93

SEIKEI UNIVERSITY

ACTIVE

Club &Team
大

し
ま
す。

成蹊

学

Sp r i n g
2018

No.93 SPRING 2018

介
の
クラ
を紹
ブ・サ
動
活
ークル

Seikei University Magazine

Active
Club&Team

Seikei. Univ

CLUB & TEAM

体育会ゴルフ部

Yakitori ISEYA

成蹊大学のクラブ活動を
紹介します。

編集・発行

Vol.00

Seikei University Sport Club

文/理工学部2年

成蹊大学企画運営部庶務運営課

こんにちは! 体育会ゴルフ部です。
新入生の皆さん、
ご入学おめでとう
ございます。
新入生の皆さんには気の早い話ですが、
就職後最も使えるス
ポーツが何かご存知ですか?答えはゴルフです。
現在、
31名在籍しており、
火曜と木曜は近くの練習場で2時間、
土曜は神奈川県のゴルフコースで練
習しています。
部員の8割が大学でゴルフを始めました。初心者でもレギュラーになれ
る環境がゴルフ部には整っています。
今年、
男子は3部昇格、
女子は4部残
留を目指し日々、
切磋琢磨しています。
ゴルフはお金がかかるイメージがあると思いますが、
コースでのアルバイ
トや契約メーカーからゴルフ道具を安く購入することができます!
また、
プレーを通じて社交性も身に付き、
社会で役立つ礼儀も大学生活
で培うことができます。
大学から新しいことを始めようと考えている方は是
非ご連絡下さい!

ゴルフ場はとても自然豊かです。
綺麗な青空に向けてショットすると
気持ちいいですよ!

谷村 拓哉

女子の試合中。
リーグ戦
では選手1人1人がチー
ムのために。選手と応援
する部員も含めてチーム
一丸で戦います!

Information

人気の街 吉祥寺の魅力を
成蹊生が徹底取材 !!!

夏季リーグ戦後の一枚。上級生の活躍でメダルを獲得!!今年もこ
の学年を先頭にリーグ戦を戦っていきます!

Seikei University club

週3日
田無TIMEZIPS24・厚木国際カントリークラブ
代表者 経済学部4年 阪堂 和也
活動日

活動場所

◎特集

連絡先

理工学部2年 谷村 拓哉 us172110@cc.seikei.ac.jp
seikei_golf
体育会ゴルフ部
体育会ゴルフ部
seikei_golf17

吉祥寺 MAP
成蹊大学公式
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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
課題の発見・解決は真の頭の体操

「ワクワク」
と
「なぜ?」
を大切に
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。

ジして、思い切りわくわくしてください。

新入生の皆さん、経済学部経済経営学科は、皆さん

このような現実の課題発見と解決に、学問の仕切りは

が自分で学修・キャリアプランを作り上げていく、柔軟

関係ありません。経済学部では、経済学と経営学の仕

で実践的なカリキュラムを提供しています。

切りを取り払い、多角的な視点から日本経済や企業活

グローバル化が進むなか、経済政策が企業や地域に

第二は、
「なぜ ?」
と問い続ける姿勢です。
「当たり前」

大きく影響するようになっています。急増する外国人観

「常識」と思われていることに対して「なぜ ?」と問

動を考え、将来の進路に繋がる「チャレンジセブン」と
いう7 つのコースを提供しています。

光客が企業の株価や地域経済にも影響しています。外

2020 年東京オリンピック・パラリンピックでは、多く

第一は、「わくわく」する心です。皆さんはこれか

いかけることによって、人類はその知的レベルを向上

国人労働者を積極的に採用する等、企業の人事戦略も

の皆さんは 3 年生になります。鋭い分析力と多様性を許

ら自分自身をどの方向にも自由に伸ばしていくことが

させ続けてきました。リンゴが木から落ちるのを見て

国際化しています。海外の環境保全等、日本企業の国

容する包容力を身に着け、日本のおもてなしの最前線に

できます。
「わくわく」しませんか ? この「わくわく」

当たり前だと思って通り過ぎずに、「なぜだろう ?」と

際貢献も着実に広がりを見せています。

立ってください。

こそが人類を進歩させてきた最大の原動力です。学

思ってその原理を追究するのが大学です。当たり前だ

業、クラブ活動、留学、アルバイト、インターンシッ

と思われていることに対して「なぜ ?」を繰り返して

プなど何でも構いません。ぜひ新しいものにチャレン

みてください。

経済学部長

井出 多加子
Takako IDEE

成蹊大学長

北川 浩

Hiroshi KITAGAWA

毎日を楽しんで考える力をつけよう
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さん

学習から学修へ

副学長

小池 淳

Atsushi KOIKE

大学生活は実はとても楽しいものです。クラブ活動な

は期待と不安をもって入学式を迎えられたと思います。

ども皆さんの糧となるでしょう。ただ、是非ともやっても

理工学部の毎日は忙しいといわれています。授業の数も

らいたいことは授業を積極的に使いこなすことです。つま

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

導くこと」を求められていました。一方、大学では、「自

多いし、学年が進むにつれて実験のレポートなども結構

り、単に聞くだけでなく、なぜそうなるのかを考えながら

入学時に渡される履修要綱を読むと、これまでよく見

ら問題や課題を見つけ、そして自分なりの解答を出し、

大変です。でも心配には及びません。大学には丁寧に教

授業に臨んでください。それによって考える力を身につけ

慣れた「学習」が「学修」という単語に置き換わってい

どうしてその答えが妥当なのかを検証していくこと」、が

えてくれる先生方や、皆さんと年齢も近く優しい助教の

ることができ、4 年後には立派な社会人となって社会に

ることに気が付いたと思います。これは、高校での学習が

求められています。自分自身で計画を立て、自主的に責

先生が皆さんをサポートしてくれます。また、友人とも相

入っていくことができます。

「先生から学ぶ、習う」ものであるのに対して、大学で

任をもって行動していくことでもあります。大学での学生

談しながらお互いに実力を上げていくことも大いにやって

の学修は、「自ら学んで、修める」ということ意図してい

生活を充実した 4 年間にするために、「学習」から「学

下さい。

るからです。これまでは「正解がある問題や課題に対し

修」への相違をしっかりと認識して、何を大学で学び修

て学習した知識に基づき決められた解法で正しい解答で

めたいのかをじっくりと考えてみてください。

4 年間はあっという間です。どうぞ充実した毎日を楽

理工学部長

坪村 太郎

Taro TSUBOMURA

しんでください。

知的に充実した4年間を
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

自由をたっぷり楽しもう！
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

ただ、困ったことに、自由を手にすると自ら選択をしな

新たな生活に心を躍らせていることと思います。

ければなりません。そして、選択には責任がともないます。

これまでの生活と今までとの最大の違いは、皆さんに

さらに、焦る必要はないのですが、大学生活４年間は、

は大きな自由があるということです。思いっきり勉強して

副学長

遠藤 誠治

文学部で学ぶにあたり、まず大事なのは、受け身にな

実は相当短いのです。

将来のために能力を高めたい。部活や同好会活動にエ

やりたいことをリストアップして、寸暇を惜しんで、手に

ネルギーを注ぎ込みたい。友人を沢山作りたい。アルバ

した自由を、誰のためでもない、自分のためにフル活用

イトを通して経験を積みたい。思いはいろいろでしょう。

してください。

らないこと。授業を受けるなかで、気になるトピックがで
てきたら、いろいろな方法で調べてみてください。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

のお喋りのなかで、面白いと思っていた知的な事柄に触
れてみると、思わぬ反応がかえってきて新たな刺激を得
ることもあるでしょう。
最後に、計画的に課題に取り組むこと。発表やレポー
トに際し、一週間前くらいまでに一通り完成させておくと、

について質問してもよいと思います。ちょっとした引っか

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

かりから芋づる式に知識を得られることはよくあるので、

するかと思います。

時間がある今こそが関心領域を拡げておくチャンスです。
次に、知識の共有を意識すること。たとえば、友人と

皆さんが知的に充実した 4 年間を過ごされることを心

文学部長

森 雄一

Yuichi MORI

より願っております。

Seiji ENDO

「学ぶ力」、
「批判する力」、
「説得する力」

自分の、
自分による、
自分のための時間

きることが何より大切です。

よ始まる大学生活にわくわくしながらも、不安を感じると

て絶えず指図を受けるという段階から抜け出して、自分

私たちが生きている社会の状況は際限なく変化していま

ころも多いのではないでしょうか。

が「これは良い」と感じたことであればそれに取り組んで

す。それにただ流されるのではなく、変化の意味を考え、

OK だという、まさに「自分の時間」を、しばらくのあい

自分は本当に何をしたいのか、何をすべきなのかを見定

ためのルールや仕組みを考えるのが法学や政治学です。

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

だ享受することになります。大学は、皆さんが有意義に
「自

めながら生きていくことができるような知的素養（それが

その学びは、単に既存の法律の条文や政治的仕組みを

ましょう。4 月からは、早速フレッシャーズ・セミナーなど

分の時間」を生きることができるように、学修とそれ以

「教養」にほかなりません）を、これから「自分の時間」

丸暗記するものではありません。問題解決のための既存

の科目で、こうした本格的な学修のための基本的な作法

の様々な考え方を謙虚に学び、それに批判的な検証を

から学び始めましょう。

外のさまざまな活動のための場や機会を用意しています。
このように用意された時間と環境を十分に活用し、皆さ

2

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。いよい

んの現在と未来を豊かなものにしてください。特に、
いま、

成蹊大学に入学された皆さんは、何をすべきかについ
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の中で、しっかり身に付けてほしいと思います。

社会における様々な利害の衝突を合理的に調整する

法務研究科長

小早川 光郎

Mitsuo KOBAYAKAWA

加えて自分の解決案を考え、さらにそれを他者に説得で

法学部では、このような「学ぶ力」
、
「批判する力」及
び「説得する力」の訓練を徹底的に行います。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、

法学部長

金 光旭

KIN Kougyoku
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私たちが
取材しました!

