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Q1. 日本に来て困ったことは?
A1. 漢字が全然できないから、
       はじめて銀行に行ったときは大変でした……。
Q2. 将来の夢は?
A2. 日本で英語の先生になりたい。
Q3. 成蹊生へメッセージ
A3. オーストラリアの自然はとてもキレイで、
      人は世界で一番優しいですよ!　
       ぜひオーストラリアに遊びにきてください!

Q1. 日本に来てビックリしたことは?
A1. 複雑なゴミの分別!
Q2. 留学生活でチャレンジしたいことは?
A2. 富士山や御嶽山など、日本の山に登ること。
Q3. 吉祥寺のお気に入りスポットは?
A3. Climbing gym VOLNY、井の頭恩賜公園

Q1. 日本語を勉強しようと思ったキッカケは?
A1. 日本のアニメ。「風の谷のナウシカ」が大好き。
Q2. お気に入りの日本文化は?
A2. 祭り。吉祥寺秋祭り、すごく楽しかった!
Q3. 好きな日本食は?
A3. カレーパン、メロンパン

Q.ニックネームは?
Q. 好きな日本語は?

Q. 好きな日本食は?
Q. 日本に来てビックリしたことは?

Q. お気に入りの
    日本文化は?

夢に向けて、

1UP!

留学で新しい発見！！

ウェルカム
パーティ

ハロウィン
パーティ

国際交流
バスツアー

English 
Chat Time

「学生のうちに一度は留学してみたい」という人は多いのでは?　
そんな皆さんに役立つ留学事情を大調査！
成蹊大学で学ぶ留学生5人へのＱ＆Ａ!　
さらに、成蹊大学から海外へ、
短期・中期の留学を経験した学生にインタビューを行いました。

昨年5月と9月に行われた
ウェルカムパーティでは、新
たに成蹊大学へ仲間入りし
た留学生をお迎えしました。
チーム対抗のゲームで盛り
上がったりと、にぎやかな雰
囲気で行われました!

留学生・日本人学生ともに仮
装をして参加します。文化の違
いからか、日本人と比べると留
学生の仮装は気合いが入って
いて、とてもクオリティーが高
いです!

年２回催行される留学生との
バスツアー。昨秋は栃木県日
光へ! 高さ97メートルを誇る
華厳ノ滝に圧倒されたあとは、
東照宮に。三猿との記念撮影
を楽しんだりと、思い出に残る 
1日となりました。

週5日お昼休みなどに1号館
2階で実施されています。テー
マに沿って話し合ったり、ゲー
ムをしたりしています。誰でも
参加でき、リラックスした雰囲
気で英会話を楽しめます!

出身国：ベルギー

フロリアン ヴァイダートさん
出身国：オーストラリア

サレイ クックさん
出身国：イギリス

オリエル アグラノフさん
出身国：フランス

エマ クロドさん
出身国：シンガポール

リー グォ イーさん

年間イベント

Studying Abroad?

成蹊大学では、年間を通して留学生と交流できるイベントがたくさんあります。
日本にいながら留学気分を味わえるかも！？  詳しくは 1 号館 2 階国際課まで。

Q1. 成蹊大学でお気に入りの場所は?
A1. Family Mart（トラスコンガーデン）。
       海外の大学にはコンビニがないから。 
Q2. お気に入りの言葉は? 
A2. 「すみません」。いろんな場面で使える
        便利な言葉!
Q3. 成蹊大学の印象
A3.  出身国のシンガポール、移住した 

オーストラリアと日本と比べたら、 
やっぱり日本の大学がいいな。 
にぎやかで明るくて学生生活を 
エンジョイできます。

Exchange Student'S EventS

Q1. 成蹊大学に来た理由は?
A1. ドイツ人の先輩から、成蹊大学は授業が
　　おもしろくて学生がとても優しいと聞いたから。
Q2. おもしろかった授業、先生は?
A2. 「成蹊グローバルセミナーB」の小田切先生、
　　「日本の歴史と文化B」の有富先生
Q3. 大学生活でチャレンジしたいこと、将来の夢は?
A3. 日本語のアクセントを勉強して、
　　日本人のように話せるようになること。
　　将来は通訳者になりたい!

企画•取材・文／肥田•相原•松本•稲福•峯元　取材協力／法学部3年　佐藤 鈴誉さん

Youは何しに成蹊へ？
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ホームステイを通じて異文化を理解し、英
語力を向上させたい。そんな思いから、
留学を希望しました。モナシュサマース

クールは他のプログラムとは違い、成蹊大学の　
１年生100人程度が参加し、たくさんのプログラ
ムを通して同じ意識を持った友達を作れるところ
に魅力を感じ、参加してみようと思いました。
　オーストラリアで過ごした1ヵ月間は、プラスの
意味でもマイナスの意味でも想像以上のもので
した。バスを乗り過ごして迷子になったり、お風呂
で温度調節がうまくできず真冬に水で体を洗っ

たり……。たくさんのハプニングに見舞われたの
ですが、学校のクラスやその友達、そしてオースト
ラリアのおおらかな風土のおかげで、ノビノビ過
ごすことができ、ホストファミリーとも自然体で打
ち解けることが出来ました。
　この留学期間を思い切り楽しむなかで、リスニ
ング力が行く前よりもアップ! この機会にTOEIC
のスコアも上げたいと思っています。また、今後
は短期だけではなく中期の留学も視野に入れ
て、さまざまなことに挑戦していきたいです。

英語力だけではなく
自主性も身につく

私はもともと英語が好きで、いつか留学
したいと思っていました。このプログラ
ムには、語学研修とインターンシップ

でたくさん英語を話す機会があったので、そこに
惹かれて選びました。
　インターンシップは人によって内容が違います
が、私は旅行代理店で仕事をしていました。実際
にアイルランドで仕事や生活をして驚いたのは、
人がとても優しいこと。些細なことでも困ってい
たら、いろんな人が助けてくれました。また、時間
の使い方がゆったりしているので心に余裕があ
り、「ありがとう」や「ごめんなさい」を忘れない国
民性が素敵だなと印象に残っています。
　英語は上達した一方で、語学学校やインター
ンシップ先で同僚や友達と接する機会にあまり

恵まれず、1人で考える時間が多かったようにも
思います。想像していたことと違うこともあったけ
れど、その環境のなかで何ができるかを考え、そ
れを最大限に努力して取り組むことを大切にして
いました。そのおかげか１人で旅行するなど、自
主性も身についたと思います。インターンシップ
を経験して、「海外に日本の良さを広める仕事を
したい! 」という新しい目標もできました。

留学って楽しい? 不安? 人生が変わる?
その疑問に答えるべく成蹊大学の協定留学に行った
2人の留学ライフを紹介します。 
山あり谷あり、どんな経験をしたのでしょうか?

Schedule

6:00

8:30

12:15

17:00

18:00

20:00

21:00

23:00

文学部2年　
内山 優花さん

文学部4年　
芳野 真由香さん

1  ブレイ。海のそばに丘を登れるハイキングコースも
あって景色がすごくキレイな場所。 

2  冬は保湿クリームと防寒用ダウン。あると便利なの
はビニール袋（ちょっとしたときに使える! ） 

3  乗るはずの飛行機がストライキで急遽キャンセルに
なったこと。

1  ルナパーク。乗り物がたくさんあるカラフルな遊園地
で、すぐ近くにはビーチも! 

2  保湿クリーム、ウェットティッシュ、寒暖差に対応でき
る服。

3  お風呂の温度調節が難しく、冷たい水しか出なかっ
たこと。

1  コッツウォルズの街並み。はちみつ色の家が可愛く
て絵本の中にいるみたいだった! 

2   夏でも寒暖差が激しいので長袖があると便利。
3  地下鉄の料金が高く、移動も多かったために交通費

が思ったより高くついてしまったこと。

1  マラッカ。なんでもそろう観光地で、街並みがかわいい!
2　ウェットティッシュやポケットティッシュをはじめとした

ティッシュ系、インスタント食品。 
3 　滞在していた寮の部屋の鍵とクーラーが壊れたこと。

1  フロリダ。景色がキレイでアジア人が少なく、どの季節
に行っても暖かい!

2   洗濯用品（ネットや洗濯バサミなど）、ティッシュ（日本
の方が断然質がいい）。 

3  留学先のシカゴが冬になると－30℃になる極寒地
だったこと。

1  ビクトリアのダウンタウンの街並み。すごくキレイでお
すすめ。水上飛行機が飛んでいてシアトルへ手軽に
行ける!

2  夏は日差しが強いので、日焼け止めとサングラスは
必須。

3  Farewell Partyは私服と聞いていたのに、ドレスが必
要になり予想外の出費に。 

Ireland
Dublin City University

Studying Abroad?

放課後、大学のグラウンドにて。爽やかにスポーツ ! ともに授業を受けてきたクラスメイトと。メルボルンの夜はとてもキレイ ! インターンシップにて。ホテルをブッキング中。週末に友達とシドニーへ♪

古さと新しさが共存するメルボルンシティ。

アイルランド西部、中世の雰囲気を残すゴールウェイ。

授業後、仲良しメンバーでパブへ♪

■学校

■インターンシップ

プラスの意味でもマイナスの
意味でも想像以上

企画•取材・文／肥田•相原•松本•稲福•峯元

サマースクール 
モナシュ大学

（オーストラリア） 

中期協定留学 

ダブリンシティ大学
（アイルランド）  

Australia
Monash University

Ｑ＆Ａ 知らなきゃソンする⁉ 行ってみないとわからない6ヵ国のアレコレ留学経験者に聞いてみました!留学事情 1 おすすめのスポット　 2 必需品 　3 ハプニング 

アイルランド オーストラリアアメリカ カナダイギリス マレーシア 

睡眠

準備・通学

授業

友人と
お出かけ

夕食

宿題

シャワー

自由

7:00

9:00

13:00

15:00

18:00

19:00

21:00

22:00

睡眠

準備・通学

授業
宿題

クラスメイトと

学校のパブへ

夕食

映
画鑑

賞

自
由

7:00

10:00

17:00

16:00

18:00

22:00

睡眠

準備・通勤

インターンシップ

帰宅

ホストファミリーと
ごはん

自由

Schedule

Ｑ

A

Youは何しに海外へ？

留学に興味を持ったら、
1号館2階国際課まで！
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“キャリセン”でデキる 　　 こと

文学部4年　
岡本 麻佑さん
ゼネコン 内定

Let’s build your career together!

