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第70回四大戦実行委員長
山﨑 淳史さん（法学部3年）

Seikei University Magazine

第 69 回

2018年10月19日～21日

四大戦
＠学習院大学

最後まで勝つか負けるかわからない !
大接戦＆大健闘だった四大戦は今回も
たくさんのドラマを見せてくれました !!

四大戦は、戦前に旧制高等学校であった共通の歴史を持つ、
4つの大学が集って行われる伝統ある競技大会です。体育会
所属団体間で行われる正式種目と、各大学の代表で行われ

総合

正式種目

一般種目

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

2位

成蹊大学 135.0 点

成蹊大学 81.0 点

学習院大学 50.0 点

3位

成城大学 108.5 点

成城大学 69.0 点

成城大学 39.5 点

4位

武蔵大学 92.5 点

武蔵大学 63.0 点

武蔵大学 29.5 点

（正式種目と一般種目の合計）

編集／中嶋

Campus Information

成蹊大学 学生広報委員会・企画運営部庶務運営課

■四大戦（四大学運動競技大会）
とは?

る一般種目に分かれて勝敗を競います。

来年度は第70回を成蹊大学にて
開催します。次こそは総合優勝を
目指して本部員達とともに運営に
尽力してまいります！！

欅祭 2018
REPORTS
11.24-25

編集・発行

今回は惜しくも2位でした。
今後は、これまで以上に正式
種目と一般種目の出場学生
が協力し合い、優勝に向けて
突き進んでほしいです！

Winter 2019

今年度は惜しくも総合2位

第69回四大戦推進局長
小林 彩さん（法学部4年）
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全日本大会に
出場するために
日々設計・制作を
しています!

ワンダーフォーゲル部

文芸倶楽部

書道部 with フラッシュモ部
オープニング企画でコラボレーション! ダイナミックなパフォーマンス
で観客を圧倒。新しい芸術、誕生の瞬間でした。

創部62周年を記念して、活動に必
要な備品やこれまでの活動記録を
細かく展示。約20年前の部誌を発
見し、部員の皆さんが積み重ねてき
た歴史を感じました…!!

汽車旅倶楽部

落ち着いた店内で読むオリジナルの小説。ドリンク
片手に読書にふける贅沢な時間を楽しめました。

SEIKEI EV Racing

ライフセービング部

乗車してみてびっくり。カラダに吸い付くように
フィットします!

経済学部4年
大伴 菜々子

食

欲

生地から手作りの大判焼とたい焼き。
あなたはどっち派?

の

VS
ほのかな甘みが絶妙の大判
焼は毎年大人気! お手頃価
格の100円で販売。

よ！！
美味しい
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秋

生年月日を入れるだけで自分を象徴するラーメ
ンを教えてくれる、不思議な占い。プログラミン
グ占い、想像以上に当たります(驚)!
響き渡る歌声で、会場は一つになります。

デザイン研究部

リポーターの占い結果は…

「マルちゃん麺づくり
鶏ガラ醤油味」

製作者の思いが詰まった
作品がキラキラとステージ
で輝きます。

法学部 北川ゼミ
個性的な作品が
勢揃い！！

起業をテーマに北川ゼミの学生が企画。
イチオシの企画をご紹介!

【思い出づくり】
チェキとコルクで作る、欅祭の思
い出。“映えスポット”が各所に設
けられ、参加者は和気あいあいと
制作していました。

作品名「アルマジロのジョン」

陶芸研究会

成蹊の中にこだわりのコーヒースタンドが!
香り豊かなコーヒーは一杯200円。

エステラスバレーボール同好会

ほくほくのじゃがいもとバター。
凍える寒さが吹き飛ぶ
あったかさです。

11.24 -25

心をこめて
淹れてます。

管弦楽団
15年以上前から受け継いできた
「管弦たい焼き」。今年はトレ
ンドのマロン味で勝負!