つい長居してしまう心地よさ

武蔵野珈琲店

愛され続けて30年! 絶品スイーツの数々

2

レモンドロップ
吉祥寺本店

クラシック音楽が流れる落ち着いた雰囲気の店内で

的ケーキ屋さん。定番人気のチーズケーキはしっとり感と濃厚さがヤミツ

ケーキとネルドリップで淹れたコーヒーは相性抜群。

キに! 本店限定発売のベリーたっぷりのフルーツトルテも外せません!

心静かにくつろげる心地いい喫茶店です。

住 武蔵野市吉祥寺本町1-2-8
営 10:30~22:30

☎ 0422-22-9681

http://www.lemondrop.jp/

1

いせや 公園店

レモンビル1F

休 なし

武蔵野珈琲オリジナルブレンド580円とマスター手作りの
ガトーフロマージュ470円。

吉祥寺、永遠の定番!

5

1980年創業。大人から子どもまで、幅広い世代に愛される吉祥寺の代表

頂くコーヒーは格別です。店主自慢の手作りチーズ
取材学生:
文学部 2 年
（左）
・林 えりな
（中央）
・石黒 美玖（右）
飯塚 夏那
撮影者:経済学部 3 年 塩原 悠仁

創業以来30年以上
ロングセラーの
チーズケーキ497円。

住 武蔵野市吉祥寺南町1-16-11
営

井の頭公園の入り口付近に店を構えて今年で58年。昭和

11:00~23:00

この春、新発売! 3月中旬から
成蹊学園紀伊國屋書店ブックセンターで
販売開始!! 1缶864円デス。

休 年中無休

から愛され続けている焼き鳥屋「いせや 公園店」。昼間か

ウマッ

らタレの良い香りに誘われて、毎日通っている地元の方も

自慢の生クリームと
フレッシュなベリーが美味!
フルーツトルテ594円。

レモンドロップとコラボ
ピーチクッキー完成!

荻上ビル 2F

☎ 0422-47-6741
http://www.oishicoffee.com/

6

いるんだとか。吉祥寺の焼き鳥と言ったら絶対にココ!

タピオカ
（パール）
と相性バツグン台湾ティー

Gong chaアトレ吉祥寺店
茶葉の良い香りがお店の外まで香り、朝からたくさんのお客さまで賑わっ
てます。
ゴンチャは自分好みにカスタマイズできるのがポイント。
ドリンク、
甘さ、氷の量、
トッピングを好みで選べます!

3

住 武蔵野市吉祥寺南町1-15-8
営 12:00~22:00 休 月曜日
☎

5

0422-43-2806
http://www.kichijoji-iseya.jp/pablics/index/14/

色々トッピングがあって
迷ったときはお茶のスペシャリスト、
ティーコンシェルジュさんに
聞いてみてください!

9

8

学生の味方一串90円! タレと塩、両方トライしたい。公園散策のお供に。

6

7

住 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24
アトレ吉祥寺1F
営 10:00~22:00
席 8席
☎ 0422-22-1519
http://www.gongcha.co.jp/

人気の街 吉祥寺の魅力を
成蹊生が徹底取材 !!!

吉祥寺 MAP

2
1
4

美味しいスイーツやオシャレなカフェ、井の頭公園でほっこり…。
楽しみ方イロイロ! 授業終わりや週末に、吉祥寺の魅力にハマってみませんか?

今なら、お会計時レジで

学生証の提示で、
フードとドリンク
（一部対象外）
同時購入で100円引き!

甘すぎずスッキリした味わいの紅茶の風味が◎!
人気のブラックミルクティー
（トッピングでパール
（タピオカ））490円。

※2018年9月末まで。
他のサービスと併用不可。

探してた一冊と出会えるかも?

百年

3

若かりしピース又吉さん思い出の場所

井の頭恩賜公園

古本から新書、CDや絵本まで。時代を超
えた様々なジャンルの本がズラリ。
カメラ
マンの塩原君がずっと探してた本も発見!

のスポット。週末には多くの人で賑わいます。
ノンビリ散歩したり、公
園の風景を映し出す大きな池で、
ボートに乗るのも楽しい。

住 武蔵野市吉祥寺本町2-2-10
村田ビル2F
営 12:00~21:30
休 火曜日
☎ 0422-27-6885
mail@100hyakunen.com
http://www.100hyakunen.com

ZELKOVA 2018. Spring

同席していた
カメラマン塩原君は、
前々から
欲しかった本を発見。
お買い上げ!

学生カメラマン
経済学部 3 年
塩原 悠仁

7

しっとりモチモチ! シナボンクラシック。
とろけるよ
うな味わいで、1度食べたらヤミツキです! ずっし

春には桜、秋には紅葉。四季折々に様々な表情を見せる人気の憩い

る、個性的で魅力的な本屋さんです。

4

CINNABON
アトレ吉祥寺店

4

トークイベントや作品の展示も行ってい

※価格はすべて税込み表記です。

シアトル発シナモンロール専門店

りボリュームもあり大満足の食べごたえ。今なら
成蹊大学生にお得なサービス有り!

住 武蔵野市御殿山1-18-31

http://www.kensetsu.metro.
tokyo.jp/jimusho/seibuk/
inokashira/index.html

定番人気のシナボンクラシック450円

私たちが
取材しました!

住 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24
アトレ吉祥寺本館1F
営 10:00〜22:00
席 12席
☎ 0422-22-1503
info@cinnabon-jp.com
http://www.cinnabon-jp.com/store/
detail-kichijoji.php

取材学生: 文学部 2 年 齋藤 廉（左）
・原口 進之介（中央）
・遠藤 望月
（右）
撮影者 : 経済学部 3 年 塩原 悠仁

ZELKOVA 2018. Spring
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一番住みたい街 吉祥寺の魅力を
成蹊生が徹底取材 !!!

8

9

昼ごはんもOK!男子学生御用達!

キッチン男の晩ごはん

吉祥寺 MAP

一口食べれば皆トリコ

カフェ ロシア ロシア料理とジョージア料理

ハラが減ったらまずはココ!!スタミナ野郎丼を筆頭に驚きのボリュームで、
ハラ減り学生の

吉祥寺駅から歩いて3分の店内には異国情緒たっぷりの空間が広がる。普段馴染

胃袋をガッチリ掴みます! 空前絶後の豊富なメニュー&予想を超えるテンコ盛り。
君も今す

みのないロシア料理が、驚くほど日本人の口に合う。
「ロシアでもこの味付けなんです

ぐレッツTRY♪ 因みに、
『キッチン男の晩ごはん』
では、
バイト募集中!

よ。」
と教えてくれるのはロシアやウクライナ人のスタッフ。見て楽しく、食べて美味しい
色彩鮮やかなロシアの家庭料理。是非味わってみて!

オイシイまかない付デス!!!

Yoshitake SUZUKI

4種類の味つけから選べるブタ肉&鶏肉炒めに、温泉
卵・チキンカツ2枚付!!! スタミナ野郎丼850円。

オムライス~ハンバーグのっけ~750円。定番人気のW
巨塔を同時に味わえる至福のメニュー。

ランチのBセット1,080円。ボルシチ+ピロシキ+
サーモンのブリニ包み+スポンジケーキ。

毛皮のコートを着たニシン600円。
ニシン・じゃが芋・
ビーツが美しく重なりまるでケーキのよう。
住 武蔵野市吉祥寺本町1-4-10
ナインビル B1F
営 ランチ 11:30〜17:00
料理・飲み物 11:30〜22:00
休 年中無休
☎ 0422-23-3200
http://caferussia.web.fc2.com

住 武蔵野市吉祥寺本町1-4-10

ナインビル B1F
営 11:00〜23:00 休 無休
☎ 0422-27-5508
DANVANkjj

©F.C. TOKYO

集中した表情の鈴木選手

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。

現在、JリーグFC東京に所属し、
プロサッカー選手と学
業を両立させている経済学部2年生の鈴木喜丈選手。J
リーグと大学生活を同時にこなすのは、
とても厳しく、入
学式もチームの練習があって出席できなかった程。
プロの
サッカー選手として、成蹊大学の学生として、
どんな日々を
過ごしているのか? 素顔に迫ります。
©F.C. TOKYO

前線にフィードする鈴木選手

プロへの道へ
父がFC東京の前身、東京ガスサッカー部の選手だったので、小さいとき
からサッカーは身近な存在。5歳の頃からボールを蹴って遊んでいました。
小学生時代は、
「プロになりたい! 」
と単純に憧れていましたが、中学生や高

不二家

もちゃんと頑張って、大学でサッカーを続け、
できればプロへ行ければいいか

私たちは、
ハモニカ横丁の活性化に貢献した
いという思いから、月に一回ハモニカ横丁に
て、
お探しのお店やおススメのお店を案内し
ています。

U-15むさし、U-18でプレー。2016年、2種登録選手としてトップチームに登

見かけた際は
お気軽に
お声がけ下さい。

中央
通り

朝日
通り

武蔵

祥和

中央
通り

朝日
通り

のれ
ん小
路

祥和

ハモニカ横丁

のれ
ん小
路

会通
り

武蔵

推薦店はココ!

ダイ
ヤ通
り

2
会通
り

通り

ハモニカ横丁案内プロジェクトメンバー

不二家

1

通り

ダイ
ヤ通
り
学生ボランティア本部Uni

それでもFC東京のスクールに小学校1年生から通い、
その後、FC東京
録され、
プロ選手と一緒にプレーができるようになると、
ジワジワと
「やっぱりプ
ロでやりたい! 」
という気持ちが強くなってきました。
U-18の選手として参加した、2016年7月に行われた日本クラブユース
選手権の決勝戦に出場。先制ゴールをあげ、
クラブは優勝。
そして、
ついに
2017年にFC東京トップチームに昇格することができました。
この時は進路の選択に迷い、両親と話し合いました。父は自分もサッカー

平和通り

卒業して欲しい」
と一歩も譲りませんでした。
そこで自分も色んなチャンスに
掛けてみたいと思い、大学生とサッカー選手を両立することを決意しました。

活動日はコチラ→

hamonica-uni

人気NO.1!
アボカドチーズ880円。

沖縄料理食べたくない!?