キャリア支援センター
活用編

テーマ:

成蹊大学にはキャリア支援センター（通称：キャリセ
ン）という、就職活動などをサポートしてくれる場所が
あります。ここではさまざまな支援が行われているので
すが、「行ったことがない…」、「何をするところなのか
わからない…」という人も多いはず。そんな成蹊生に向
けて、キャリセンでデキることを紹介します!

キャリセンに入って左側を
見ると棚がずらり。ここには
企業ごとにファイリングされ
た求人票や、ここでしか見
られない先輩たちの活動
記録が。成蹊生のための
お宝資料が満載です!

キャリセンの外にある掲示板。資料が
たくさんありますが、実はジャンルごと
に整理されていてどんどん新しいもの
に更新されているのです。インターン
シップ情報もたくさん!

進路の悩みは1人で考えていても、
なかなか答えが出ないもの。そんなと
きは他の人の意見を聞くと視界が開
けるはず。キャリセンに行けば、成蹊生
の就職について親身になって考えて
くれるスペシャリストの職員さんに相
談に乗ってもらうことがデキます!

どんな質問をしたらいいの? 

資料閲覧コーナーで
たくさんのお宝資料を見ることがデキる!

掲示板で
最新の情報をCheckデキる!

就活のスペシャリストと
個別相談デキる!

企画･取材･撮影・文／大勝･諸井･小野瀬    ZELKOVA 2019. Spring     7

気になる企業を見つけたらPCス
ペースへ。求人票や活動記録は
キャリセン外へ持ち出すことができ
ないので資料を見ながら調べられ
るのはココだけ!

気になる情報は
PCスペースで
すぐに調べることがデキる!

Q.どんな相談・質問が多いですか?
A.   ・インターンシップについて　・業界研究の進め方がわからない
    ・エントリーシートの書き方　・面接の不安　などさまざまです。

Q.「就活って何をしたらいいの? 」という学生にメッセージを　
　　お願いします。
A.   まずは、自分が興味のあることは何か考える、社会にはどんな業

界があるのか調べてみるといったことから始めてみましょう。ひと
つでも疑問が浮かんだらぜひキャリセンに相談しに来てくださ
い。何度でも歓迎します。一緒に疑問を解決していきましょう!

1.まずは予約
●  Seikei Unicareer 
（3年生12月から）

●  キャリセン内の受付スペース 
のどちらかから予約することが 
できます。

2. いざ相談へ！
短い時間なので聞きたいことを
具体的に考えてから行くことが
ポイント。「どんな質問をしたら
いいの？」という人はこのページの
左下にあるQ&AコーナーをCheck！

キャリア支援センター  
吉田 仁美 さん

キャリセンQ&A

キャリセンに入るには
学生証が必要になります。

忘れずに!

Let's 

Go！！

4つの　

キャリセンMAP
(1号館1階）

入口

資料閲覧コーナー
PC
スペース

個
別
相
談
受
付

掲示板

2　

1　

4

3

相談時間は15分

「Webでは
予約がいっぱいだけど

直接行ったら空きがあった! 」
なんてことも。

キャリセンは、4年生が
行くところと思っていましたが、
他の学年にとってもためになる
発見がたくさんありました!

一緒に考えましょう！

学生広報委員会
小野瀬 菜奈

2　1

4

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。

第28回全日本テコンドー選手権
大会。写真はマッソギ（空手でい
う組手の競技）。団体戦で優勝。

2018年AbemaTV「格闘代理戦争」1stシーズン1回戦。

洙
ス

聖
ソ ン

Profile
経済学部2019年卒。2017年度成蹊大学賞スポーツ部門受賞。
9歳からテコンドーを始め、20歳のときに総合格闘技に転向。テ
コンドーでは第28回全日本テコンドー選手権大会にて、マッソ
ギ・トゥル※で団体戦優勝。第29回全日本テコンドー選手権大
会、東日本予選会男子マッソギ64kg級にて優勝。総合格闘技で
はAbemaTV「格闘代理戦争」に2回出演し、以来、期待の新星と
して注目されている。

さん

テコンドーから総合格闘技へ

　保育園に通うころから、テレビでK-１やPRIDEを見て、「自分も強くな
りたい」と格闘技に憧れるように。最初は格闘技をやることを両親から反
対されましたが、韓国人の父から韓国の武道であるテコンドーならば、と
勧められ12年間続けてきました。 
　20歳になり、強く憧れていた総合格闘技へ転向。幼いころからテレビ
で試合を見ていた故・山本KID徳郁さんのジムに入り、共に練習をする
など親交を深め、テレビ番組の試合に推薦していただきました。以来、取
材等の露出が増え、ありがたいことに応援していただくことも増えました。
転向して1年。まだ満足できる結果を出せていないので、周囲の方の期
待に応えられるよう、頑張りたいです。 
　総合格闘技へと転向したことで、毎日の練習は楽しいのですが、一か
ら覚えなければならないことも多く、学業との両立はハード。友達からの誘
いを断ることが辛いときもありました。ただ、大学に入っていろいろな経験
をしたことで、自分のやりたいことは格闘技であり、格闘技を通して自分を
表現することだと改めて気づきました。

成蹊生に今「伝えたい」こと 

　今の大学生はやりたいことが見つかっていない人が多いように思いま
す。自分自身も、最初はアルバイトをたくさんやったり、遊んだりもしました。
いろいろな遠回りをしたけど、心の奥底には「総合格闘技をやりたい」と
いう気持ちがずっとあった。はたから見たら年齢的に厳しいと思われる
選択でも、「年齢なんて関係ない、自分の直感に従ってみよう」と、総合
格闘技へ転向しました。人生、悔いのないようにやりたいことを見つけて、
トライしてみることが大切だと思います。やりたいことを犠牲にして、安定を
求めて企業に就職するためだけに大学に行くというのは、自分の可能性
を狭めてしまうかもしれません。判断に迷ったら、周囲の声よりもまず、自分
の直感を信じてみてください。
　今後は総合格闘技の世界チャンピオンになって、クリエイティブでオン
リーワンの存在になるのが目標です。一つの考えに固執せず、広い視野
をもち、さまざまな体験や挑戦からインスピレーションを得ることで、自分に
しか表現できないパフォーマンスに繋げられたらと思います。 
　また、勝負では結果も大事。挫折することもありますが、諦めずに突き
進んだらきっと、その先に求めていたものが見えてくると思います。

「
ク
リ
エ
イ
ティ
ブ
で
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
存
在
に
」
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個別相談を受けるには？
求人資料棚

※マッソギ…「組手」、いわゆる実戦を想定した模擬訓練のこと。
　トゥル… 空手などでいう「型」のこと。決まっている型の美しさを競う競技。

お役立ち情報満載！   キャリア支援センターツイッター　　SEIKEI_career



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、学生生活を充実させてくれる楽しいイベントが盛りだくさん‼ 
先輩たちが魅力を紹介してくれました!

みんなで一緒に楽しもう! 

6・10・12・3月

9・10月

12月地域清掃活動

秋の図書館イベント

成蹊大学賞授賞式

漕艇部所属 成蹊レガッタ運営責任者　

野尻 啓太さん（理工学部3年） 

学内運動競技大会責任者　

藪原 建生さん（経済学部3年）

欅祭本部委員長　

神里 友太さん（文学部3年）

第70回四大戦実行委員長　

山﨑 淳史さん（法学部4年）

ゼミ（演習）や部活などで5人のチームを作り
力を合わせて船を漕ぎます。
初心者も多いので、水上はハプニングの連続！
毎年約150団体が参加し、熱く盛り上がります。

「いつもお世話になっている吉祥寺の街をキレイにしましょう」をテーマに、吉祥寺の街を
清掃しています。普段あまり話す機会のない学生や教職員の皆さんと話せ、コミュニケー
ションの輪が広がるかも! ぜひ一度参加してみてください。詳しくはQRコードにて。 

学生がみんなに読んでもらいたい本を実際に書
店で選ぶ「ブックハンティング」や、学生が影響
を受けた本、皆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た「書評＆キャッチコ
ピーコンクール」など、図書館ではおもしろいイベ
ントを随時開催! 

前年12月から11月までの期間を対象に、他の学生
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」「環境学術活動」の各部
門別に表彰しています。ぜひ応募してみてください。

「けやきグラウンド」で開催される夏の学内運動会! 
陸上競技だけではなく、障害物競争や綱引き、
さらには球技競技も実施。部活、サークル、研究室、
クラスなどさまざまな有志団体が参加できます。

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。今年は、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ほか、誰でも参
加できる一般種目、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る
ので、ぜひ注目してみてください! 

部活や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ダンスサークルのパフォーマン
スやライブなど、バラエティ豊かなイベントが
盛りだくさん☆

多くの団体が参加する本大会
は、国内最大級の学生レガッ
タです。このイベントは力のあ
るチームが必ずしも勝つわけ
ではありません。勝利への鍵は
チーム一丸となって漕ぐこと! 
私たち漕艇部も一緒に船に乗
り、全力でサポートします! 船
を漕ぎ、仲間と最高の思い出
を作りませんか? 

学内運動競技大会は成蹊
大学の伝統的な行事です! 
毎年さまざまな団体が参加
して盛り上がっています。学
内運動競技大会に参加し
て、部活やサークル、いろい
ろな仲間とともに楽しみませ
んか? 実行委員一同皆さん
のご参加お待ちしておりま
す!

今年で58回目を迎える伝統ある一大
イベント! 総勢150人以上の欅祭本部
員をはじめ、約100の参加団体の皆さ
んの協力のもと、一丸となって創り上
げる華やかな欅祭、ぜひその目で確か
めてみてください!

今年の第70回四大戦は、成
蹊大学にて開催します。本部
員らとともに運営がスムーズ
にいくよう頑張ります。昨年
は総合2位と悔しい思いをし
たので、今年こそ総合優勝を
目指して頑張りましょう！

仲間と一緒に
汗を流そう！

（昨年の四大戦スコア）

本活動日は
コチラ。

総合
（正式種目と

一般種目の合計）
正式種目 一般種目 教職員種目

1位 学習院大学
146.5 点

学習院大学
96.5 点

成蹊大学
54.0 点

学習院大学
10 点

2位 成蹊大学
135.0 点

成蹊大学
81.0 点

学習院大学
50.0 点

成蹊大学
9 点

3位 成城大学
108.5 点

成城大学
69.0 点

成城大学
39.5 点

成城大学
6 点

4位 武蔵大学
92.5 点

武蔵大学
63.0 点

武蔵大学
29.5 点

武蔵大学
5 点

2019 Event  Calendar

2019 Event  Calendar

2019 Event  Calendar

漕艇部が
全力で

サポートします! 