欅祭

REP ORT

文学部3年
金井 真穂

成蹊メディアクラブ

秋

FAC 電子計算機研究会

20 18

晴れ渡る秋空のもと、第57回欅祭が11月24日(土)～25日(日)に開催されました。
約2万人を超える来場者が訪れ、熱気と笑顔あふれる2日間に!
学生広報委員会の記者が余すことなくリポートします!!

合氣道部

の

学

レールを走り抜ける列車は、
ちびっこの心も瞬時につか
みます。2日間で約1200人
が訪れ、欅祭展示部門で見
事1位を獲得しました!

芸術
の

秋

術

外気が15℃を下回る
中での気合と根性。
展示内容は本格的!

中庭ライブパフォーマンス

水泳部

「陶芸の森」の中には、動
物や食べものをテーマにし
た作品がズラリ。製作者の
コメント一つひとつに、愛
情を感じました。

作品名「森のティータイム」

Gloria!!

【ハーバリウム】
好きな花や瓶を選んで、可愛いハーバリウムが簡単に完成!
子どもから大人まで、多くの人で大盛況でした。

Double Eight with ピーチくん
熱気あふれる水泳部の焼きそば。アツアツで
美味しい! 立て看板が印象的で、引きつけられ
たお客さんも多いはず!

全身を使って表現するダブルダッチ。
カッコよさは芸術の域!

企画・取材／大伴・金井
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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」

January-March

パソコン

1-3

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

			

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

 情報図書館

〜 キャリア支援センター 1号館1階

TEL.0422-37-3544／http://www.seikei.ac.jp/university/library/
 財務部管財課 本館3階
TEL.0422-37-3511

〜 国際教育センター国際課

 総務課 本館2階

TEL.0422-37-3543／job@jim.seikei.ac.jp
1号館2階

TEL.0422-37-3536／siis@jim.seikei.ac.jp
〜 大学保健室

TEL.0422-37-3518／hoken1@jim.seikei.ac.jp

TEL.0422-37-3503
 サステナビリティ教育研究センター 本館1階北西側

TEL.0422-37-3480 ／ercs @jc.seikei.ac.jp

〜 入試センター 本館１階

TEL.0422-37-3533

学内イベント

Campus events

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

 筆記試験のための演習講座

の安全・危険の基礎知識や現地でとるべき行動、国別

日程：2月20日
（水）、
22日
（金）

の最新情報などをお話いただきます。休業期間を利用

認してください。重要なお知らせを掲示する場合があり

 グループディスカッション準備講座

ますので、
必ずポータルサイトで確認してください。

日程：2月25日
（月）、26日
（火）

 1月12日
（土）
月曜1・2限振替授業実施について

 学内企業セミナー

台風 24号の影響で、
10月1日
（月）
1・2限の学部および

日程：3月1日
（金）～8日
（金）

大学院
（法科大学院を除く）の授業を休講としました
が、
この振替授業を1月12日
（土）
1・2限に、授業時間割
のとおりに実施します。

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

 卒業・修了延期願受付期間 (卒業・修了年次生)
日程：2018年12月1日
（土）～ 2019年1月31日
（木）
※配付・受付は窓口にて行います。卒業・修了延期制度に係る納
付金納入期間、
その他手続き日程の詳細については、教務部窓

◇～対象：全学年

 日経新聞[読み方]ガイド

実施します。
回答期間：2018年12月10日
（月）～2019年1月21日
（月）
結果開示期間：3月2日
（土）～4月26日
（金）
授業評価アンケートに回答いただいた内容は、授業を担
当されている先生方へお伝えし、授業内容の充実や改善
に向けて活用されます。皆さんからのご回答、
お待ちしてい
ます。

構内駐輪場を有効利用するため、大学構内の駐輪場

（金）12：30～14：00
日時：2月1日
場所：7号館201教室（予定）

 TOEFL ITP
【第6回】
日程：3月23日
（土）
受付期間：12月21日
（金）
～3月15日
（金）

 業界研究セミナー

日程：3月14日
（木）
申込締切：3月11日
（月）

※時間・会場・申込方法の詳細については、
キャリア支援ポータル
等にてお知らせします。
いずれの行事についても、
変更の可能性が
ありますので、最新情報を必ずチェックしましょう。