2

ハモニカ・クイナ
特製タコライスとソーキそばの人気店!お

羽根つき
たい菓子（粒あん）
155円。

ススメはアボカドチーズ。相性抜群のピリ
辛HOTソースを添えて。間違いナシの美

並んででも食べたい! 優しい甘さのパリパリたい焼き!

有職たい菓子本舗 天音

味しさ。時間とらずに野菜とろっ!

1

い時間だと感じています。
サッカーと学業を両立することは大変ですが、
時間の効果・効率的管理術
（タイムマネジメント）や交渉力を鍛えられるという意味で、成蹊大学の学生
になれてよかったと思います。
また、2017シーズントップチームコーチ兼FC東京U-23監督の中村忠監

なかったし、大変だったと思います。僕も中村監督を目標に頑張りたいと思い
ます。
インタビュー終了後、
「サッカーシーズンが一段落した冬の時期が一番、

営 11:00~なくなり次第閉店

住 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-8
営 11:30〜22:00

☎ 0422-21-6607

取材学生: 文学部 2 年 新井 萌恵 / 法学部 2 年 相原 麻由

ンパスライフという別の世界をもっていることを、
羨ましがられています。
自分に
とっても大学の仲間と共に過ごせるこの時間は貴重な経験であり、素晴らし

が、Jリーグ開設当初は大学で学びながらJリーグでプレーする選手はまだ少

住 武蔵野市吉祥寺本町1-1-9

☎ 0422-22-3986

プロとしてサッカーを職業にしているので、一般の学生とは違って部活や
サークルに入ることはできません。
でも、サッカー選手の仲間たちからは、
キャ

ラブ、
ヴェルディ川崎でプレーしていたと聞きました。現在では珍しくありません

生まれる魅惑のハーモニー。羽根付き生地と餡のバランスは絶妙です!

休 不定休

成蹊大学に進めてよかった

督も成蹊大学出身。現役時代の中村監督は成蹊大学に通いながら読売ク

オススメは
「羽根付きたい菓子（粒あん）。生地と餡に黒糖を入れることで

ZELKOVA 2018. Spring

な、
といった心境でした。

選手だったので背中を押してくれましたが、母はやはり将来を考え、
「大学は

平和通り

6

校生になると
「こんな実力では、
とてもプロは無理かな」
とも思い悩み、勉強

学生ボランティア本部Uni
ハモニカ横丁案内プロジェクトメンバー

休 不定休

勉強に集中できる期間です。」
と、5時限目の授業に笑顔でダッシュして行っ
た鈴木喜丈さんのJリーグ、
さらにはオリンピックでの今後の活躍が楽しみ
です。

鈴木 喜丈さん
す

ず

き

よ

し

た

け

Profile

経済学部2年。5歳頃からサッカーをはじめ、小学校1年生のときFC東京
のスクールに通い、以来、関前FC、FC東京U-15、FC東京U-18でプレー。
2016年7月には日本クラブユース選手権の決勝で先制点をあげ優勝に貢
献。
同年FC東京2種登録選手となり、
トップチームでの活躍はもとより、東
京オリンピック世代を代表するミッドフィルダーとして期待されている。

※価格はすべて税込み表記です。

撮影 : 理工学部 4 年 宮嶋 純也

ZELKOVA 2018. Spring
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上級SAよりQLAへ
名前が変わりました!

A.

色々な人と
交流できる!

QLAって何 ですか! ?

「Qualified Learning Assistant」の頭文字を取り通称、
「QLA」。

QLA

正式名称は
「成蹊大学公認学習補助員」
です。昨年まで
「上級SA（SAは

Student Assistantの略称）
の名称にて活動していましたが、本年度からより役割

とは?

マナー等、
スキルが
身に付く!

QLAの年間活動内容

を明確にすべく大学公認となり、名称が変更されました。
学生が主体となり、
ファシリテーター※として授業支援を行ったり、教員・職員と恊
働した様々な活動に取り組んでいます。現在は2017年度の修了者8名を加えて約
20名が在籍中!

A.

QLA

例年後期初めの募集期間内に申請書を提出し、後期に開催される
全 10回の「 QLA 育成プログラム」
と、
「 上級救命講習」の2つの受講が必

受けている学生に主体的に行動を促す「ファシリテー
ション力」
を身につけます。
※原則として毎週、朝1限に開催されます
※ファシリテーターとは?
参加者から意見やアイデアをうまく引き出し、
それらをまとめて導く役割を担います。具体的
には、意見やアイデアを出やすくするムード作
り、参加者の話を受け入れて理解し、議論をま
とめて収束させることなどを含みます。

QLAとしてメインとなる活動です。
ファシリテーターの役割として、
グループワークの促進を図り、学
生が主体的に学びに参加できるような環境づくりに貢献しています。
なかでも、大事なのは
「予知する
力」。常に教室内を観察し、問題が起こる前に駆けつけて対応するのも
「QLA」の大事な役割なので

QLA育成プログラム ※2017年度の例・当時は上級SA
目的
第0回 （プレプログラム）模擬講習
第1回 オリエンテーション学習のプロセスを理解する
第2回 質問法を学ぶ
第3回 ICTを活用した授業の支援
第4回 傾聴法を学ぶ
第5回 授業を考える
（シラバスの読み方）
第6回 リフレクションを考える
第7回 授業の支援
第8回 学習障害・ハラスメントを理解する
第9回 教室のマルチメディア設備とトラブルの把握
第10回 ライティング支援

全ての課程を修了!

■ 4月 レジュメ勉強会

上級救命講習

（1日のみ）

公益財団法人東京防災救急協会
が行う
「上級救命講習」
を1日受講
し、修了しなければなりません。社
会的にも有益な知識を得ることが
できます。
※AEDの使用方法や心肺蘇生、外
傷の応急手当などを学ぶ講習。

ついにQLAへ!

修了式
2つのプロセスを経て全ての課程を修了した学生には、修了証書と
翌年度からの
「QLA」
の資格が大学より与えられます。修了式を迎え
たら、
いよいよ新年度からQLAとしての活動がスタートします!

大学に入ると、初めて耳にする
「レジュメ」。
この勉強会では、主に新入生を対象にQLAが主体となっ
て、
レジュメの基本的な形式から見やすく作るポイントまでを支援します。学部によって異なるレジュメ
の特徴も示しながら、実際の作成まで行いました。

コミュニュケーション能力が
身に付き、社会勉強になります!

■ 12月 プレゼン発表練習会

学生企画

プレゼンはその内容はもとより、発表の技術によって、
その印象が大きく左右されるものです。事例
を学びながら、実践までを通して
「伝わるプレゼン発表」
をQLAが講師となって支援します。
プレゼンの
基礎を学びたい1年生から、卒業論文を控えた4年生まで、幅広いニーズに応えています。

■ 2月 広島大学主催国際フォーラム
〈ポスターセッション〉参加

学生企画 とあるものは、

本学におけるQLAの活動とその取り組みについて、学外の方への周知と活動報告を目的に、3名の
QLAがポスターセッション形式で広島大学にて発表を行いました。発表は職員との共同で行われ、普

QLAメンバーが企画・運営を
行っています。

段培われたスキルを元に、国内外問わず多くの参加者の方にその存在を広くアピールできました。

先輩QLAの声
■法学部4年

黒山 幹太くん

■理工学部3年

奥田 伊織くん

これまでに6コマ授業支援に入っていまし

教職課程と部活動を両立しつつ、
キャリア科目

た。心掛けているのは、教室内で決して邪魔

の授業支援に参加しています。
とても忙しいの

にならないということ。私がいることを皆さん

ですが、授業の空きコマを有効に活用でき、有

に意識させず、授業に専念し

意義な学生生活になったと

てもらえるように努めていま

思っています。育成プログラム

す。経験を積んでいく中で、教

で学んだ相手から質問を引

室全体を見渡し状況を把握

き出す力は、部活動で後輩を

する能力が付いてきたと感じ

指導する時にも活用できまし

ています。
問い合わせ先

8

学生企画

箱根寮で2泊3日、朝9時から夜10時まで合宿トレーニングを行いました。
スキルアップを目指したグ
ループワークや、
ポスターセッション、QLA主催のイベントの企画会議など盛り沢山の内容で、技術が磨
かれた満足感で一杯の3日間となりました。
最後はバーベキューで、
疲れた頭をリフレッシュしました。

QLA育成プログラム（10月〜）
に起こる行動を推測する
「アシスタント力※」や、授業を

授業支援

■ 9月 箱根合宿

QLA説明会実施（9月末予定）

講習内では、先輩QLAらと共に、周囲の状況を見て、次

■ 前期・後期期間中

す。教員に指示される前に動いてこそ、一流!

要です。
トレーニングを受けて認められた学生のみ就任が可能です。

になるには?

ZELKOVA 2018. Spring

※2017年度の例であり、本年度の活動予定については、
掲示などを通じて随時お知らせします。

た!

教育開発・支援課

■文学部3年

早坂 奈都さん

私は、合宿トレーニングにて立案と運営を担当
しました。短期間での準備でしたので当初はど
うなるか不安だったのですが、結果みなさんに
大好評でした!時間がなくて
も自分にできそうなことを見
つけて動くことができ、
とても
やりがいを感じました。貴重
な経験ができるQLAはオスス
メです。

7号館1階 ☎0422-37-3611
ZELKOVA 2018. Spring
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JUN・OCT・DEC・MAR

SEP➡ OCT

9 10

6 10 12 3

OCT

10月19日〜21日

月➡

月・

月

月・

月・ 月

コレ を 押 さえ れ ば 君も立 派 な 成 蹊 大 生 ! !