今年は成蹊で
開催します! 
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5 ５月 28 日　
成蹊レガッタ（学内競漕大会）

May
７月 5 日・6 日　
学運（学内運動競技大会）7 July

2019 Event  Calendar

10 月 18 日〜 20 日　
四大戦

（四大学運動競技大会）10 October

11 月 23 日・24 日　
欅祭（大学祭）11November

昨年のグッズ
オリジナルTシャツ  

精一杯
盛り上げます!

編集／金井
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　学校の帰り道、成蹊生なら一度は目にしたことがあるだろう。ここ吉祥寺に
は、“ココマルシアター”という映画館がある。レトロな外観、温かみのあるおしゃ
れな雰囲気につつまれた小さな映画館だ。
　「映画好きが集まれる場をつくりたい」、「感動を共有できるコミュニケーショ
ンの場をつくりたい」という総支配人の熱い思いからオープンした”ココマルシ
アター”。カルチャーの発信地として、地域に根付いた映画やお客さまの声を受
けて公開している映画などが上映されている。また、トークイベントやこだわりの
カフェメニュー、ゾウのはな子が迎えてくれるカフェスペースなど、多様な魅力が
あるのもここならでは。
　近年、スマートフォンやテレビなどでも気軽に映画をみることができるように
なったが、映画館に行き、大
きなスクリーンでみることで、

「新たな世界」との出会い、
「感動」や「人」との出会いが
広がってゆくはずだ。一度訪
れたらまた行きたくなる、そん
な映画館に足を運んでみては
いかがだろうか。

ゾウのはな子も待っています！

吉祥寺にゆかりのある

注目作品が目白押し。魅力的なミニシアター。

全員巨匠！見応えがありました。

デジタル上映ができるミニシアター。

丸の内の一角に佇む、三菱一号館美術館。

　「アメリカでは銃乱射事件がしばしば発生し、世
論も穏健な銃規制に賛成している。にもかかわら
ず、銃規制が進まないのはなぜだろうか? 」「アメリ
カで、進化論や人工妊娠中絶をめぐる問題が大
争点となるのはなぜだろうか? 」「アメリカは民主
主義を体現する国だといわれている。にもかかわら
ず、選挙の際の投票率は低い。なぜだろうか? 」
　皆さんの中にも、このような疑問を持ったことの
ある人はいるのではないでしょうか? 

　私たち日本人にとって最も身近な国のひとつなの
で、アメリカについて、すでになんとなく知っているよう
な感覚があるかもしれません。しかし、メディアの報

道を見ると、残念ながら誤った情報が流布しています。
　そこで本書では、2019年法学部政治学科卒業
の黒山 幹太さん、清水 美輝さん、吉積 たまきさん
の協力を得て、アメリカ政治の基礎知識を語り口
調で記しました。
　ゼミでアメリカ政治について学んでいた彼らに、
アメリカ政治について多くの方が知りたいと思って
いるのではないかと思われる素朴な疑問や、学ぶ
なかで生じてきた疑問や感想などを挙げてもらい、
それを中心に議論を組み立てています。
　聡明な学生さんのおかげで完成した本書、多く
の人に手に取っていただければと思います。

　享保期に摂津の津門村に生を受けた幸という女
性が主人公です。享保の大飢饉、幸に学問を与えた
父の死、そして幸に学問を続けさせてくれた大切な
兄の死。幸の身にさまざまな不幸が降りかかります。
　母と妹と別れ、9歳で女衆として奉公した「五鈴
屋」。「五鈴屋」を守ってきた先代の母である富久。そ
して富久の孫で現店主4代目徳兵衛、次男で商才は
あるが情がない惣次、商才はないが読書家の智蔵、
同じ女衆のお竹とお梅。たくさんの出会いが、幸のこ
の先の運命を変えることになります。
　慣れない商家で学問など必要がない女衆であり

ながら、番頭の治兵衛に商いの才能を認められ、「商
いは詐

いつわり

なり」という父の教えに反して、しだいに商い
に惹かれていきます。本当に商いは詐なのか。一生を
かけて歩んでいくべき道なのか。当時の大阪は「女名
前禁止」という掟があり、どんなに商才があっても、女
性が店の主人になることはできませんでした。女であ
る幸がいかにして、その商才をふるっていくのか。
　読んでいてワクワクするような物語になっていま
す。時代小説と聞くと、抵抗があるかもしれませんが
この本はとても読みやすいです。最近、元気が出ない
なと思っている人にオススメしたい1冊です。

BOOK
Looking around 

KICHIJOJI
これだけは知っておきたいアメリカ政治の常識 !

強く生きる女性の象徴

『アメリカ政治講義』

『あきない世
せ い

傳
で ん

 金と銀 源流篇』　

西山 隆行　筑摩書房 　本体¥820＋税

髙田 郁 角川春樹事務所　本体¥580＋税

【店名】ココマルシアター ココロヲ・動かす・映画館◯
【住所】東京都武蔵野市吉祥寺本町1−8−15
【電話番号】0422−27−2472　
【営業時間】10:00〜22：00 上映時間によって変更有
【定休日】無休
【HP】http://www.cocomaru.net/

https://www.facebook.com/cocomaru theater
movie_maru

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？

また訪れたくなる小さな映画館
ココマルシアター
ココロヲ・動かす・映画館◯

丸の内にアメリカ初の近代美術館!?

経済学部2年 鈴木 晴野／文学部2年 福本 花菜

法学部教授

西山 隆行  Takayuki NISHIYAMA

日本アメリカ学会常務理事。
主著に『アメリカ政治入門』（東京大学出版会 2018年）、

『移民大国アメリカ』(筑摩書房 2016年）、『アメリカ型福
祉国家と都市政治』（東京大学出版会 2008年）など。

中野ゼミ所属。
特技は人の変化に誰よりも早く気づくこと。
幼いころから本が大好きで毎月10冊を目標
に図書館に通いつめている。
特に好きな作家は「図書館戦争」で有名な
有川浩さん。

文学部 4年 
濱田 佳美 Konomi HAMADA

　アメリカ初の近代美術館として、1921年ワシントンに開館したフィリップス・
コレクション。アメリカの美術愛好家ダンカン・フィリップスとその母親が家族の
死を悼んで、一家のコレクションを一般公開したことから始まりました。
　今回の展示では、フィリップスが収集したゴッホやモネをはじめとする巨匠た
ちの作品が次 と々異なる世界を写し出します。作品に対するフィリップスの批評
は、既成概念にとらわれない自由な発想を与えてくれました。
　生涯、新しい作品との出会いを求めつづけたというフィリップス。「人々がもの
を美しく見ることができるようになるために、画家たちの言葉を人々に通訳し、
私なりにできる奉仕をしてきた」という
独特な感性あふれるフィリップスの言
葉が私たちの心に響きました。
　あなたも丸の内の静閑な美術の世
界へ、足を踏み入れてみませんか。

フィリップス・コレクション展

ART

【展示会名】フィリップス・コレクション展
※会期は終了しています

【住所】三菱一号館美術館　東京都千代田区丸の内2-6-2
【電話番号】03-5777-8600
【HP】https://mimt.jp/

mitsubishi_ichigokan_museum　 ichigokan_PR

【今期展示会情報】
ラスキン生誕200年記念 ラファエル前派の軌跡展
2019年6月9日（日）で
主催: 三菱一号館美術館

法学部4年 石川 裕子／文学部4年 伊東 あゆみ

先生のオススメ！

編集／石川

10   ZELKOVA 2019. Spring    ZELKOVA 2019. Spring     11

EVENT INFO



12   ZELKOVA 2019. Spring    ZELKOVA 2019. Spring     13

　内田ゼミでは、2つの流れにそって演習を行っています。
　1つ目は、先生があらかじめ指定したテキストを用いて、専門
的に経済学を学んでいくものです。具体的には、分析に必要な
統計データを収集する方法、データの加工法およびエクセルを
用いた図やグラフの作成方法などについて学んでいきます。例
えば、昨年度の前期には、日本の世帯所得に関するデータを政
府統計のサイトから入手し、所得の不平等度を表すローレンツ
曲線の作成やジニ係数の計算を行いました。こちらを一通り終
えるころには、卒業論文の際に必要な知識や技術を身につけら
れるようになっています。
　2つ目は、学生が興味のある分野に関する本を1冊選び、それ
を使って経済について学んでいくというものです。本の該当箇所
について、わからなかったことやもっと知りたいことなどを学生
が自由に発言し、それらをもとに全員でディスカッションを行い
ます。昨年度の後期に選ばれた1冊は、経済学者トマ・ピケティ
氏の『21世紀の資本』に関する本でした。学生が学ぶテーマを
主体的に選べるので、経済に対しての関心がさらに深まると思
います。
　このゼミでは、学生が発言しやすい雰囲気があり、ディスカッ
ションが活発に行われます。そういった環境があるところも、この
ゼミの魅力だと思います。

経済学部　内田雄貴ゼミ

経済学的視点で社会をとらえる

専門的かつ自由に経済を学ぶ　

ゼミのテーマ

Seminar&Laboratory
学生による先生&ゼミ・研究室紹介

Economics

内田ゼミでは、世の中のこと、例え
ば、貧困や豊かさについて経済学を
利用して分析していきます。経済学
には見慣れない数式が多く出てきま
す。僕は、数式に苦手意識がありまし
たが、内田先生は細かく教えてくれる
ので、先生に教えてもらってからは式
が意味していることを理解できるよう
になりました。なので、僕と同じように
数式について苦手意識を持っている
方は、ぜひ内田雄貴ゼミにどうぞ!