国際課
後期履修科目の授業評価アンケートを以下の期間に

ら中・長期海外留学を予定している学生は積極的に参

 IELTS学内試験

口、
ポータルサイトで確認してください。

 授業評価アンケートについて

 放置自転車の移動・保管と廃棄処分について

加してください。

 2018年度後期成蹊大学
清水護英語能力試験受験奨励金
過去1年間
（2018年1月10日以降）
にTOEFLiBT・IELTS
アカデミックモジュール、IELTSforUKVIを受験した学
生で、以下いずれかのスコアを取得した者に対し、選考
により受験奨励金（TOEFLiBT・IELTSアカデミック・モ
ジュールは15,000円、IELTSforUKVIは20,000円）
が支
給されます。

大学保健室
 上級救命講習会
日程：2月1日
（金）
9:00～17:00
参加費：無料

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）

 企業発見セミナー
日程：1月中旬
（詳細未定）
 模擬面接
日程：1月中旬以降
（詳細未定）

 就職活動マナー講座（実践編）
日程：2月20日
（水）
、22日
（金）
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認ください。

 協定留学生修了式

6. 東門は、2月12日
（火）～14日
（木）
の7：00 ～8：30、

定期間保管した後、処分します。

1月19日
（土）大学入試センター試験日

7. 3月9日
（土）試験中は、入試会場となる3号館への

◆移動予告期間：3月20日
（水）
～4月12日
（金）

1月20日
（日）大学入試センター試験日

※駐輪場に置いてある自転車に札をつけます。放置自転車でない

2月 3日
（日）2教科型全学部統一入試

場合は、
お手数ですが札をはずして駐輪場に設置してある回収箱

診入力をしてください。

◆2019年度定期健康診断
期間：4月1日
（月）～4月5日
（金）
（予定）

◆移動期間：4月13日
（土）
～4月19日
（金）
※札のついている自転車を大学9号館裏へ移します。

◆保管期間：4月20日
（土）～6月21日
（金）

しょう」
日程：3月13日
（水）
時間：10：35～12：00
（予定）
対象：全学生・全教職員
※詳細は右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

春期休業中に海外渡航を予定している学生などを対

2月12日
（火）
【文学部】3教科型学部個別入試 試験日
2月13日
（水）
【経済学部】
3教科型学部個別入試 試験日

丈夫です。新入生を華やかな景色で迎えられるよう、学
います。

上記  の入試期間中、入校制限は行いませんが、以

ん。証明書自動発行機は6号館１階教務部内のもの

式場が手狭なため、入場は卒業生・修了生のみ
となります。それ以 外のご来 場の方々は、モニ
ター会場（受付：6号館1階ロビー）
で式の様子を
ご覧いただくことになります。詳細はポータルサイ
トで確認してください。