成蹊イベントマスターへの道
新 入 生のみなさん、ご入学おめでとうございます。いよいよ、大学生活のスタート!

10

四 大 戦（四大学運動競技大会）

月

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

期 待に胸を膨らませるみなさんに成 蹊ライフを存 分に楽しんでもらうべく、
年 間 行 事を一 挙にご紹介。イベントにかける先輩たちの熱気の渦に巻き込まれてみよう!

5月22日

MAY

JUL

MAY

JUL

5月
7月 （学内競漕会）
レガッタ

5

月

「けやきグラウンド」
で開催される夏の学内運動会!陸上競

戸田公園のボートコースで行わ

技にとどまらず、障害物競争や綱引き、更には球技競技も実

れ、ゼミ
（演習）や部活など毎年
約150もの団体が参加します。5
JUN・OCT・DEC・MAR
SEP➡ OCT
人の編成チームに漕艇部員が1
・
・
・

9 10

SEP➡ OCT

6 10 12 3

月
月
➡
月名乗艇しますが、
月
初心者も多い

学運 （学内運動競技大会）

月

月

月

9 10
月➡

月

JUN・OCT・DEC・MAR
文虎が
月・
月・
月・ 月
盛り上げます!
ふみ とら

6 10 12 3

ので、水上はハプニングの連続。
みのひとつです。
OCT

10

ボートの
サポートは
俺に任せろ !

成蹊大学のレガッタは日本一大きな学内レ

NOV

DEC多くの団体が参加します。5人1組
ガッタで、

12

11

11

のチームの中に我々漕艇部が1名乗艇し、

月

月

レースのサポートをします。勝利への近道は

月
JUL

力ずくで漕ぐのではなく、4人で息を合わせ

7

るのがポイント。ボートに乗るという珍しい
体験の中で、
チームワークを発揮していきま

月

しょう!

6 10 12 3
月・

月・ 月

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」
をテーマに、年に4回吉祥寺を清掃しています。学生と教職員が
混合するグループに分かれて行う本活動は、新しいコミュニケー
ションの輪が広がるきっかけになるかも!一度参加してみてくださ
い。

月

う楽しい行事となっています!
学 運を通してサークル 、ゼミ、C o l l e g e
Englishなどの仲間と最高の思い出を作りま

12

せんか?実行委員一同、皆さんのご参加を
お待ちしております!

月

5
月➡

月

JUL

MAY

5

5

7

学習院大学
102.5 点

学習院大学
78.0 点

学習院大学
24.5 点

成蹊大学
3点

3位

成城大学
86.5 点

成城大学
66.0 点

武蔵大学
21.0 点

武蔵大学
2点

4位
SEP➡ OCT

武蔵大学
84.5 点

武蔵大学

成城大学

学習院大学
1点

げ、私自身も女子ラクロス部として、優勝に
貢献していきますので、今年こそ二連覇を

9 四大戦プチ情報
10
月➡

①種目

月

6 10 12 3
月・

月・

月・ 月

9 10
月➡

月

6 10 12 3
月・

月・

毎年学生の企画から様々なオリジナルグッズが製作され

レーボール・サッカー・フットサル女子（2017年度大会参考）。

OCT ッズも期待大☆
売されます。今年のグ

OCT

10

昨年は、
オリジナルTシャツ

月・ 月

を販売。

②四大戦公式オリジナルグッズ販売
ています!秋頃に学生会館3階体育会本部にて一般販

10

月

月
DEC
11月24日・
25日

欅 祭12

高身長
爽やか
委員長 !

（大学
月祭 ）

NOV

11

月

部活や有志団体による展示発表や数多くの模擬店も
並び、
アトリオの野外ステージや本館前ではチアリー

ダーやダンスサークルのパフォーマンスやライブを開催。
バラエティ豊かなイベント盛りだくさんのお祭りです。

6 10 12 3
秋の図書館イベン
ト
月・

JUN・OCT
63.5 ・DEC
点 ・MAR20.5 点

野球・卓球・ソフトテニス・バスケットボール・バドミントン・バ

JUN・OCT・DEC・MAR
月・

月

だれでも参加可能な一般種目は、
テニス・ソフトボール・軟式

成蹊の優勝を導く一勝を勝ち取りましょう!

教職員種目
成城大学
4点

んか? 「常勝成蹊」
というスローガンをかか

JUN・OCT・DEC・MAR

7

一般種目
成蹊大学
32.5 点

月
を通じてより充実した大学生活を送りませ
月
2位

SEP➡ OCT

JUL

成蹊大学
82.0 点

1位

会のアナタも、
そうでないアナタも、
この大会

月

正式種目

成蹊大学
114.5 点

戦は学内で更に注目を集めています。体育

月

月

9 10

総合

（正式種目と
一般種目の合計）

昨年総合優勝を果たしたことにより、四大
MAY

11

7

SEP➡ OCT

前回 第68回の得点表

第69回四大戦推進局長
小林 彩さん（法学部4年）

NOV

JUL

MAY

月

果たしましょう!

の祭典です!様々な団体が参加し全力で戦

DEC

大学持ち回りで、今年度は学習院大学で開催されます。

きます。

わたって行われる成蹊大学伝統のスポーツ

月

JUN・OCT・DEC・MAR

月

10

12

11

スなど様々な有志団体が参加で

学内運動競技大会通称「学運」
は、2日間に

漕艇部所属
レガッタ運営責任者
福田 陽樹さん（理工学部3年）

NOV

月・

OCT

月

月

施。部活、サークル、研究室、
クラ

学内運動競技大会責任者
野呂 文虎さん（経済学部3年）

趣向を凝らした艇の名前も楽し

常勝成蹊 !
月

7月6日・7日

7

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、
そして教職員
DEC
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。会場は、四

NOV

DEC

12

月

成蹊大学賞
授賞式

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

月・ 月

術活動」の各部門別に表彰していま
す。ぜひ応募してください。

図書館に置いてほしい本や、読んでもらいたい本を、書店で学生
が選ぶ「ブックハンティング」や、学生が図書館で借りて影響を受け

OCT

た本、皆にお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

10

「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

月

ントを随時開催!
欅祭は、今年で第57回目を迎える年に一度の大イベントです!昨
年度は約2万人の来場者の方々に楽しんで頂きました。総勢150

DEC

12

月

10

ZELKOVA 2018. Spring

詳しくは
QRコードにて。

NOV

11

月

名以上の欅祭本部員をはじめ、近隣住民の方々、協賛してくださ

DEC

12

月

る企業様、教職員の方々、
そして、100近くの参加団体の皆さん

欅祭本部委員長
濵本 慶太さん

の協力で欅祭は成り立っています。成蹊大学が一丸となって創り
上げる欅祭、是非その目で確かめてみてください!

（文学部3年）

ZELKOVA 2018. Spring
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Looking around KICHIJOJI

Gourmet

成蹊大生オススメの
お店紹介

so good!!

無限に食べたいナンとカレー
文学部 4年

ラグジュアリーへの経済史的、
経済学史的、
経営戦略的アプローチ

三ツ屋 香菜

『フランスのラグジュアリー産業―ロマネ・コンティからヴィトンまで』

五日市通りを西荻窪の方面に進んでいくと、一見雑貨屋さんかなと思えるオ

ルイ・ベルジュロン 著/内田 日出海 訳

シャレなお店がある。
ここが私の是非オススメしたいネパール、
インド料理のお
店です。
インド料理屋さんというと、
インド音楽が流れてて、本場感が強い…そ
んなイメージがありますが、
このお店はアンティークの家具があったりと、落ち
着いた雰囲気。女子1人でも入りやすいお店です。
今回私が頼んだのはランチのAセット。
カレーとナンかライス、
そしてサラダと
飲み物がついている。｢でかぁ! ｣と叫びたくなるような大きさのナンは本当にふ
かふかで天にも昇る気持ちになる。
そんなナンを、
スパイスたっぷりのカレーに
付けて食べたら美味しいに決まってる。食べ終わった瞬間、
「あぁ。
もう1回食べ
たいなぁ。」
と思ってしまう奥深い味わいに思わずハマってしまいます!
ランチタイムは、カレーが

2種類選べるBセットもあるか
ら、友達や恋人同士でいろん
な味を楽しむのも楽しい。
ド
リンクはラッシーを選んだけ
ど、冬の寒い時期にはホット
チャイも捨てがたい。

BOOK

先生オススメの
一冊を紹介

カレーにぴったりのサラダとドリンク付。
ランチのAセット 1,000円（税込み）。
SHOP INFO

【店名】Sajilo Cafe
【住所】武蔵野市本町1-36-8
【電話番号】0422-77-9468
【営業時間】
月〜金 11:30~15:30（ LO 15:00 ）ランチ
18:00~23:00（ LO 22:30 ）ディナー
土日祝 11:30~23:00（ LO 22:30 ）ランチタイム
（LO15:00）
【定休日】 無休
【HP】http://sajilocafe.jp/
【SNS】

sajilo_kayo

文眞堂

本体¥3,000+税

高級品（=ラグジュアリー製品）
といえばフランス

て一定の名声を確立し、保持してきたのだろうか。

を想い起す人は少なくないでしょう。
しかし、
いくつ

そして今後それはどこへ向かおうとしているのか。

かのブランドについてのものを除いて、
フランスのこ

本書はまさにこうした問いに答えようとするもので

の分野の全体について包括的に論じた書物は少

ある」
とあります。

ないようです。
フランス人の著名な経済史家によっ

歴史を専門とする著者（と訳者）
によって世に出

て書かれ、
ラグジュアリーの全体像を呈示している

た本書は、
ラグジュアリーをめぐるフランス内外の

本書は、
この点、大いに知的好奇心を満たしてくれ

現状のみならず、
過去と将来をも射程に入れたその

る1冊でしょう。

全貌を描き出しています。
また索引から種々のブラ

実際に訳者まえがきには「ルイ・ヴィトン、ディ

ンドを検索し、
その歴史や実態について概要を知

オール、
バカラ、
クリストフル、
ドンペリ、
マルゴー、
ロ

ることもでき、
いわばフランス・ラグジュアリー商品

マネ・コンティ・
・
・はフランスでどのように誕生し、
い

の情報事典替わりにもなると思います。

わばフランス・ブランドとして現代までどのようにし

内田 日出海

Hidemi UCHIDA

経済学部特任教授。1953年、熊本生ま
れ。専門分野はフランス国境地方の社会
経済史。経済史関係の講義を担当。主著
に
『物語 ストラスブールの歴史』
（中公新
書）
など多数。