内田 雄貴 先生

文：藤島 里久也（4年）　絵：田中 剛（4年）

ゼミのテーマ

Humanities

　人間は1人で生きていくことができません。誰かの力を知らぬ
間に借りていたり、逆に貸していたりすることがあります。例え
ば、洋服を買うには、デザインや素材を決める人、実際に作る
人、店舗まで運ぶ人、店舗で売る人など多くの人を介していま
す。こうした社会関係が、私たちの心理や行動をどのように決め
ているのでしょうか。その結果、社会はどのように変わっていく
のでしょうか。それらを研究するのが社会心理学です。
　こう聞くと、「ちょっと、とっつきにくそうだなぁ」と思うかもしれ
ませんが、小林ゼミなら大丈夫です! 恋愛や結婚、ファッション
やスイーツ、さらに幸福についてなど、自分の身の回りのことが
研究対象になります。
　ゼミは、3年生・4年生が合同で行う「合同ゼミ」と、各学年
で行う「学年ゼミ」に分かれています。合同ゼミでは、2人1組で

「他己紹介」したり、4年生の卒論発表を聞いてディスカッショ
ンします。3年生のゼミでは、「嘘を見破れるのか」「どの香水が
最も魅力的に感じるか」といった心理実験を行ったり、基礎文
献を講読したりします。4年生のゼミでは卒論のために、インタ
ビュー調査やフィールドワークを行いつつ、計画的に執筆して
いきます。
　昨年のゼミ合宿では宮古島へ行き、元沖縄県議会議員の方
に地域の歴史や課題についてお話しを伺いました。ゼミ運動会
やゼミハロウィンもあり、小林ゼミは和気あいあいとした雰囲
気でとても居心地がいいです。

文学部　小林盾ゼミ

社会心理学

人々の心理を社会から考える 

ゼミのテーマ

小林 盾 先生
小林先生は、社会心理学、統計学を専
門とし、スイーツ巡りが趣味です。学会
や調査で出張が多いため、よくお土産
をゼミに持ってきてくれます。マレーシ
ア土産のドリアンはちょっと不思議な
味でしたが、サンフランシスコのチョ
コは好評でした。イベントを企画する
など、先生がゼミを盛り上げてくれるた
め、ゼミ全体が明るい雰囲気で、楽し
みながら学ぶことができています。

　私たちのコンピュテーション研究室では、「P vs. NP」問題をは
じめとし、どのような問題がコンピュータにとって高速で解くこと
ができて、どのような問題がコンピュータを利用しても高速で解く
ことができないのか、ということを理論的に解明する研究を行って
います。  

　「P vs. NP」問題を簡単に説明すると、現実的な時間で「問題
の解をみつけること」と「解がその問題の答えかどうか検証するこ
と」のどちらが難しいかということを証明する問題で、100万ドル
の懸賞金がかかっています。
　他にもグラフアルゴリズム、オンラインアルゴリズム、ゲーム・パ
ズルなどアルゴリズムや計算に関する多岐にわたる研究を行って
います。昨年度から着任された助教の榎本先生の専攻分野が統
計学ということもあり、研究できる新たな分野が追加され、学生は
皆、自分たちの取り組みたいテーマや興味を持っているテーマを
自由に選択して研究を行っています。
　卒業研究では、先生方はすべてを教えてくれるわけではなく、自
分たちで考え、手を動かし、わからなければ周りの学生や教員に
相談することを繰り返し、主体的に研究を進めていくことになりま
す。主体的に行動する力、期日までにきっちりと物事をこなす計画
性が必要な厳しい研究室です。それでも脊戸先生や榎本先生は
本当に助けが必要になったときには真剣に考えてくれ、より良い
卒業研究のために力になってくれます。

理工学部　コンピュテーション研究室

計算限界への挑戦

多岐多様な研究に取り組む!
　
　

ゼミのテーマ

Science and Technology

脊戸 和寿 先生
脊戸先生は、学生に自由に研究テー
マを選ばせてくれるので、先生の専門
テーマとは異なるテーマでも研究をさ
せてくれます。しかも、それぞれの学生
の研究テーマを先生自身も勉強して、
困ったときにはアドバイスもくださいま
す。この点から、脊戸先生の面倒見の
良さがうかがえますね!
PS.脊戸先生は呑んべぇおじさんです。

　光田ゼミでは、文献1冊につき3人ほどがレジュメの担当者とな
り、考察や疑問点を出しあって全員で議題を決めた後、少人数
に分かれ、その議題について話し合うグループワークを行ってい
ます。
　毎回異なるゼミ生とのグループワークでは、自分の意見をどの
ように伝えるかを考え、外に向けて発信できる豊かな表現力を養
うことができます。個人ワークでは、本質的な課題を発見・解決
するために情報を的確に分析し、グループで話し合う際は、他人
の意見や感情を理解し、意思疎通を図る努力をすることで、協調
性を身につけることができます。
　2年生のゼミでは、おもに古典を学び、構造的な政治知識を身
につけ、3年生のゼミでは、その知識を応用し、アジア・アフリカ世
界を掘り下げます。積み上げられた基礎知識がしっかりとしてい
る分、異国の文献を読んだ際でも、どこかに共通・関連している
点が見えたり、相違点が浮かび上がってきたりと、さまざまな角度
から考えることが可能になります。
　現代社会において、テレビ、新聞などのマスメディアのみなら
ず、TwitterなどのSNS上でも、大統領が発言するなど、さまざま
な価値観が可視化できる時代です。
　光田ゼミに入ることで、大きな力を持つ意見だけに流されず、ゼ
ミの参加者一人ひとりが判断力を身につけることができます。日
常生活に存在する「政治」に耳を傾け、他人事にせず自らの軸を
持つことの重要さを学べます。

法学部　光田ゼミ

政治思想と歴史の間

古典を背景にアジアの現在を知ろう

文：竹迫 未来（2019年卒）　絵：石橋 由莉（3年）

ゼミのテーマ

Law

文：立野 広海（4年）　絵：根岸 まりの（4年）

光田 剛 先生
光田先生は、とにかく温厚な優しい先生で、
学生からの人気も高いです。ゼミでは、学
生たちのどんな意見も尊重してくれます。光
田先生は、専門分野以外でもさまざまな知
識をお持ちになっていて、授業内容以外の
身になる話もたくさんしてくれます。ぜひ光
田先生のゼミを受講してみてください。
余談ですが、ゼミでは、トランプ（大統領で
はない）が必須アイテムで、トランプで遊ぶ
のではなく、毎回の討論グループを決めて
います。先生曰く、「くじ引きが一番民主的」
とのことです。

編集／小川・吉田

文：齊藤 祥明（2019年卒）、田中 俊（2019年卒） 
絵：下野 亮太（2019年卒）
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日本人の働き方

働き方改革関連法の施行は、仕事の効率化や意
欲の向上につながるのでしょうか?

残念ながら基本的にはつながらないと考えます。働き方改革
法には、①有給休暇の一部取得の義務化、②残業時間へ

の上限規制の導入、③同一労働同一賃金の制度化（非正社員を
差別してはならない）という3つの政策があります。①と②は「働きす
ぎ」という現状のマイナス面をゼロへと引き上げる政策に過ぎません。
　一方、③は他の2つと異なった特徴があります。非正社員に対す
る評価方法の見直しにともない、正社員の評価方法の仕組みも改
善されることで、意欲の向上につながりうると考えられます。

 世界の人 と々日本人の働き方にはどのような違いがあ
るのでしょうか?

日本人の平均労働時間は他国とあまり変わりませんが、労
働時間が二極化しており、長時間働く人の割合が高いで

す。その背景には過剰なお客様重視と、終了時間にルーズであると
いう特徴があります。これらを見直し、手厚いサービスが受けられな
くなることを容認していく点でも、日本は他国を見習うべきでしょう。

今後、労働環境をより良くするための改善策を教えて
ください! 

労働法についてより多くの人に周知し、違法となる行為をき
ちんと理解してもらうことが重要です。会社(使用者)と社員

(労働者)の対話の機会を増やし、ともに納得できる制度や環境を
作っていくことも必要です。労働者側は労働組合を活用し、会社と
話し合う手段とするのも良いでしょう。

Teacher's comment

企画・取材・文／明石・福田

最近何かと話題になっている働き方改革関連法。これから社会
に出ていく私たちの働き方はどのように変化していくのか。法学
部の原 昌登先生にお話を伺いました! 

今回はラーメンをこよなく愛する西田君の登場です。
男女問わず通いたくなるおいしいラーメン店を紹介してくれました。

究極の一杯を探す旅に出ませんか?
　あなたには行きつけのラーメン店がありますか? 私には星の数ほどあります。

最初は気軽に行けて、すばやく食べることができたため、なんとなくラーメンを

食べていました。しかし、今ではその日の気分に合うラーメンを求めて深夜に遠

出するほど、生活の軸のような存在に。ラーメン巡りをしているうちに、駅名や

地名を聞くとおいしいラーメン店が思い浮かんでくるほどです。

　世界中の人にラーメンの魅力を伝えるべく、「女性でも最後の一滴までスー

プを飲みたくなる! 」そんなラーメンたちをピックアップしました。毎日でも通い

たくなる究極の一杯を見つけ出すキッカケにしてもらえたら嬉しいです！

2日に1回通っていた、やさしい味のラーメン。

スープとたまねぎの相性がバツグンです…!

浮
は ぐ れ

浪雲
ぐも

 
味玉　鶏白湯そば
790円 (税込)
池袋駅から徒歩約8分

・「せんじゅ麺処 猪太」（北千住駅）　鍋に熱々のスープと野菜が入っています。

・「天下一品」（吉祥寺店）　おなじみの味が濃くてドロッとしたスープが最高です。

・「中華タカノ」（竹ノ塚店）　昔ながらのラーメンが24時間食べられます。

・「ラーメン横綱」（松戸店）　ネギやニンニクを入れ放題。風邪を引いたらココへ!