をご利用ください。

お問い合わせ：庶務運営課（本館２階）

1. 入 試 会 場となる建 物（2、3、5、6（１階 教 務 部を除
く）、8、9号 館）のほか、4号 館への入 館はできませ

2. 学 生の大 学 11（研 究 助 成 課 事 務 室を除く）、12、
13、14号館への立ち入りが禁止されます。

各種施設開館時間
（1月～3月）

◆内容：プランター植栽活動（花の植え替え）
①造園業者より説明
②プランターにある既存花の取り出し
③整地

④植え替え ⑤水やり

情報図書館

情報教育用施設
所

平日

象に危機管理セミナーを実施します。危機管理の専門

卒業後も図書館を利用することができます。詳細につい

家を講師にお招きし、渡航前に知っておくべき海外で

ては図書館HPをご確認ください。

日程：3月22日
（金）
15：00～16：00
※申込方法等の詳細は2月下旬にポータルサイトにて
お知らせします。

土・日・祝日

情報教育用施設窓口
9：00 ～ 16：50
7号館 1階スタディホール

Closed

7号館 2 階パソコン教室
3 階パソコン教室

Closed

9：00 ～ 17：50

3 号館 2 階スタディホール 9：00 ～ 18：50

 卒業後の図書館利用について

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

下の点に注意してください。

場

場所：4号館ホール北側
（7号館横）
広場

情報図書館

◆2018年度学位授与式について

 大学入試センター試験および一般入試期間
中の来校の自粛について

学内にて、
普段何気なく目にしているプランターの植え替

日時：1月22日
（火）12：20～13：00

 海外留学・旅行危機管理セミナー

2月10日
（日）
【理工学部】
3教科型学部個別入試 試験日

 プランター植栽活動 参加者募集！
＜けやき循環プロジェクト＞

内を一緒に彩りましょう！ みなさんの参加をお待ちして

場所：本館大講堂

ご遠慮ください。
ご協力をお願いします。

アシスト入試 試験日

 第４回 地域清掃活動
「いつもお世話になっている吉祥寺の街をきれいにしま

 健康診断証明書の発行

※就職活動に必要な健康診断証明書は、原則として毎年
定期健康診断を受けている場合のみ発行します。

【経済・文・法学部】
5科目型国公立併願

3月 9日
（土）
【経済学部】
5科目型多面評価入試試験日

された時間に健診を受けてください。

次年度の発行開始は、
5月中旬を予定しています。

入館が禁止されます。
※入試会場の平穏を保つため、入試期間中の不要不急の来校は

2月14日
（木）
【法学部】3教科型学部個別入試 試験日

総務課

えを行います。
プロの方が教えてくれるので初心者でも大

2018年度の発行は、3月29日
（金）
15：00までとなります。

12：30 ～18：30のみ開門します。

に入れてください。

※参加希望者は申込みを行ってください。

※必ず3月に送付する定期健康診断要項で詳細を確認し、指定

TOEFLiBT・・・68点以上
IELTSアカデミックモジュール・IELTSforUKVIオーバー
オール・バンドスコア・・・5.0以上
申請期間：1月7日
（月）～1月19日
（土）
※国際課にて
「奨学金ガイド」
を配布していますのでご確

大学入試センター試験日程は、次のとおりです。

に長期間放置されている自転車を整理します。以下の
とおり移動・保管し、持ち主から申し出がない場合、一

 定期健康診断について

※詳細はポータルサイトでお知らせします。必ず確認し事前に問

室は通常どおり業務を行います。

5. 情報図書館、学園史料館は休館となります。

場所：本館大講堂集合

期間：3月22日
（金）～28日
（木）
（予定）

4. 1月19日
（土）、2月12日
（火）～14日
（木）
は、各事務

 2019年度入試日程
本学で実施される2019年度一般入試日程および

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

◆事前問診入力

3. 入試本部となる10号館への入館が規制されます。

入試センター

して海外旅行や短期留学を控えている学生、来年度か

日程：1月中旬（詳細未定）

日程：2月4日
（月）～27日
（水）

管財課

情報図書館

春期休業期間

（２/２～３/２２）

場所

平日

1階

8：45～ 20：45

Closed

2月・3月

Closed

2階~5階

9：00 ～ 20：30

1階~5階

9：00 ～ 16：45

土曜

日・祝日

9：00 ～ 16：45

Closed

Closed

以下日程については休館となりますので、ご注意ください。

Closed

1月1日
（火）～5日
（土）、1月14日
（月）
、1月19日
（土）
2月11日
（月）～2月14日
（木）
3月21日
（木）

情報図書館の開館に準ずる

※授業、試験、講習会等の学内行事がない時間は、自由に利用できます。
※当日の利用状況については、高等教育開発・支援センターの HP や各
部屋入口の空席情報表示で確認してください。
※振替授業日は平日に準じます。

期間

1月

休館

※最新の情報は図書館HPで確認してください。

図書の春期休業長期貸出について

1月21日（月）から、春期休業長期貸出を行います。
返却期限は3月29日（金）です。
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August-December