neelsajilo

僕はいま、
何をすべきか

『旅へ ― 新・放浪記〈1〉
』

初恋の追体験

至上の印象派展
ビュールレ・コレクション

文春文庫

文学部 2 年 緑川 遥香

一目見た途端、時を忘れ目をそらすことができない―その絵画達は一目惚
れのような甘い衝撃を纏ってあなたの前に現れるだろう。

野田知佑

著者の野田氏は、世界の川を
「犬」
とともにカ

私は大学院生のときに、
この本の単行本版を読

ヌーで旅するエッセイストであり、
また、
川遊びの達

んだ。氏がヨーロッパを放浪していたときとほぼ同

人である。80 歳になった現在（ 2018 年 1月）
も現

じ年齢であった。
当時の私は、研究が全くうまくい

役で、
最近はアラスカのユーコン川を筏で下った話

かず、
このまま高い学費と時間をいたずらに費やし

この展覧会のポスターにもなっている、
ルノワールの作品
「イレーヌ・カーレ・ダン

を出版している。
アウトドアを趣味にしている人なら

続けていいのだろうかと、大学院をやめて別の道

ヴェール
（可愛いイレーヌ）
」
。
白雪の肌にほんのりと赤く染まる愛らしい唇、
青いド

ば、
一度は野田氏の名前を耳にしたことがあると思

を探そうか、長い間、随分と悩んでいた。
この本は

レスと深緑の美しいコントラストは、
たちまち鑑賞者の目を奪い、
きっと誰しも芸術

う。

自分の研究に対して、明確な答えを与えてくれた

表題の本には、
「僕はいま、
なにをすべきか」
とい

わけではなかったが、
この本を開くと心が落ち着い

う副題が付いている。
内容は1960年代、氏の20代

た。
当時、
自分が思っていたことを、
この本のところ

な睡蓮たちに晴天を反射する水面が描かれている。広大なキャンパスの奥深く

のころの自伝的エッセイである。
氏が大学を卒業し

どころで、明確な文章として見つけることができた

から訴え掛けてくるのは、彼のこの情景への深い愛情。

てから2 年目、周りの大人に反発しつつ、
これから

からだった。毎日、寝る前にこの本を手にとって、気

との恋に落ちる。
モネの描いた睡蓮のうちの一つ
「睡蓮の池、緑の反映」
では湖に咲く鮮やか

このコレクションの絵画達はスイスの実業家である故エミール・ヴォルク・

藤田 渉

ビュールレ氏によって収集されものであり、一枚一枚に歴史を携えながら、国
立新美術館に一堂に会している。前述の
「可愛いイレーヌ」
が日本で見られる
数少ない機会でもある。是非とも美術館に足を運び、初恋のような甘い高揚感
を体験してほしい。

ART
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EVENT INFORMATION

【会期】2月14日
（水）〜5月7日
（月）
【住所・TEL】国立新美術館 東京都港区六本木7-22-2、03-5777-8600（ハローダイヤル）
【開館時間】10：00〜18：00（毎週金・土曜日、4月28日（土）〜5月6日（日）は午後8時まで）

Wataru FUJITA

理工学部教授。名古屋大学大学院工
学研究科修士課程修了。東京大学大学
院総合文化研究科博士課程修了。博士
（学術）。専門は化学、有機物を用いた
磁性体の構造制御と物性探索。趣味は
ラグビー観戦、徒歩旅行。

の人生をどう生きるか、
という答えのない問いに苦

に入ったページを開き、眠りについた。若いときに

しみながら、北海道各地を放浪しているところから

このような本に出会えたことは幸運であった。

始まる。
そして、答えを見つけることができず、
日本

氏の本を沢山読んだが、現在ほとんどが絶版と

を飛び出し、
ヨーロッパ各地をさまようという展開

なっている。幸い表題の本は大学図書館にあった。

が続く。

是非一度読んでいただきたい。

※入場は閉館の30分前まで

【休館日】毎週火曜日
（ただし5月1日
（火）
は除く）
（当日券）
【入館料】一般1,600円 大学生1,200円
【HP】www.buehrle2018.jp/

ZELKOVA 2018. Spring
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Seminar&Laboratory
学生による先生&ゼミ・研究室紹介