・「元祖ニュータンタンメン本舗」（五反田店） 燃焼したい人にオススメの一杯です。

 原 昌登 先生
法学部教授。東北大学法
学部卒業。学士（法学）。専
門は労働法。高齢者雇用
やパワハラなどに注目し研
究している。著書に『コンパ
クト労働法』（新世社）など。

Q

Q

Q
A

A

A

他にもこんな素敵なラーメンがあります☆

理工学部4年
西田 有汰 Yuta NISHIDA

 PROFILE 少林寺拳法部では主将を務めていました。ラーメン
を食べることが大好きでいつもスープまで飲み干します。半年
間2日に3食ラーメンを食べ続けた結果103kgを超えてしまい
ました…。他にもドラムや釣りをすることが好きです。

取材・文／小川･吉田

学生掲示板
 

matamune215

I'm interested in this now. vol.11

学生フリーコラム
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取材後記
法律や労働組合に関する知識と関連づけながら自身の働き方に
ついて考えるきっかけとなりました! 長時間労働者が多い原因は、
宅配便の再配達など手厚いサービスを提供してもらう私たちにもあ
ることに気づかされ、使用者と労働者だけでなく国民全体の意識
改革を進めていく必要性を感じました。

　オススメ店 No.1は「
浮浪雲

」

※（　）内の場所は吉祥寺から行きやすい店舗をピックアップしたものです。

＊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］

場所：学生会館3階／外線：0422-51-6091
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。来たれ、体育会。
可能性は無限大 ! 勝負の世界で自分を磨く。

学内運動競技大会の
お知らせ

第58回欅祭参加団体募集

今年も学内運動競技大会の季節がやってくる！
感動あり、大爆笑ありの学運にあなたも参加してみませんか ? 
体育会だけでなく、たくさんの方に楽しんでもらえるような
大会になっています。奮ってご参加ください !!!

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23日（土）、24日（日）に欅祭が開催されます。そこで我々欅祭本
部では欅祭に参加して頂ける展示・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、5月10日

（金）の第1回総責任者会議に必ず参加してください。

日程：5月10日（金）　場所：5号館102教室（予定）
※時間、場所等詳細についてはポスター、HP、公式Twitter等でお知らせします。

■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）      　　　　
電話番号 : 0422-51-6102   メール : keyaki.fes@gmail.com     
URL: http://keyaki-fes.com/    @seikeikeyaki_58

最高に熱い4年間が君を待ってる。
体育会本部委員長  田中 恭平

※競技は 2018 年度大会で実施したものです。
※実施競技は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

LOOK HERE

※  偽アカウントにご注意ください。       

第3回学内運動競技大会
競技紹介（2018年度実施競技）:
陸上競技、サッカー、フットサル、卓球、バドミントン、軟式野球、
硬式庭球、軟式庭球、バスケットボール、バレーボール
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 教務部

履修  ※研究科（法科大学院も含む）は、履修要項・掲
示で確認してください。

� Web予備登録手続き日程（新入生以外）
申請期間：3月28日（木）9：00〜3月29日（金）17：00
結果発表：4月2日（火）9：00
追加募集：4月2日（火）9：00〜4月3日（水）17：00
追加募集結果発表：4月5日（金）9：00

※Webで予備登録を行う科目と用紙で予備登録を行う科目がありま
すので、履修要項・掲示で申請期間や提出先を確認してください。

� 履修登録手続き日程
【履修登録期間】
日時：4月5日（金）9：00〜4月12日（金）17：00

【履修登録内容確認日】
日時：4月15日（月）9：00〜17：00（11：30〜12：30は除く）
※登録内容に不備があった場合は、教務部開室時間内に教務部
に来室してください。翌日以降は、いかなる理由でも履修登録の
修正を受付けません。

� 後期履修変更制度
後期の所定の期間に、後期科目（予備登録科目などの
一部科目は除く）について履修変更が可能です。詳細
は、年度始めに配布する履修要項で確認してください。

� 履修中止手続き日程
【履修中止申請期間（前期）】
日時：5月13日（月）9：00〜5月15日（水）17：00　

【履修中止内容確認（前期）】
日時：5月17日（金）9：00〜17：00
※申請期間は、前期と後期の年2回定められています。上記期間
で対象となる科目は、前期科目と通年科目です。後期科目につい
ては、後期の履修中止期間に行ってください。通年科目について
は、前期・後期どちらの期間でも可能です。なお、履修中止が許
可された科目の単位数は、年間履修上限単位数に含まれます。

*ポータルサイトにアクセスし、それぞれの期間内に予備登
録、履修登録、履修中止を行ってください。手続きの詳細は、

「ポータルサイト　操作マニュアル」で確認してください。
*履修についての詳細は、履修要項・掲示・教務部カウンター
で確認してください。
*その他、重要なお知らせを掲示する場合がありますので、必
ずポータルサイトを確認してください。

� 2019年度 単位互換制度について
単位互換履修申請受付期間：
4月2日（火）〜4月9日（火）事務室開室時間内
単位互換制度とは、成蹊大学以外の大学（単位互換
協定を締結した大学に限る）の授業を履修し、修得し
た単位が成蹊大学での単位として認定される制度で
す。他大学の雰囲気を味わい、視野をひろげる良い機
会となりますので、積極的に利用しましょう。

◆武蔵野地域5大学単位互換制度
武蔵野地域5大学（亜細亜大学、成蹊大学、東京女子
大学、日本獣医生命科学大学、武蔵野大学）による単
位互換制度です。
※単位互換制度で受講できる科目、手続き日程等の詳細は、

3月23日（土）に実施したガイダンス配布資料で確認してくださ
い。資料はガイダンス以降、教務部（6号館1階）にて配布して
います。
（注）単位互換制度は2年次以上の学生が対象です。
（注） 単位互換制度を利用して履修する科目は年間履修上限

に含まれます。

学籍
� 9月卒業・修了資格認定願受付期間

（卒業年次生・修了年次生）
日程：4月1日（月）〜6月29日（土）

キャリア支援センター

� 学内企業セミナー
対象：4年次生・大学院2年次生
日程：未定（4月中旬以降を予定）
※日程や参加企業については、決定次第、SEIKEI UniCareer、キャ
リア支援センター掲示板（1号館1階）にてお知らせします。

� 個別相談（月〜金曜日）
午前　10：00〜11：30　※水曜日午前は受付なし 

午後　12：30〜16：30

� 資料室・パソコン室の利用時間
平日　9：00〜17：00  
土曜　9：00〜12：00  
※状況に応じて個別相談や資料室の閉室時間を延長することがあ
りますので、HP・掲示板などで確認してください。

� 公務員講座・秘書検定講座などの資格支援
国家・地方公務員試験や秘書検定については、学内で
対策講座などを設けてサポートします。また、「日商簿
記講座」「社会保険労務士」「税理士」など資格取得に
向けて外部専門学校と提携して支援しています。詳細
は随時掲示板、HPにてお知らせします。

� HP「Career Board」について
キャリア支援センターでは「自分の将来や学生生活を
考える、キッカケ作りの場」として「Career Board」を本
学HP上に公開しています。先輩の学生生活の過ごし方
や、インターンシップ体験記、公務員試験合格体験記な
どを掲載しています。

「Career Board」（学内専用）アクセス方法
「キャリア支援センター」TOPページ　
右上アイコン「Career Board」をクリック
→「Career Board」エントランスページ到着

国際課

� 2020年度長期協定留学説明会
◆アジアパシフィック大学（マレーシア）：5月13日（月）
◆中国（北京大学・同済大学）：5月14日（火）
◆オーストラリア（マードック大学・グリフィス大学・
　モナシュ大学）：５月15日（水）
◆ドイツ（ボン大学・ハイデベルク大学）：5月16日（木）
◆韓国（高麗大学・梨花女子大学）：5月17日（金）
時間：12：20〜13：00
場所：1号館212室
出願期間：6月17日（月）〜6月21日（金）

� 2019年度秋派遣中期協定留学
（ダブリンシティ大学・クィーンズランド大学）説明会
日時：1回目 4月17日（水）
         2回目 4月23日（火）
時間：12：20〜13：00
場所：1号館212室
出願期間：4月24日（水）〜5月10日（金）

� 2019年度夏期短期協定留学説明会
◆エディンバラ大学（イギリス）：4月15日（月）
◆アルカラ大学（スペイン）：4月16日（火）
◆ビクトリア大学（カナダ）：4月11日（木）
◆北京大学（中国）：4月12日（金）
時間：12：20〜13：00
場所：1号館212室
出願期間：4月24日（水）〜5月10日（金）

◆モナシュ大学サマースクール（オーストラリア）
4月10日（水）
時間：12：20〜13：00
場所：4号館ホール
出願期間：4月25日（木）〜4月26日（金）
※期間内であっても応募者数が120名に達した日の17時で締切。

� IELTS説明会・TOEFL説明会
英語運用能力を測る世界基準のテストで、海外の教育
機関に留学や進学する際には、そのスコアが要求され
ます。IELTS説明会、TOEFL説明会では、それぞれの事
務局のスタッフをお招きし、テストの概要や勉強方法を
お話しいただきます。成蹊から主に英語圏に留学する
際にも、必ずスコアが必要になるので、留学を考えてい
る学生はぜひ出席してください。

【IELTS説明会】
日時：4月22日（月）12：20〜13：00

場所：1号館211室
【TOEFL説明会】
日時：5月10日（金）12：20〜13：00

場所：1号館211室
※成蹊大学の長期協定・中期協定留学プログラムには、学内で受
験できるTOEFL-ITPのスコアで出願できるものもあり、学内留学
奨学金に申請することができます。TOEFL-ITPも積極的に受験し
てください。

� TOEFL-ITP
日程：4月20日（土）
受付期間：4月2日（火）〜4月12日（金）

� 協定留学生歓迎式
協定校から受入れの留学生をみんなで歓迎しましょう。
日時：4月9日（火） 12：20〜13：00
場所：本館大講堂。

� English Chat Time
学内で気楽に英会話を楽しめる【English Chat Time】
をご存知ですか? 国際教育センターの英語教員や協
定留学生をリーダーに少人数グループで行いますの
で、リラックスした雰囲気で英語によるコミュニケー
ションを楽しめると好評です。留学生には日本や成蹊の
ことを、留学生は母国のことをお互いに教え合うほか、
趣味やアルバイトなどさまざまなトピックについても話
します。事前申込みが必要です。スケジュールを確認の
うえ、国際課にて申込みをしてください。 

学内イベント
� 2019年度前期留学プログラム
◆中期：
ダブリンシティ大学（アイルランド）10名
◆長期：
梨花女子大学（韓国）1名
高麗大学（韓国）2名
モナシュ大学（オーストラリア）1名
グリフィス大学（オーストラリア）1名　
マードック大学（オーストラリア）2名
ハイデルベルク大学（ドイツ）1名　
北京大学（中国）2名

