
Webサイト『Seikei Realife』の運営
公式SNSの運営
それぞれ編集、企画立案、取材撮影、原稿執筆、 
校正などを行っています。※本活動はアルバイトではありません。

【活動日】 
週1回 全体ミーティング
担当班ごとに制作に合わせて随時活動 ※曜日・時間は未定

【ZELKOVA事務局】 
本館2階 成蹊大学学長室総合企画課  
電話番号：0422-37-3531

成 蹊 大 学 学 生 広 報 委 員  募 集 要 項
【応募資格】
成蹊大学1～4年生（性別・学年学部不問）

「雑誌が好き」「編集に興味がある」「デジタルなことがしたい」
「SNSでの発信が好き」「コミュニケーションが好き」「カメラに 
興味がある」そんな皆さんの入会をお待ちしています!!

【応募方法】 
入会希望･ご興味のある方は、お気軽に下記連絡先まで!
Mail: seikeiuniv.officialzelkova@gmail.com
Twitter: @officialzelkova
・学部・学年・氏名
・入会したい/興味がある旨（理由もあれば）
この2点を書いてご連絡ください!!

告知記事も
随時募集中
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練習風景
オンオフしっかりしています。

リーグ戦

体育会
ハンドボール部
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活動場所  大学体育館

Information

　　＠seikei_hand

夏休みに行われる2泊3日の合宿。多くの大学
が参加する大会も開催されます。

リーグ戦は春と秋の年2回。
新入生は入部後すぐの春季リーグから
出場チャンスあり!!担当／竹村･永田

活動日    月･金･土
代表者    法学部4年 佐藤 幹太  　 

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! 体育会ハンドボール部です。私たちハン
ドボール部では、1～3年生が現役で活動しています。先輩
と後輩の距離がとても近く、アットホームな雰囲気の部活動
です。練習は週3日なので、アルバイトをしながら勉強と部活
動を両立できます。また、上級生が基礎からハンドボールを
教えていくので、初心者の方も成長を感じることができる環
境です。
他大学との交流もあり、土曜日にはよく練習試合を行うた
め、実践的な経験も積むことができます。現在私たちは、関
東学生ハンドボール連盟の7部あるリーグのうち、4部に所属
しており、3部への昇格を目指して日々 練習に励んでいます。
あなたも一緒に、ハンドボールを楽しみませんか?
  文／理工学部3年 澁谷 拓実

夏合宿

試合に向けて
日々特訓中。
猪突猛進!!
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