ic
Econom

s

経済学部 河路ゼミ
ゼミのテーマ

ogy
Science and Technol
理工学部 生産システム研究室

es

文学部 稲葉ゼミ
ゼミのテーマ

スポーツを社会学の視点から捉える

ゼミのテーマ

ゼミのテーマ

ビジネスゲーム研究
ビジネスゲームで経営を知る

ものづくりの未来に学理と技術で貢献
ものづくりを科学的な視点で考えよう

身近なスポーツを深掘りしてより身近に

Law
法学部 安部ゼミ
ゼミのテーマ

アメリカ不法行為法

稲葉ゼミではスポーツ社会学について研究しています。
「ス

訴訟社会アメリカと法律家の役割について考える

ポーツ」
といっても私たちのような一般の大学生が行っている

このゼミでは、
アメリカ不法行為法に関する知識を身につける

河路ゼミは、
「ビジネスゲーム」
を通じて会計とITスキルの両

私たちの身近にある製品は、
ものづくり技術によって作られて

ような競技スポーツや生涯スポーツから、オリンピックやワー

とともに、
アメリカの訴訟が実際にどのように進行するのかを理

方を実践的に身につけるべく活動している。前期にプレイした

います。
目的の形状や寸法を満足するように、驚くほど精密な製

ルドカップといったスポーツメガイベントまで幅広い領域を取

解することを目標としています。具体的には、
アリゾナ・カージナル

「レモネードミリオネア」は、材料を仕入れレモネードを販売す

造方法で作られている製品は、私たちの日々の暮らしを豊かにし

り扱い、様々な視点からスポーツを取り上げています。

ス
（NFLチーム）
のコーチが試合後にスタジアム内でエンジニア

3 年生では主にスポーツ社会学に関する本を読み進めてい

を殴ったとして訴えられた1件の訴訟の展開をたどりながら、
アメ

する。天候といった偶発的な事象にもこれらの要素は左右され

例えば、
スマートフォンは手のひらサイズで薄い領域の中に多く

きます。
自分が担当した章を要約し掘り下げて1 人ずつ発表す

リカ不法行為法の基本的なルールについて学習・研究する内容

る。他にも、設備投資をして在庫を増やす、
より人口の多い地域

の部品を組み合わせて作られています。
それぞれをきちんと作るこ

る機会があり、全員が発表することでその本についてさらに理

となっています。

へ立地を変更する、広告を出して知名度を上昇させるなど、戦

とのできるものづくり技術が、
こうした便利な製品の開発にとても

解を深めることができます。
また、本も論文だけでなく小説など

弁護士の作成したメモ、開示の過程で録取された関係者の証

略は多彩だ。最終的に最も現金を稼いだチームが優勝となる。

役立っているのです。
もしも、
ものづくりを知らない人がとりあえず

もあるので様々なジャンルからスポーツに触れることができま

言、保険会社との手紙のやり取りなどの文書も活用して理解を

プレイ後には必勝法やゲームと現実の差異について研究し、結

製品を作ろうとしても、
このような製品を作ることは不可能です。

す。
そして3 年生の後半から4 年生の間は卒業論文に関係する

深めてゆくため、
アメリカの弁護士の活動の実際について学ぶこ
とができます。
テキストに収録されている資料は実物の抜粋で、
ア

るゲーム。
レシピや価格によって売上高、顧客の満足度が変化

てくれています。

生産システム研究室では、
ものづくりの基礎知識から先端技術

内容が中心です。卒業論文では先生との個別のやり取りが多

後期は限りなく現実に近いビジネスゲームをプレイした。商

までを知ることができます。
ものづくりに関する知識が増えてくる

くなります。個人ごとに自分のペースを持って書き進めていくの

メリカの民事訴訟のリアルで奥深い内容とその進行過程をみる

品の仕入れと販売を行い繰越利益の最大化を目指す。資金調

と、
日本の製造技術や生産システムのレベルが世界的に見てどれ

で、就職活動中や部活、四大戦といった大会中でも安心です。

ことができます。

達や設備投資、販売員の人数といった要素も経営に大きな影

だけ高いものであるかということがよくわかってきます。

果をプレゼンテーションした。

このゼミには部活やサークルなどを通じてスポーツ経験の

授業・研究の形式としては、各回の担当グループがテキストの

響を及ぼす。
自分たちの意思決定に基づき各期間において資金

卒業研究では、
日本の強みであるものづくり技術をさらに発展

ある人が多く所属しています。
そのため、卒業論文のテーマも

内容に関する発表と問題提起を行い、続いて全体で討論すると

繰り表、損益計算書、貸借対照表を作成し、現金残高や在庫数

させるために、
ものづくりの中に見え隠れする問題に科学的にア

自らが関わったことのあるスポーツと関連させる人が多いで

いう形式をとっています。初回にグループ分けが行われるので、
自

量、
当期純利益を把握する。
その結果を踏まえて経営の改善を

プローチし、
まだよくわかっていない部分を明らかにすることや、

す。経験がある分、
自らの疑問や気づきがテーマのきっかけに

分の所属グループの担当回と内容を確認します。担当回が来るま

図る。経営を数字で理解することで、実際の企業経営で起こりう

ICTやデジタル技術を応用して未来のものづくり技術を創り出す

なりやすいからです。
そして今までに自分が持っていたスポーツ

でにテキストの内容の要約とそれに関する問題を準備しておき、

るさまざまな問題を擬似的に学ぶことができた。

ことに取り組んでいます。

の知識がさらに深まりスポーツについて身近に感じることがで

当日は発表と問題提起を行って、
その後、担当グループが討論の

きます。

司会もするという流れになっています。

ゲームを円滑に進めライバルより多くの利益をあげるために

毎週の研究室ゼミでは、一人ひとりが1週間の卒業研究の進

は会計の知識が役に立つ。
ゲームの分析をするにはExcel 、発

捗状況を発表しています。先生から研究の状況に合わせたアドバ

英米法研究室のゼミで、英文のテキストを使用するため、英文

表にはPowerPointといったITスキルなどが重要になるが、
それ

イスを頂けるだけでなく、
自由な雰囲気の中で学生同士でも有意

読解力が求められることとなりますが、最初は自信がなかった参

らの知識を一から丁寧に学べ、わからないことは教え合える環

義な意見交換ができ、研究をさらに深めることに役立っています。

加者も、
ゼミに参加しているうちに自然に力が鍛えられてゆくのを

境が整っている。

河路 武志

稲葉 佳奈子
先生

先生は温厚な熊の様な見た目で、中身も
温厚です^^。授業も大体ニコニコしてい
ます。実践型の授業なので失敗もありま
すが、叱られるということはなく、分かるま
で教えてくれる先生です。それでもPCを
使っての授業なので心配もあるかと思い
ます。そんな時は個別に時間をとってもら
うことも出来ますよ^^。内容は難しく感じ
る人もいるかもしれませんが 、先生の空
気感のおかげで和やかです。エクセルを
丁寧に教えてもらいたい方は是非!

文:4年女子・細田 裕亮・山田 一樹（4年）
絵:笹原 俊（4年）
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関根 務

先生

関根先生は専門知識も豊富で、いつもお
世話になっています。遅くまで研究を指
導して頂いた後、家に帰ってから子供の
世話で目が回っているそうです。それな
のに、提出物の締め切り直前に無理なお
願いをしたり、実験準備が不足していた
りと、数々の手間を増やしてしまいました
が、やさしくフォローしてくださいました。
そんな関根先生は、僕のようなお調子者
な学生におススメです。

文:小泉 誠也（2018年卒）
絵:上田 一貴（2018年卒）

先生

多くの人が体育の授業で一度は稲葉
先生を見たこと、お世話になったこと
があるのではないかと思います。稲葉
先生自身もスポーツ経験者なので、
ス
ポーツに関する幅広い知識をお持ち
で、
どの競技にも精通されています。
ま
た毎年行われている四大戦や部活の
大会などの応援にも、
よく来てください
ます。学生たちにフレンドリーに接して
くださるとても話しやすい先生です。

文:三原 佑夏（2018年卒）
絵:遠藤 玲（2018年卒）

実感しています。
最後まで着実に課題に取り組む意欲がある人に
おすすめのゼミです。

安部 圭介

先生

安部先生は英米法が専門で、比較法、
アメリ
カ法、生命倫理と法などの授業を担当してお
られる先生です。活躍のフィールドは多岐に
わたっていて、
中沢直人という筆名で歌人と
して活動されていたり、Keisuke Mark Abe
として米国ニューヨーク州弁護士の経験もお
持ちだったりします。教室での優しい姿とは
裏腹に九州男児としての一面もお持ちで、
日
本酒の飲みっぷりは真似できるものではあ
りません。

文:峠 拓登・佐久間 基禎（4年）
絵:京牟礼 吉秋（4年）
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このコーナーでは、社会の気になるニュースや学問を
様々な角度からノゾき、
コラム形式でみなさんにご紹介していきます。
テーマ:

Teacher's comment

Vol.21

大学院
進学編

明治150年:司法の夜明け
2018年は、1868年、旧暦の慶應4年9月8日に年号を明治と改元し

治の精神に学び、更に飛躍する国へ向けた施策を進めてきました。政

ます。独立の機関として裁判所を設置し、裁判官を養成することは当然

画されているところです。私は法律の歴史を専門としていますので、
ここ

では明治初期の司法について簡単に述べていきます。

江戸幕府から明治政府に国家の組織形態が変わった歴史は、
様々

な評価があるといえるでしょう。一般に理解されているのは、最後の将

軍徳川慶喜が慶應3年10月14日に政権の返上を朝廷に上表したが、

その前に、岩倉具視らの計らいのもと薩長両藩に慶喜追討の密勅が
出され、王政復古の大号令・戊辰戦争へと導かれた、
というものです。

江戸城が開け渡されてから、政治組織の大綱である
「政体書」が公

布されます。第1条には、国家の「権力を分って立法・行法・司法の三

権とす。
すなわち偏重の患い無からしむるなり」
とあり、三権分立主義が

掲げられました。
これは、
それまで「お奉行様」が処理をしていた事件に

成蹊大学大学院には4つ研究科があり、職業人養成コースや研究者コースなどを揃え、内容も充実!

りません。

江戸幕府は長い間、外国の法律に関する書物の輸入を禁止してい

それぞれの学問領域に

法学政治学研究科―法律学専攻・政治学専攻

思いきり取り組める研究環境が

文学研究科―英米文学専攻・日本文学専攻・社会文化論専攻

整っているよ!

理工学研究科―物質生命コース・情報科学コース・システムデザインコース

ました。必要な法律知識が圧倒的に不足していた当時の日本におい

て、西欧文明諸国と対等な内容の法律を制定することは、骨の折れる

作業であったことが想像されます。
それでも、外国人の能力を借りつつ、
少しずつ法典の近代化を進めていきました。憲法が（政体書以降紆余

※全研究科に博士前期課程・博士後期課程を設置

■大学院生のとある1日に密着!

存知のことと思います。

text : 三田

奈穂 Naho MITA

法学部助教。専門は日本法制史。主として近代日本の刑事法領域を研究対象とする。著作に、
「明
治期における単純執行猶予の導入をめぐって」論究ジュリスト14号ほか。

8:00

起床

9:00

通学

電車での往復時間は勉強に当てています。

10:45

講義

授業名:イギリス文学研究BⅡ

12:10

お昼

13:10

講義

14:40

情報図書館へ

18:30

観劇

観劇中に考えたことや感じたことが、後々自分
の研究に生きてくるので、休憩中に気づいたこ
とをメモ。

22:30

帰宅

次の授業の予習をしたり、
レポートの文章を練ったり。
もちろん、
その日の感想を忘れずに書き留めます。

1:00

就寝

ゴーヤグリーンカーテン
エコクッキング

大学1号館近くでゴーヤグリーンカーテンを設置し、
50本以上の収穫が。最大35cmのものも!

野菜の皮やヘタなど普段ゴ
ミとして捨ててしまう部分を
活用して、
エコな餃子を作っ
てみました!

井の頭公園の清掃や、
学内でゴーヤを育てエコクッキングをした
り、環境に優しい米糠カイロを作ったりと、
ほぼ毎週楽しくUni.活動
しています。裁縫や料理が昔から好きだったので自分の趣味が活

ゴーヤクッキング

砂糖と塩で揉むと苦みが減
るんです。
ワタを取り除き細
切りにすれば1ヶ月程度冷
凍保存できます。

業で作った作品が都展に入賞したこともある腕前です。）
今まで親や周りの人から支えられ与えられる立場だった私が、
自

昼食を食べながら、研究に関する文献を
読んだりしています。

先生から教えて頂いた本や、オンラインデー
タベースで論文をダウンロードしています。

エコバッグ

（文学研究科

今年11期生を迎え、大学最大部員数400人を誇るボラ
ンティア部Uni.で主に環境系のボランティアを行っています!人の
役に立つも良し、最高の仲間を作るも良し、一緒に大学生活4年
間をかけがえのないものにしてみませんか? 部員募集中♪
活動日記(ゆにっき) URL : http://seikeiuni2009.blog.fc2.com/

uni_seikei
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博

ほんの一部ですがキャスト表の
ファイル、半券のファイル、感想等
を書き留めたノートです。授業で
のレポート作成に役立つことも。

大学院への進学は、
さらに深い学びや気づきを得ることができ、
将来の可能性も広がったと感じます。博士前期1年目は、研究対

い影響力を与えてくれるものや人に囲まれた有意義な生活を送ることができました。
これから博士
前期2年になると同時に、就職活動や論文提出が控えていますが、忙しいほどヤル気がでるタイ

後も活動を通して多くの人に笑顔を与えるようになりたいです!

PROFILE

私にとって観劇とは、研究を進めるうえで、作品
を捉えるためのキッカケや新たな視点を与えて
くれるインスピレーションの源のような存在で
す。例えば人魚姫を基としたミュージカルの「リ
トルマーメイド」。原作からどんな要素が変更
されているか。
その違いを比較し検討すること
で、新しい視点を手に入れることができる。文
学作品を読み解く時に、大変参考になります。

象の作家や作品に存分に触れ、
また様々な劇場に足を運び大好きな芝居に触れ続けるなど、深

考え与える立場に変わったことが、大学生活での1番の宝物です。今

德田雅信

新たな視点を与えてくれる
インスピレーションの源

ん
峰松 桃子さ
士前期2年）

ら企画した多岐にわたるボランティア活動を通し、人や環境のことを

理工学部3年
学生ボランティア本部Uni.環境チームリーダー

今学期扱う作品はシェイクスピアの『ロミオとジュリ
エット』。
『ウエストサイド物語』など、
ジャンルを問
わず様々な作品のモチーフになっているこの作品。
ストーリーは知っていたものの、原典を読んだこと
がなかったので、凄く新鮮でした。400年以上前の
古典作品でありながら時代を越えた普遍性を持
つ。全く古さを感じないし、
さらには私が専門として
いるアメリカ文学の作品について考える時にも参
考にできる。古典を学ぶことの重要性や意義、楽し
さを知ることができる授業です。

遠征には平均で2か月に1回のペースで行ってます。
博士前期1年の夏休みは2週間京都に滞在して、
ひたすらノートルダムの鐘を毎日観劇していました!!