 学生生活課

� 奨学金応募説明会
◆学部1年次生対象
日時：4月4日（木）16：00~17：00
場所：4号館ホール
※奨学金応募希望者は必ず出席してください。欠席・遅刻の場合
は応募できません。
※大学院生対象（新入生含む）の説明会は4月1日（月）です。

� 学内競漕大会（レガッタ）
日程：5月28日（火）
場所：戸田オリンピックボートコース
※雨天の場合は中止（小雨決行）となります。
※開催日当日は、授業は行われません。

� 学内運動競技大会
日程：7月5日（金）〜6日（土）
場所：けやきグラウンド等
※開催日当日は、授業は行われません。

大学保健室

� 大学生定期健康診断
日時：4月1日（月）〜4月5日（金）
会場：3号館4〜6階
健診結果：ポータルサイトでご案内しますので、
各自、必ず確認してください。
結果閲覧期間：健診結果（尿二次検査結果含む）　
4月24日（水）〜11月29日（金）　　　
＊ 感染症チェックシート提出のお願い（新入生のみ） 

入学手続書類に同封の「感染症罹患歴・予防接種歴（チェック
シート）」に、保護者の方が記入した上で、学生本人が学籍番号
を追記し、必ず健診会場に持参してください。

＊ 薬物に関するアンケート調査」協力のお願い（1年次生のみ） 
薬物乱用防止に対する理解を深めてもらうためのアンケートを
健康診断の問診時に実施します。ご協力をお願いします。

� 健康診断証明書の発行
学内で4月1日（月）〜5日（金）の定期健康診断を受け
た方は、5月 7日（火）以降、3号館・6号館1階の証明書
自動発行機にて発行可能となります。
学外で受けた方は、5月20日（月）以降の発行となりま
す。
健康診断証明書は就職活動時に必要となりますが、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。

学生相談室

� らんちょんミーティング春
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、楽しい時間を
過ごしましょう。

日時：5月9日（木）お昼休み
場所：1号館コモンルーム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。

� こころの豊かさのためのプログラム「ヨーガ」
「身体も心もリラックスできる」と、毎年人気のプログ
ラムです。初めてでも身体が硬くても大丈夫。インド政
府公認ヨーガの先生が、わかりやすく丁寧に指導してく
ださいます。多くの皆さんの参加をお待ちしています。

日時：6月12日（水）14：55〜16：25
講師：平野久仁子氏（パドマ・ヨーガ・アシュラム代　
　　　表、上智大学アジア文化研究所客員所員）
場所：大講堂（予定）
定員：50名（定員になり次第締め切ります）
申込：ポータルサイトからお申し込みください。
持ち物：バスタオルまたは、ヨガマット
※更衣室の用意もあります。動きやすい服装（パンツスタイル）で
お越しください。

アジア太平洋研究センター
 

� ドキュメンタリー映画上映会開催
アジア太平洋研究センター（CAPS）では、定期的にド
キュメンタリー映画上映会を開催しています。前期は5
月末〜7月上旬で3作品の上映を予定しています。日
頃なかなか観られない作品をみて、一緒に勉強してい
きましょう。新しい世界がみえてく
るはずです。詳しくは、CAPSのHP
またはポータルサイトなどでお知
らせする予定です。過去に開催し
たイベント情報（QRコード）もぜ
ひご覧ください!

管財課

� 箱根寮夏期期間の利用受付
対象期間：7月28日（日）〜9月30日（月）
連続使用日数は、3泊4日以内です。

◆部活動・クラス・ゼミ等使用対象　　
受付開始日時：6月3日（月）8：00〜
電話での受付は、同日13：00から行います。

◆個人使用対象
受付開始日時：7月1日（月）9：00〜　
電話での受付は同日10：00から行います。

※受付時には、予約票に第1〜第3希望までご記入いただきます。
　また、部屋割りのご希望に沿いかねる場合もあります。
※申込み・問い合わせは、管財課まで。（電話番号：0422-37-3511）

Campus Information
April-July

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

�〜� 学生部学生生活課 本館1階
TEL.0422-37-3539/gakuse@jim.seikei.ac.jp
�〜� 大学保健室
TEL.0422-37-3518/hoken1@jim.seikei.ac.jp
�〜� 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

� 財務部管財課 本館3階
TEL.0422-37-3511

このコーナーでは、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
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情報教育用施設　

場　所 平日 土・日・祝日

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

7号館2階パソコン教室
3階パソコン教室 9：00～17：50 Closed

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。

各種施設開館時間（4月～6月）

場所 平日 土曜 日・祝日

1階 8：45～20：30
Closed

2階~5階 9：00～20：30
9：00～16：30

●4月4(木)～5日(金)、4月29日(月・祝)～5月4日(土)・・休館
●4月1(月)～3日(水)、5月6日(月)、11日(土)、18日(土)、28日(火)、
   6月15日(土)・・開館時間が通常とは異なります。
最新の情報は図書館HPをご確認ください。

情報図書館　
学生証による入館ゲート確認を行い、情報図書館の利用方
法について説明します。

<学部新入生対象>
場所:情報図書館（整理券配布：1階）
日程:4月4日（木）、5日（金）（どちらか都合の良い日に参加）
時間:【整理券配布】 4月3日（水）〜5日（金）9：00〜16：00

   （ただし、5日（金）は14：30まで）

      【開催時間】 4日  9：30〜16：00の回まで  計11回 
5日  9：30〜14：30の回まで  計8回

所用時間:1時間程度　各回定員100名程度
※情報図書館利用に必要なオリエンテーションです。
必ず参加してください。
※整理券を受け取り、都合の良い時間に参加してください。
※学生証を必ず持参してください。

<大学院学生・研究生・聴講生等対象>
場所:情報図書館
日程:4月4日（木）
時間:9:30〜10:30（所要時間:1時間程度）
※１回のみの開催です。
※学生証持参の上、9：30に2階カウンターにお越しください。

  ●図書館オリエンテーション開催のお知らせ
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部門 団体・個人名 表彰理由

スポーツ部門
（成蹊大学賞）

野仲 紗世
（体育会陸上競技部所属／
経済学部３年）

天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権 
女子400m準決勝進出（14位）を評価した。

学術部門
（特別奨励賞）

二瓶 芙巳雄
（理工学研究科
 博士後期課程３年）

2018年度人工知能学会全国大会 オーガナイズドセッション
口頭発表部門優秀賞を評価した。

中川 剛
（理工学研究科 
 博士前期課程2年）

第37回水素エネルギー協会大会 学生優勝発表（ポスター）賞
を評価した

本間 詳和
（理工学研究科 
 博士前期課程２年）

IEEE CE East Joint Japan Chapter ICCE　
Young  Scientist Paper Awardにおいて
Young  Scientist Paper Awardを評価した。

伊藤 湧星
（理工学研究科 
 博士前期課程2年）

日本経営工学会2017年秋季大会  
Best Presentation Awardを評価した。

後藤 祐貴
（理工学研究科 

   博士前期課程1年）

日本経営工学会2018年秋季大会  
Best Presentation Awardを評価した。

齋藤 悠之
（理工学研究科 
 博士前期課程1年）

平成30年電気学会産業応用部門大会  
YPC優秀発表賞を評価した。

塚本 翔太
（理工学研究科 
  博士前期課程1年）

平成30年度日本材料科学会学術講演大会 
若手奨励賞（ポスター発表部門）を評価した。

芸術部門
（特別奨励賞）

須田 梨里菜
（経済学部３年）

①第70回毎日書道展　かな部Ⅰ類U23入選
②第40回記念日本書展　二科入選
上記の受賞を総合的に評価した。

スポーツ部門
（特別奨励賞）

体育会水泳部

①第94回日本学生選手権水泳競技大会
　水球競技（インカレ）出場
②第91回関東学生選手権水泳競技大会　
　競泳男子100m平泳ぎ3位入賞、　
　男子200m平泳ぎ5位入賞
上記の成績を総合的に評価した。

体育会漕艇部

①第3回東日本夏季競漕大会　
　女子シングルスカル2位、男子シングルスカル3位
　男子ダブルスカル2位、男子舵手付きクォドルプル3位
②第41回東日本新人選手権競漕大会
　女子シングルスカル3位、男子舵手付きフォア優勝
上記の成績を総合的に評価した。

山根 康太
（体育会陸上競技部所属／
理工学部４年）

天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権 
男子800m出場（35位）を評価した。

澤野 茉生
（経済学部２年） 

第1回世界チアリーディング選手権大会 
Team Performance Cheer Jazz　部門優勝を評価した。

賞　名 個人名 表彰テーマ

交流賞 中島 聖宣（法学部 3年） 「台湾から始まる世界青少年交流」

奨励賞 千住 貞信（法学部 4年） 「テレビ番組の通訳活動」

奨励賞 三上 嶺佳（文学部 3年） 環境保護活動「ウミガメの保護」

部門 団体名・個人名

四大学
運動競技大会

正式種目
優勝団体

駅伝男子、弓道部女子、剣道部女子、蹴球部、水
泳部男子、漕艇部、卓球部女子、バレーボール部
女子、ハンドボール部、ラクロス部男子、ラグビー
フットボール部

四大学
運動競技大会

一般種目
優勝団体

学生ボランティア本部（ソフトボール男子）、SFC
（フットサル）、Piece（バレーボール男子）、名倉・
泉崎ペア（ソフトテニス混合）、樋口・山田ペア（テ
ニス男子D）、山口・千澤ペア（卓球男子D）、室田・
梅沢ペア（卓球女子D）、平野・小田島ペア（バド男
子D）名倉・後藤ペア（ソフトテニス男子D）

部門 団体名

学長賞 馬術部

学生部長賞 学生ボランティア本部（Uni.）

欅祭
実行委員長賞 デザイン研究部

優良賞 華道部、應援指導部、書道部

奨励賞
株式会社Pétale（北川ゼミ第４班）、
ゆめはかせプロジェクト（Uni.）、鈴木史馬ゼミ、
ダブルダッチサークル Double Eight、平野ゼミ

成蹊大学国際交流賞

学内イベント

2018年度 成蹊大学賞　~受賞者の皆さんおめでとうございます~
成蹊大学賞
本学では、学術、芸術、スポーツ、文化活動、社会活動の各分野で他の学生の範となる活動を行い、優秀な成果をあげた個人及び団体に日頃の努力を称
え、「成蹊大学賞」を授与しています。厳正なる審査の結果、下記の方々が受賞されました。表彰式は、昨年12月11日に本館大講堂で行なわれ、学長より賞
状と副賞として金一封が贈られました。