8-12

まとめて 読 む 出 来 事

8.30

AUGUST

9.20

10.22

S EPT EM B ER

成蹊学園にて
インターンシップ研修を実施
昨年8月30日から9月5日の5日間にわたり、本学
在学生を含む10 名が成蹊学園にてインターン
シップ研修を行いました。各部署の業務内容を
はじめ、現場見学やグループワーク実習を通じ
て学校職員の業務について学びました。

10.10

O CTO BER

ブックハンティング
昨年10月10日、11日、13日にジュンク堂書店吉
祥寺店にて図書館主催によるブックハンティン
グが開催されました。参加した計14名の学生は
思い思いにフロアをまわり、図書館に所蔵した
い本を選びました。今年度は約180冊の本が選
書され、参加者からは「これだけ大規模な書店
で自由に本を選ぶことはなかなかないので貴重
な体験だった」
などの感想が寄せられました。
選ばれた本は参加学生制作によるＰＯＰととも
に図書館内にて展示しています。

10.19

6
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2018年度後期協定留学生歓迎式

昨年 9月20日、本館大講堂にて後期協定留学
生歓迎式が行われました。8ヶ国14校の協定大
学より23名の留学生を迎えました。留学生の皆

10.14

O CTO BER

10.22

O C TOBER

経済学部特別表彰式について

O C TO B ER

第2回成蹊大学研究ブランディング
事業シンポジウムを開催

さんは、緊張しながらも日本語で自己紹介をし
ていました。前期受け入れの5 名と合わせて28
名となった協定留学生は、成蹊大学での日々を
過ごしつつ、
日本の文化を学んでいます。

学生相談室主催
―らんちょんミーティング秋報告―
昨年 10月18日の昼休み、
らんちょんミーティン
グが開催されました。
ランチとワークを楽しみな
がら、学部・学年を超えた交流ができたようで
す。大学は、知り合いや気の合う友人を作るの
に案外苦労することもあります。
そんな時、
どうぞ
学生相談室のドアをたたいてみてください。

10.18

O C TOBER

2018年度前期成績優秀者特別表彰

スペシャリスト認定証授与式

学業に対するモチベーションの向上を目的に、
各学期において人物・品行・
成績等において特に優良であると認められた学生を表彰しています。
内8名が昨年10月22日に行われた表彰
今回の特別表彰対象者は10名で、
式に出席しました。
表彰学生には賞状と副賞
（図書カード）
が贈られました。

経済学部が提供する7つのスペシャリストコース
（通称：チャレンジセブン）
は、
卒
業後に各分野のスペシャリストとして活躍する人のために設けられている制度
です。
各コースの指定科目を所定の成績で修めると、
その専門分野の
「スペシャ
内4名が昨年10月22日に
リスト認定証」
が授与されます。
今回対象者は9名で、
行われた認定証授与式に出席しました。
授与学生には賞状が贈られました。

11.15

11.5

昨年11月5日、
欅賞
（日本文学科研究奨励賞）
表
彰式が行われました。
受賞者は次のとおりです。
【大学院生の部】
優秀作 該当作なし
佳 作 該当作なし
【学部生の部】
優秀作 該当作なし
（日本文学科3年）
佳 作 見野 さくら
落窪物語における縫い物の役割

O C TO B ER

昨年10月14日、6号館501教室で、第2回成蹊大
学研究ブランディング事業シンポジウム
「地域共
生社会への道すじ」
が開催されました。
当日は、
松下玲子武蔵野市長、
橋田浩一東京大学教授、
栗林知絵子特定非営利活動法人豊島子ども
WAKUWAKUネットワーク理事長らが講演、
パネ
ルディスカッションを行い、来場者は熱心に耳を
傾けていました。

こころの豊かさのためのプログラム２
「夢の叶え方、見つけ方」
～社会でイキイキと働く秘訣とは？～
昨年11月15日に、劇団四季の主役、
トップ営業
マンを経験した佐藤政樹さんをお迎えし、
自分
の生きがいや夢をどのように仕事に結び付けて
ゆくのかお話しを伺いました。若者のハートに火
をつける熱い講演会でした！