要らなくなった服を切って
作ってみました。昔から好き
な裁縫でUni.の活動にも貢
献できて楽しいです。

動に活かせるのも楽しいです。
（注釈:德田くんは小・中学生の頃授

学ぶことの重要性や意義、
楽しさを知ることができる授業です。

峰松さんの1日

曲折を経て）明治22（1889）年2月11日に公布されたことは、皆さんもご

今回はめちゃくちゃ手先が器用!! 料理&裁縫男子の德田君の登場です!

趣味を活かして
Uni.活動も充実!

経済経営研究科―経済学専攻・経営学専攻

ですが、
その他にも裁判で適用するための法律の整備をしなければな

「Free★dom」は、学生が自由に発信できるコーナーです。

vol.9

■成蹊大学大学院ってどんなところ?

司法裁判を可能にするためには、様々なものを整えていく必要があり

学生フリーページ

I'm interested in this now.

卒業後の進路を考えるとき、就職か、大学院進学か迷う学生も多いはず。今回は、大学院
での日常や魅力を大学院生が紹介してくれます。

ついて、行政から分離させた司法を置き、判断させるよう目指したこと

を意味しています。

府だけでなく、地方自治体や民間企業においても、様々なイベントが企

〜大学院進学編〜

Let’s build your career together!

てから150年の節目にあたります。一昨年、政府は内閣官房「明治150
年」関連施策推進室を設置し、明治以降の歩みを次世代に遺し、明

進路について考えよう!

プ。貴重な大学院生活、有意義なものにするべく燃えつきようと思います。

大学院進学相談会開催

ゴーヤを実食

8月に収 穫し9月にワタ・
種・ヘタもすべて用いてエ
コクッキング! 自作レシピ
で美味しく頂きました。

米糠カイロ

何回でもレンジでチンして利用できる
カイロを、米糠(部員の実家のもの)を
用いて製作。

●理工学研究科― 本学学部3年次生対象（各学科ガイダンスにて実施）
システムデザインコース
（SD/EM）3月30日
（金）
●経済経営研究科―4月16日
（月）、5月9日
（水）
物質生命コース
（ML）
・情報科学コース
（CI）4 月3日
（火）
●法学政治学研究科―5月24日
（木）
●文学研究科―		 学部生も見学可能な修士論文等中間発表会を実施。
※開催日が近づきましたら詳細をポータルサイトで掲示する予定です。

大学院進学に関するお問い合わせ先: 入試センター（本館1階）

nyushi@ jim.seikei.ac.jp
ZELKOVA 2018. Spring
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Campus Information

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」

April-June

4-6
学内イベント

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

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29日（木）9時~3月30日（金）17時
結果発表:4月3日（火）9時
追加募集:4月3日（火）9時~4月4日（水）17時
追加募集結果発表:4月6日（金）9時
※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】
期間:4月6日
（金）9時~4月16日
（月）17時
【履修登録内容確認日】
（火）
9時~17時（11:30~12:30は除く）
日時:4月17日
※登録内容に不備があった場合は、事務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）
】
（月）9時~5月16日
（水）17時
期間:5月14日
【履修中止内容確認
（前期）
】
日時:5月18日
（金）
9時~17時
※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。

*ポータルサイトからCampus Planにアクセスし、
それぞれ
の期間内に ~ 、
を行ってください。
手続きの詳細は、
(新入生には入学時に配布、
在学生はポー
「Web申請ガイド」
タルサイト)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。

 2018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3日
（火）~4月10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

※単位互換制度で受講できる科目、手続き日程等の詳細は、
ガイダンス（3月23日（金））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。
※単位互換制度は2年次以上の学生が対象です。
※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）
（月）~6月30日
（土）
期間:4月2日

キャリア支援センター
 学内企業セミナー
対象:学部4年次生・院2年次生向け
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、
キャリア支援ポータル、
キャリア支援センター掲示板にてお知らせします。

 個別相談（月~金曜日）
午前 10:00~11:30
午後 12:30~16:30
※水曜日午前は相談停止

 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。

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

ZELKOVA 2018. Spring

時間:12:20~13:00
場所:1号館212教室
出願期間:5月21日（月）~5月25日（金）

 2018年度後期中期協定留学（クイーンズ
ランド大学・ダブリンシティ大学）合同説明会
日時:第1回 4月18日（水）
第2回 5月1日（火）
時間:12:20~13:00
場所:1号館211室
出願期間:5月7日（月）~5月18日（金）

 2018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16日（月）、
◆アルカラ大学（スペイン）:4月17日（火）
◆ビクトリア大学（カナダ）:4月12日（木）
◆北京大学（中国）:4月13日（金）
時間:12:20~13:00
場所:1号館212室
出願期間:4月24日（火）~5月9日（水）
◆モナシュ大学サマースクール（オーストラリア）:
4月11日（水）
時間:12:20~13:00
場所:4号館ホール
出願期間:4月25日（水）~4月27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

 アジア太平洋研究センター1号館3階

〜 キャリア支援センター 1号館1階

〜 大学保健室

 財務部管財課 本館3階

〜 国際教育センター国際課

〜 学生相談室 本館1階

6号館1階

TEL.0422-37-3553/kyoumu3@ jim.seikei.ac.jp
TEL.0422-37-3543/job@jim.seikei.ac.jp
1号館2階

TEL.0422-37-3536/siis@jim.seikei.ac.jp

TEL.0422-37-3539/gakuse@jim.seikei.ac.jp
TEL.0422-37-3518/hoken1@jim.seikei.ac.jp

TEL.0422-37-3549/caps@jim.seikei.ac.jp
TEL.0422-37-3511

TEL.0422-37-3807

「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
 2019年度長期協定留学説明会
◆中国（北京大学・同済大学）:4月24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）:4月25日（水）
◆ドイツ（ボン大学・ハイデルベルク大学）:4月26日（木）
◆韓国（高麗大学・梨花女子大学）:4月27日（金）

 English Chat Time
学 内 で 気 楽 に 英 会 話 を 楽しめる【English Chat
をご存知ですか?国際教育センターの英語教員
Time】
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ュ
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、国際課にて申込みしてください。

 2018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）5名
クィーンズランド大学（オーストラリア）4名
◆長期:
梨花女子大学（韓国）1名
モナシュ大学（オーストラリア）1名
ハイデベルク大学（ドイツ）1名
※各プログラム、説明会などの詳細は、国際教育センターHP・掲
示板などで確認してください。

大学保健室
学生生活課

◆学部1年次生対象
日時:4月5日（木）16:00~17:00
場所:4号館ホール

務局のスタッフをお招きし、
テストの概要や勉強方法を

 HP「Career Board」について

学内で24の定期健康診断を受けた方は、5月7日（月）
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17日（木）
以降の発行となります。所定の用紙がある場合は、大
学保健室窓口に相談してください。

機関に留学や進学する際には、
そのスコアが要求され

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きます。
詳細は随時キャリア支援センターの掲示板（1号館1

キャリア支援センターでは「自分の将来や学生生活を
を
考える、きっかけ作りの場」
として「Career Board」
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

 健康診断証明書の発行

 奨学金応募説明会

ます。IELTS説明会、TOEFL説明会では、
それぞれの事

階）、HPにてお知らせします。

 協定留学生歓迎式
アメリカ・カナダ・オーストラリア・韓国・中国の協
定校から受入の留学生をみんなで歓迎しましょう。
日時:4月10日（火）12:20~
場所:本館大講堂

英語運用能力を測る世界基準のテストで、海外の教育

 公務員講座・秘書検定講座などの資格支援

協定を締結した大学に限る）の授業を履修し、修得し
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〜 学生部学生生活課 本館1階

〜 教務部

Campus events

教務部

位互換制度です。

			

詳細お問い合わせ先

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。
【TOEFL説明会】
日時:5月9日
（水）12:20~13:00
場所:1号館212室
【IELTS説明会】

※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2日（月）で終了。

 学内競漕大会（レガッタ）

場所:1号館212室

してください。

 TOEFL-ITP
【第1回】
日程:4月28日（土）
受付期間:4月2日（月）~4月20日（金）
日程:6月9日（土）
【第2回】
受付期間:5月1日（火）~6月1日（金）

 2018年度後期バディ募集受付期間
募集期間:6月11日（月）~6月22日（金）
秋に来日する協定留学生のサポートをしてくれる学生
（バディ）
を募集します。バディは協定留学生来日時、
成田空港（または羽田空港）
での出迎えのほか、彼ら
のキャンパスライフ（サークル活動や履修相談等）
をサ
ポートします。
※詳細は国際課にて配布予定の募集要項で確認してください。

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、楽しく時
間を過ごしましょう。
日時:5月10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待っています。
日時:6月13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:本館大講堂
（予定）
（定員になり次第締め切ります）
定員:50名
会費:無料

日程:5月22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、授業は行なわれません。

日程:4月23日
（月）12:20~13:00
※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のスコアでも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

※就職活動に必要な健康診断証明書は、入学
以降毎年定期健康診断を受けている方にのみ
発行します。

 学内運動競技大会
日程:7月6日（金）~7日（土）
場所:けやきグラウンド等

※開催日当日は、授業は行なわれません。

大学保健室
 大学生定期健康診断
期間:4月2日（月）~4月6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（火）~12月21日（金）
※アンケート調査協力のお願い
健康診断の問診時に、
【薬物に関するアンケート調査】を学部1年
次生対象に実施します。これは、薬物乱用防止に対する理解を深
めてもらうためのものです。ご協力をお願いします。