成蹊大学国際交流賞
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」を授与してい
ます。2018年度は3名が受賞し、昨年12月11日に本館大講
堂で行われた成蹊大学学生表彰式において、賞状と副賞
として金一封が贈られました。（※学年は受賞時）

《スポーツ特別奨励表彰団体》

《欅祭展示表彰団体》

《成蹊大学賞》

Campus Information
April-July

Campus events
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めざせ!成蹊大学賞
2019年度候補者募集
募集要領

1.応募資格… 本学学部生および大学院生（個人または団体）
2.対象期間… 2018年12月から2019年11月
3.受賞部門… 学術部門/芸術部門/スポーツ部門/
 文化活動部門/社会活動部門/環境学術部門
4.正賞・副賞…賞状および金一封を授与
応募方法

（自己推薦または他者推薦による一般公募）
1.応募期限… 2019年11月22日（金）17時まで
2.応募書類… 次の書類を1組にして提出してください
3.提出場所… 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、開催要項などのコピー）
 ③その他、関連書類
 学生部学生生活課窓口（本館1階）

詳細については
学生部学生生活課（電話番号:0422-37-3806）まで

2019年度
成蹊大学前期公開講座のお知らせ

一般公開している無料の講座で、学生も参加できます。1回のみの受講も可能です。

テーマ『環境』
時　間:10:30〜12:10（各日共通）
場　所:大学6号館401教室（※第3回（6月8日開催）のみ5号館102室）
参加方法:申込不要。当日直接会場へお越しください。
定　員:300名（先着順）

第1回 5月25日（土）
「マングローブ植林による地球温暖化抑制」
成蹊大学非常勤講師　加藤 茂

第2回 6月1日（土）
「社会と健康」
成蹊大学文学部准教授　渡邉 大輔

第3回 6月8日（土）　
「『自然観』の歴史的変遷をたどる」
成蹊大学経済学部教授　田口 誠

第4回 7月6日（土）
「環境を守る住民投票：吉野川から辺野古へ」
成蹊大学法務研究科教授　武田 真一郎

【問合せ先】 庶務運営課（電話番号:0422-37-3531） 

2020年4月 経済学部を再編成し、
　2学部3学科に（設置構想中）
2020年4月、現行の経済学部を再編成し、新経済学部と新経営学部が誕生します。新
経済学部には、理系・文系の枠組みを超えた数理的思考をもつ経済人を育てる経済数
理学科と、実践型研究を通し地域社会の課題を解決できる人材を育てる現代経済学
科を新たに設置します。新経営学部には、経営学を主軸に国際・実践・情報教育を通
し、起業家や組織の主力として貢献できる職業人を育てる総合経営学科を新設します。
詳細は本学HPにてご確認ください。

※名称は仮称。科目等の内容は計画中で、変更が生じる場合があります。

ハラスメントについて
ハラスメント防止委員会では、ハラスメントのない大学を目指して、防止・啓発活動に取
り組むとともに、相談員が、ハラスメントに関する相談に応じています。相談員は、相談者
のプライバシーを厳守し、十分な配慮をしますので、安心して相談することができます。自
分ひとりで悩まず、気軽に利用してください。

☆ハラスメント相談員
ハラスメント相談員には、専門相談員と学内相談員がいます。最も相談しやすいと思う
相談員に相談してください。

  〈専門相談員〉
本学が委託する専門のカウンセラーが相談員となります。
受付方法:電話、メールで受付、面談の日時を決めます。
相談室開室日時:毎週　火曜日、木曜日　11時〜18時
電話番号:0422-37-3985（上記時間帯のみ）  メール:shsoudan@jim.seikei.ac.jp
※相談については面談を原則とします。
※匿名でも相談できます。ただし、具体的な解決手続きをとることが必要となった段階では氏名、所属等の確認が必要となります。
※被害を受けた当事者だけでなく、その当事者から相談を受けた人、ハラスメント行為を目撃した人も相談することができます。

  〈学内相談員〉
専門相談員への取次ぎを行います。
相談者の希望などにより、学内相談員が相談員となることもあります。
学内相談員の氏名、連絡先は本委員会ホームページに掲載しています。

上記の相談員が不在等で連絡がつかない場合は、以下の窓口に取り次ぎを依頼することができます。

相談受付窓口: 総務部総務課、健康支援センター、学生相談室、
 大学・高等学校・中学校及び小学校各保健室
利用方法:  氏名、連絡先等を記載したものを封筒に入れて窓口に提出してください。
                 窓口から相談員に迅速に取り次ぎます。

委員会のホームページには、委員会に関する情報が詳しく掲載されています。ぜひご覧下さい。
PCサイト: https://www.seikei.ac.jp/gakuen/harass/

ハラスメント防止委員会事務局（総務部総務課）
電話番号:0422（37）3503　メール:harass@jim.seikei.ac.jp

9号館内装をリニューアルしました
1993年の竣工から26年が経ち、今年3月に内装をリニューアル。今回のリニューアルで
は、8号館同様、成蹊学園のスクールカラーでもある“紺青色”をベースカラーとして、扉、
床タイルなど建物での統一感を図りました。また、トイレの内装改修を合わせて実施しま
した。今後も大学教室棟を順次リニューアルしていく予定です。

2019年度予算について
3月22日に開催された理事会及び評議員会において、学校法人成蹊学園の2019年度
予算が承認されました。詳細につきましては、
学園HP→成蹊学園について→事業報告（計画）・財務情報→予算情報2019年度
をご覧ください。

（※学年は受賞時）

経済学部

経営学部

総合経営学科 290名

2020年
4月

経済学部

経済数理学科  80 名

  現代経済学科  150名

2020年
4月

経済経営学部

※2019年度入学者までは、卒業まで経済学部経済経営学科に在籍となります。
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入学おめでとうございます !

新入生の皆さんへ Message for Seikei freshers

「ワクワク」と「なぜ? 」を大切に 

今この時間を大切にしよう

自由を使い尽くそう！

大学を活用しよう

人生で大切なものを幅広く勉強しよう

自ら考えることと個性の尊重

ゼミを最大限にいかそう

柔軟な思考力を

成蹊大学長
北川 浩　
Hiroshi KITAGAWA

副学長
小池 淳
Atsushi KOIKE

法務研究科長
小早川 光郎
Mitsuo KOBAYAKAWA

経済学部長
上田 泰
Yutaka UEDA

理工学部長
坪村 太郎
Taro TSUBOMURA

文学部長
森 雄一
Yuichi MORI

　新入生の皆さん ! 成蹊大学にようこそ。これから
始まる大学生活の中で、二つの気持ちを大切にして
ほしいと思っています。
　第一は、「ワクワク」する心です。皆さんはこれか
ら自分自身をどの方向にも自由に伸ばしていくことが
できます。「ワクワク」しませんか ? この「ワクワク」
こそが人類を進歩させてきた最大の原動力です。学
業、クラブ活動、留学、アルバイト、インターンシッ
プなど何でも構いません。ぜひ新しいものにチャレン

ジして、思い切りワクワクしてください。
　第二は、「なぜ ? 」と問い続ける姿勢です。「当たり
前」「常識」と思われていることに対して「なぜ? 」と問
いかけることによって、人類はその知的レベルを向上
させ続けてきました。リンゴが木から落ちるのを見て
当たり前だと思って通り過ぎずに、「なぜだろう?  」と
思ってその原理を追究するのが大学です。当たり前だ
と思われていることに対して「なぜ ? 」を繰り返してみ
てください。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。期待
に胸を膨らませて入学式を迎えられたことと思います。ネッ
ト検索をしていたとき、「今寝れば、あなたは夢を見るだ
ろう。今勉強すれば、あなたは夢をつかむだろう。」とい
う言葉を見つけました。「今この時間を大切に」という意
味を洒落の利いた言葉で表現した名言だと思いました。
　大学では、高校時代に比べて自らの意志で自由に使え
る時間が多くあります。例えば、将来の夢の実現に向かっ

て勉学に努力する。災害の復興やオリンピックなどのボラ
ンティア体験をする。アルバイトをして社会の厳しさを知
る。クラブやサークルを通して一生涯の友人を得る。4年
間は長いようですが、短く感じるものです。漫然と社会の
流れに身を任せて過ごすのではなく、4年後の卒業式の日
に大学生活を振り返ったとき、多くの有意義な出来事を
思い起こせるよう、今この時間を大切に使って充実した大
学生活を過ごしてください。

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新生活
の始まりに、期待と不安が入り混じった何ともいえない気
分ではないでしょうか。
　大学生になると、「大学に入るための勉強」をしなくても
良くなります。それどころか、何かのための勉強を誰かに強
いられることがなくなります。それはとっても大きな自由で
す。大学生の特権は、この自由にあります。すべての時間と
エネルギーを自分のために使えるのです。

　専門分野や語学の能力を高めることも、友達を作ること
も、部活やサークルにエネルギーを使うことも、アルバイト
でさまざまな経験をすることも、みんな大事です。皆さんに
は、限られた4年間にだけ存在するこの大きな自由を悔い
なく使い切って、「ああ楽しかった! 」という思いで卒業を迎
えてもらいたいと思います。
  ただ、卒業生の多くが「もっと勉強しておけば良かった」という
悔いを残していることも知っていた方が良いかもしれません。

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんが
今、足を踏み入れた大学というのは、横幅も広く、奥行きも
深い一つの空間です。一方で、大学は、幅広くいろいろなも
のの見方や考え方に出会うチャンスを内包しています。そ
のような出会いのチャンスは、授業の内であれ外であれ、皆
さんが予想する以上に多様な形で存在しているはずです。
　他方で、大学は、皆さんが関心を持つことがらについて
自分自身で奥深く掘り下げていくことのできる場です。その
ことを利用して、授業の内外を問わず、関心を持ったことが

らにこだわり、それを掘り下げ、自分と自分をとりまく世界
についての認識を深めてください。また、学部の先には大
学院への道もあります。法律専門職へ進むための法科大
学院もその1つであり、残念ながら成蹊の法科大学院（法
務研究科）は数年の内に閉じることになっていますが、他
の法科大学院へのルートは用意されています。学部4年間
のその先のことも、追々考えてみるとよいでしょう。
　大学が用意している可能性を、目いっぱい活用してくだ
さい。