2018年度後期国際交流バスツアー
昨年10月19日、留学生との交流を目的とした国
際交流バスツアーにて、人気のパワースポットを
巡りました。華厳の滝では、壮大に流れ落ちる
滝と美しく色づいた周りの木々の美しいコラボ
レーションを前に、参加者はさまざまなポーズで
写真を撮っていました。
また、昼食に日光名物の
ゆばをいただいた後は、一昨年大修理を終えた
ばかりの日光東照宮を訪れました。色鮮やかに
美しくよみがえった寺社や彫刻は豪華絢爛。
こ
こでも一緒に写真を撮るなど交流の輪が広がっ
ていました。

NOVE MBE R

第29回欅賞
（日本文学科研究奨励賞）

NOVEM BER

12.17

D EC EM BER

就職四季報の読み方セミナー
昨年12月17日に、
キャリア支援センターと大学図
書館共催
「就職四季報の読み方セミナー」
が開
催されました。
各種四季報がオンラインで読める
『東洋経済デジタルコンテンツライブラリー』
を
利用し、東洋経済新報社の方に就活情報の読
み解き方を解説していただきました。

～姫君の特技はなぜ縫い物でなければならなかったのか～

2018年度体育会総会

12.12

D EC EM BER

昨年12月12日、
2018年度体育会総会が本館大
講堂にて開催され、
本年度の活動報告のほか来
年度の新役員が紹介されました。
また、
この1年間の活動で特に優秀な成績を収め
た団体および個人が、
体育会会長
（学長）
より表
彰されました。
■優秀団体賞
・女子バレーボール部
春季リーグにおいて4部から3部に昇格
・男子ラクロス部
関東リーグ1部をブロック2位通過し、
関東ベスト4
■優秀個人賞
・陸上競技部 野仲 紗世

天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
女子400ｍ 準決勝進出

・陸上競技部 山根 康太

天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
男子800ｍ 出場

2018年度後期公開講座
「知のフロンティア」開催
昨年10月6日・20日、11月10日に2018年度後期
公開講座が開催されました
（10月13日は中止）。
今回は
「知のフロンティア」
をテーマに、
各学部か
ら様々な切り口で講演が行われ、大盛況のもと
終了しました。来年度も、新しいテーマで、前期・
後期各４回の開催を予定しています。事前申込
不要で受講料もかかりません。学生の皆さんも
ぜひご参加ください。
詳細は大学ＨＰにてお知ら
せします。
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第70回四大戦実行委員長
山﨑 淳史さん（法学部3年）

Seikei University Magazine

第 69 回

2018年10月19日～21日

四大戦
＠学習院大学

最後まで勝つか負けるかわからない !
大接戦＆大健闘だった四大戦は今回も
たくさんのドラマを見せてくれました !!

四大戦は、戦前に旧制高等学校であった共通の歴史を持つ、
4つの大学が集って行われる伝統ある競技大会です。体育会
所属団体間で行われる正式種目と、各大学の代表で行われ

総合

正式種目

一般種目

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

2位

成蹊大学 135.0 点

成蹊大学 81.0 点

学習院大学 50.0 点

3位

成城大学 108.5 点

成城大学 69.0 点

成城大学 39.5 点

4位

武蔵大学 92.5 点

武蔵大学 63.0 点

武蔵大学 29.5 点

（正式種目と一般種目の合計）

編集／中嶋

Campus Information

成蹊大学 学生広報委員会・企画運営部庶務運営課

■四大戦（四大学運動競技大会）
とは?

る一般種目に分かれて勝敗を競います。

来年度は第70回を成蹊大学にて
開催します。次こそは総合優勝を
目指して本部員達とともに運営に
尽力してまいります！！

欅祭 2018
REPORTS
11.24-25

編集・発行

今回は惜しくも2位でした。
今後は、これまで以上に正式
種目と一般種目の出場学生
が協力し合い、優勝に向けて
突き進んでほしいです！

Winter 2019

今年度は惜しくも総合2位

第69回四大戦推進局長
小林 彩さん（法学部4年）
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