　成蹊大学にご入学おめでとうございます。新入生の皆さ
んは、大学の勉強について期待と不安を抱いているかも
しれません。やや唐突な質問になりますが、大学生が勉強
をする場所はどこでしょうか。当然、「教室」や「図書館」と
いう答えが返ってきそうですね。教室で教員から得られる
知識や図書館が所蔵する資料から得られる知識はたし
かにとても大切です。しかし、大学生にとってはそれだけが
勉強なのではありません。教室の外での友人との交流や

部活・サークル活動、さらにはキャンパスの外でのボラン
ティア活動やアルバイトなど、これから皆さんが経験するす
べてのことが皆さんの人生にとって勉強となり、そこでめぐ
り逢ったすべての人が財産となります。
　大学生活の4年間は短い時間ではありませんが、人生
に必要な経験を得るのに長すぎる時間でもありません。
時間を無駄にせず、皆さんにとって大切なものを幅広く勉
強していただきたいと思います。

　新入生の皆さん，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。理工学部は通常の授業以外に演
習や実験など自ら積極的に関わらなければならない科目
が数多くあります。重要なことは、人まねではなく自分で考
えながらノートをとり、実験をし、レポートを書くことです。
もちろん友達と相談することは大いに結構ですが、自ら考
えることが最も大事なことです。自分で考えたものであれ
ばもし間違っていても先生方は好意的に丁寧に指導して
くださるでしょう。

　本学は皆さんの個性を尊重することを重視して教育を
行っています。問題の解き方もたいていの場合、一通りで
はありません。スマートな考え方でなくても、問題が解決で
きればその考え方も大いに結構ですし、お互いの考え方
を相互に認め合うこともこれからの皆さんにとって重要な
ことです。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、成長していかれることを願っています。

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。 文学部で
は、1年生の前期から4年生の後期までゼミに所属すること
になります。ゼミで学ぶにあたり、まず大事なのは、受け身
にならないこと。気になるトピックがでてきたら、自分からい
ろいろな方法で深めてみてください。気軽にネット検索か
ら始めてもよいですし、先生に参考文献について質問して
もよいと思います。
　次に、伝え方を意識すること。自分の発表は当然のことな
がら、他の人の発表へのコメントや質問もできるだけわかり

やすく言いたいことがうまく伝わるように努めてください。最
初はうまくいかなくても意識していれば必ず上達します。
　最後に、計画的に課題に取り組むこと。発表やレポート
作成に際し、1週間前くらいまでに一通り完成させておく
と、表現を工夫できたり、さらに面白いポイントに気づけた
りするかと思います。
　皆さんがゼミをいかして知的に充実した4年間を過ごさ
れることを心より願っております。

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。いよいよ
始まる大学生活にワクワクしながらも、不安を感じるとこ
ろも多いのではないでしょうか。法学や政治学というと、
どこか「硬い」というイメージがあるかもしれませんが、実
はそうではありません。我々の社会生活に存在するさまざ
まな利害の衝突を調整するためのルールや仕組みを考え
るのが法学・政治学にほかなりませんから、そこではむし
ろ「やわらかい」思考力が求められます。対立する利害関
係を調整するためには、バランスのとれた合理的な解決

策を自分の頭で考え、それを利害関係者が納得できる形
で説得することが何より大切です。このような柔軟な判断
力と調整力を、法や政治という素材を通じて習得すること
が、法学部での学びの目標なのです。
　そして、こうした能力は法律や政治にかかわる一部の専
門職に限らず、社会のあらゆる分野で活躍するために不
可決なものといえます。このような心構えで4年間の学習
に取り組むことにしましょう。

法学部長
金 光旭
KIN Kougyoku

副学長
遠藤 誠治
Seiji ENDO
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No.95 2019年3月18日発行
（年2回発行：4月・10月）

本誌を読んでのご感想・ご意見などを庶務運営課までお寄せください。

 

企画運営部庶務運営課 

  
        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　URL：http://www.seikei.ac.jp/university/kouza/zelkova/index.html

成蹊大学 学生広報委員会・
Twitterも見てね！

Twitterはコチラ!バックナンバーはコチラ!

　欅グラウンドの体育館前外周路に、「日英グリーン同盟記念植樹」とプ
レートに刻まれた1本のイングリッシュ・オークが植えられています。
　　昭和17（1942）年度成蹊小学校の卒業生より、駐日英国大使館の
苗木が卒業60周年記念に贈られ、植樹したものでした。日英グリーン同盟

（UK-Japan Green Alliance）は、日英同盟締結100周年を記念して平成

14（2002）年、英国内でドングリの実から育てた約200本のイングリッシュ・
オークを同盟締結日の1月30日の駐日英国大使館敷地内での植樹を端
緒に1年間日本国内で行われた植樹活動のことです。当時のトニー・ブレア
首相は「永続性（Sustainability）は、…全世界の人 と々これからの世代の
人々が考えなければならないキーワード」であり「日本と英国の若者やＮＧ
Ｏの人たちがエコロジーというテーマについて想いを巡らせ、希望を語り
合うことを目的」としている旨のメッセージを寄せています。英国も環境教育
から持続型発展教育（Education for Sustainable Development）へと
移行してきており、成蹊学園においても伝統的に培われ実践されてきた教
育をもとに、昨年4月に設置され
た「成蹊学園サステナビリティ教
育研究センター」において「持続
可能な発展のための教育」に向
けて学生・生徒・児童、教職員が
一体となって取り組む活動を行っ
ています。　

 【文：財務部　高橋章建】               

成 蹊    探 訪
Seikei exploration

学生広報委員会の公式ウェブサイト

『Seikei Realife』(セイケイ リアライフ)がOPEN!!

　2018年4月、大学公式の広報活動を行う「学生広報委員会」が発足! 本誌
『ZELKOVA』のほかにも大学公式Instagramや動画などさまざまな媒体を通
して、成蹊の魅力を学生が日々発信しています。
　そしてこのたび、この活動をまとめた学生広報委員会の公式ウェブサイト

『Seikei Realife』(セイケイ リアライフ)が開設されました! 
　活動の様子やメンバー紹介など、日々更新中です。学生メンバーが制作した
ウェブページや動画、広報誌なども今後続 と々公開予定。ぜひご覧ください。

〜ご協力のお願い〜

WEBサイトはコチラ!↓

広報誌を制作してみたい!　

写真撮影や文章を書くのが好き! 

取材や企画をしてみたい!

雑誌に興味がある! 

そんなアナタ! 一緒に学内広報誌『ZELKOVA』を創りませんか?? 

【活動内容】  学内広報誌『ZELKOVA』の制作 
 編集、企画立案、取材、原稿執筆、撮影、校正、進行管理

【活動日】　 ・週に1回　火曜　18：30〜19：30に全体ミーティング　
　　　　　・担当班ごとに制作に合わせて随時活動

【応募方法】 
参加希望・ご興味のある人は、お気軽に下記連絡先まで!
本館2階　 庶務運営課ZELKOVA事務局 
電話番号：0422-37-3531
メール：zelkova@jim.seikei.ac.jp
　

編集部員 
大募集 !! 

イングリッシュ・オークと日英グリーン同盟

欅グラウンドにある現在のイングリッシュ・オーク

日英グリーン同盟記念植樹プレート

ウェブ、動画、大学オフィシャル

Instagram、学内広報誌

『ZELKOVA』の各チームが、

それぞれのプロデュース企画・制作のため、

年間を通して取材撮影を行っています。

メンバーに声をかけられた際には、

ぜひ取材撮影にご協力ください! 

よろしくお願いします。

☆プロの講師に雑誌制作の基本を教えてもらえるので、
　初心者さんも安心 ! ＆スキルも身につく! 
☆大学公認の団体活動なので、サポートが充実。兼部もOK! 
☆学内広報誌『ZELKOVA』制作や、『成蹊大学公式 Twitter』へ記事投稿等、
　幅広く広報活動に携われるチャンス ! 
   ※本活動は、アルバイトではありません。

22   ZELKOVA 2019. Spring

PICK
UP!

来たれ!

新メンバー!

学年・学部
問わず、

大歓迎!!

はじめてみない？

ワクワクすること

学長直属 ! 学生広報委員会　成蹊大学公式学内広報誌『ZELKOVA』チーム 募集要項

編集／吉田
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Compal Sounds Jazz Orchestra部　
Seikei University Culture 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

。 

　こんにちは。Compal Sounds Jazz Orchestra（コンパルサウンズジャズオーケストラ）部です! 
当部は、ビッグバンド編成のJazzを演奏することをメインに、総勢24名で（2019年1月現在）週3回
活動しています。
　さて皆さん、ビッグバンドジャズをご存じですか? テレビなどのBGMとして多く使われているた
め、無意識でも一度は耳にしたことがあるかもしれません。おもにトランペット、トロンボーン、サック
ス、ドラム、ベース、ピアノといった楽器を用いて、煌

きら

びやかで、色気溢れる楽曲を演奏します。
　他大学バンドと交流する機会が多くあり、月１回のペースでジョイントコンサートを開催していま
す。他大学の友達が数多く作れるほか、さまざまな音楽に触れることができる良い機会です。 
　現在、当部は新入部員を大募集中です!  初心者も大歓迎です! 大学生になってから始めた部
員は半数を占めており、学年関係なく部員同士の仲が良く、楽しく活動できます! 音楽･楽器を始め
てみたい方、ジャズに少しでも興味がある方などなど、ぜひご連絡ください! 

文／経済学部4年　山口 智也

楽曲中、リズム隊をバックに独奏します! 
最高にアツい! エモい!! 

これぞビッグバンド! 一人ひとりそれぞれの役割をもって、全力で演奏します! 

 活動日    毎週月･水･土曜日  活動場所  (部室)西部室2号棟104、(スタジオ)西部室４号棟101

Seikei University Club  Information

 　代表者  経済学部4年 山口 智也  　 連絡先   compalsoundsjazzorchestra@gmail.com
           　　　　　             　　compal1964　 Compal Sounds Jazz Orchestra

先輩方からの差入れを手に
パシャリ。同じセクションの仲
間はとくに仲良し! 
楽器を吹くよりおしゃべりの
時間の方が…?

編集／福田･明石

Studying 
Abroad?

Compal Sounds 
Jazz Orchestraの
動画をCheck!