各種施設開館時間（4月～6月）

場所

平日

土曜

1階

8：45～ 20：45

9：00 ～ 16：45

2階~5階

9：00 ～ 20：30

9：00 ～ 16：45

日・祝日

Closed

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
【沖縄の戦後に向き合うシリーズ】
として、ぴあ映画初
日満 足 度ランキング 第1位（2017/8/25ぴあ調べ）、
佐古忠彦監督の「米軍が最も恐れた男 その名は、カ
を含む2作品を2018年度前期に上
メジロー（2017）」
映予定です。日頃なかなか触れることのない作品を通
して、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。みなさんの来場をお待ちしています。
※詳細は、アジア太平洋研究センターのHPあるいは学内広報
（ポータルサイト）でお知らせします。

管財課
 箱根寮夏期期間の利用受付
対象期間:7月24日（火）~9月30日
（日）
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1日
（金）
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2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1~3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（TEL:0422-37-3511）。

●図書館オリエンテーション開催のお知らせ

●4月2日（月）
～4月4日（水）、5月12日（土）、5月19日（土）、
5月22日（火）、6月16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。

情報教育用施設
所

平日

<学部新入生対象>
場所:情報図書館（整理券配布は1階）
日程:4月5日
（木）、6日
（金）
（どちらか都合の良い日に参加）
時間【整理券配布】
:
4月4日
（水）~6日
（金）9:00~16:00

（ただし、6日
（金）
は14:30まで）

●4月5日（木）、4月6日（金）、4月30日（月）…休館

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

※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。

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。

情報図書館

場

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

情報図書館の開館に準ずる

【開催時間】5 日（木）9: 30 ~16:00 の回まで 計11回
6日
（金）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、委託生等対象>
場所:情報図書館
（木）
日程:4月5日
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。

※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で確認してください。
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2017年度 成蹊大学賞

Campus Information
April-June

学内イベント

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12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。

Campus events

《成蹊大学賞》
部門

2018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。

『中国』

テーマ

場

間:10:30~12:10（各日共通）
所:6号館401教室（各回共通）（予定）

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26日（土）
「村上春樹にみる中国と日中戦争」
成蹊大学経済学部教授 宮脇 俊文
第2回 6月2日（土）
「中国における環境・エネルギー問題の現状と対策技術」
工学院大学先進工学部環境化学科准教授 酒井 裕司
第3回 6月30日（土）
「中国からみたモンゴルとモンゴルからみた中国」
昭和女子大学人間社会学部現代教養学科教授 フフバートル
第4回 7月7日（土）
「『盧溝橋』
への道」
成蹊大学法学部教授

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。

学術部門

☆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、E-mail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:0422-37-3985（上記時間帯のみ） E-mail:shsoudan@jim.seikei.ac.jp

スポーツ部門
（成蹊大学賞）

※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。
学内相談員の名前、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。

学術部門

（特別奨励賞）

大学・高等学校・中学校及び小学校各保健室

光田 剛

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。

芸術部門

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。

（特別奨励賞）

PCサイト:http://www.seikei.ac.jp/gakuen/harass/

成蹊大学社会活動支援奨学金
本学の学生が主体となって行う、社会貢献、地域貢献、学外における
調査研究活動などの社会活動を支援することを目的としています。
1.採用予定数:年間20件まで
2.対象となる活動:
A 社会貢献、地域貢献に関する活動
B 学術的な調査研究活動
※原則として、本学専任教員の指導または監督のもとに行われるものとします。
※正課としての活動は対象外とします。

3.出願方法: 次の書類をボランティア支援センターへ提出してください。
①出願書 ②活動計画書 ③予算計画書
④当該活動の指導または監督を行う専任教員からの推薦書
4.提出期限等:詳細についてはボランティア支援センター等の掲示板・HPで
お知らせします。
5.選考方法:ボランティア支援センター企画執行委員会にて選考され、
学長が決定します。
（特別加算により40万円まで増額可能）。
6.給付額:20万円を上限とする
※活動計画書および予算計画書に基づき決定します。

▶ 詳細は本館1階 ボランティア支援センター（TEL.0422-37-3448）
まで
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《スポーツ特別奨励表彰団体》

団体・個人名

垣添 大地

①Dalton Transactionsへの論文掲載
②日本化学会論文誌への論文掲載
上記の論文掲載を総合的に評価した。

木村 成輝

European Chapter Meeting of the Tissue Engineering and
Regenerative Medicine International Society 2017
SYIS Best Poster Award受賞を評価した。

体育会
ライフセービング部

①第8回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会
男子総合3位、各個人種目入賞
②第32回全日本学生ライフセービング選手権大会 個人種目入賞
③第43回全日本ライフセービング選手権大会 個人種目入賞
上記3大会での成績を総合的に評価した

ダブルダッチサークル
Double Eight

①DOUBLE DUTCH Contest Japan 2017 全国2位
②DOUBLE DUTCH Delight Japan 2017 全国学生5位
上記2大会での成績を総合的に評価した。

金井

涼太

（体育会ラクロス部所属）

3月29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2018年度
予算が承認されました。詳細につきましては、

石井 翔

第22回JPISJS若手研究者のためのポスターセッション
優秀ポスター賞受賞を評価した。

栗原 大輝

①第97春季年会学生講演賞 学生講演賞受賞
②ChemBioChemへの論文掲載
上記の成績を総合的に評価した

中野 秀亮

第21回2次イオン質量分析国際会議
Best Biointerface Poster Presentation受賞を評価した。

須田 梨里菜

第69回毎日書道展 かな部Ⅰ類U23入選を評価した。

体育会水泳部

第93回日本学生選手権水泳競技大会水球競技（インカレ）
出場を
評価した。

体育会漕艇部

①第66回お花見レガッタ 男子舵手付きフォア3位
②第67回戸田レガッタ 男子エイト2位
③第2回東日本夏季競漕大会 男子ナックルフォア優勝
④第40回東日本新人選手権競漕大会 男子舵手付きフォア3位
⑤第 12回スカル選手権競漕大会 男子シングルスカル3 位、女子
シングルスカル優勝
上記5大会の成績を総合的に評価した。

学園HP→成蹊学園について→事業報告（計画）
・財務情報→予算2018年度

（http://www.seikei.ac.jp/gakuen/about/financial/yosan/2018/）
をご覧ください。

8号館内装をリニューアルしました
1993年の竣工から25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、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選択し、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。
来年度以降も大学教室棟を順次
リニューアルしていく予定です。

スポーツ部門

三浦 湧也
（文化会競技ダンス
部所属）

山崎 有加

弓道部男子、硬式庭球部男子、硬式庭球部
女子、硬式野球部、水泳部（水球班）、漕艇
部、
籠球部、
ハンドボール部、
ラクロス部男子、
ラクロス部女子、陸上競技部

四大学
運動競技大会
一般種目
優勝団体

五十棲、
山口ペア
（卓球男子D）
、
室田・梅沢ペ
（卓球混
ア
（卓球女子 D ）、五十棲・室田ペア
合D）、室田恵理（卓球女子S）、平野・小田島
、
成蹊フットサルクラ
ペア
（バドミントン男子D）
ブ
（フットサル）

《欅祭展示表彰団体》
部門

団体名
学長賞

学生部長賞
欅祭
実行委員長賞

①第28回全日本テコンドー選手権大会 優勝
②第29回全日本テコンドー選手権東日本予選 優勝
上記②大会での成績を総合的に評価した。

（特別奨励賞）

団体名・個人名

四大学
運動競技大会
正式種目
優勝団体

①U-22日本代表に選出され第8回APLUアジアパシフィック選手権
大会に参加
②関東学生ラクロス1部リーグでのベスト12選出
上記の成績を総合的に評価した。

曺 洙聖

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

2018年度予算について

部門

表彰理由

（成蹊大学賞）

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、

【問合せ先】庶務運営課（TEL:0422-37-3535）
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（※学年は受賞時）

成蹊大学賞

4-6

時

~受賞者のみなさんおめでとうございます~

應援指導部
馬術部

DANCE TEAM JAM[z]

優良賞

SEIKEI Formula Team、
中庭ステージ委員会、平野ゼミ、鈴木史馬ゼミ

奨励賞

欅祭本部親子企画、北川ゼミ第 1 班、
ダブル
デザイン研究
ダッチサークル Double Eight、
部、
フォークタウン

めざせ!成蹊大学賞

2018年度候補者募集
募集要領

①第61回全日本学生競技ダンス選手権大会
②第70回神奈川学生競技ダンス選手権大会
③第114回東都大学学生競技ダンス選手権大会
④第100回東部日本学生競技ダンス選手権大会
⑤第55回全日本学生競技ダンス選手権大会
⑥第62回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅱ部戦
⑦第49回東西対抗学生競技ダンス選手権大会
上記7大会での活躍を総合的に評価した。

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。2017 年度は3 名が受賞し、昨年 12月12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。

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… 2018年11月24日
（土）
12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
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
3、提出場所… 学生部学生生活課窓口
（本館1階）
詳細については

2016年度全日本学生ボートセーリング選手権インカレ新人戦
レディースの部3位を評価した。

成蹊大学国際交流賞

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… 2017年12月から2018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

学生部学生生活課
（TEL:0422-37-3806）
まで

成蹊大学国際交流賞
賞

名

個人名

表彰テーマ

交流賞

荒井 恵（文学部 2年）

「孤児院の子ども達とフラッシュモブ!ダンス交流ツアー7日間」

交流賞

安田 胡桃（経済学部 3年）

「世界一周の実行と学び」

交流賞

千住 貞信（法学部 3年）

「ミッテ区×新宿区

青少年交流」

ZELKOVA 2018. Spring
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学生による学生のための PR ページ

学生掲示板

成蹊

探訪
Seikei exploration

卒業生に贈られた
「処世七則」
大正 5（ 1916 ）年 3月23日、
この日、成蹊最初の学校として池袋の地に
設立された
「成蹊実務学校」
の第1回卒業式が執り行われました。
はる じ

学園創立者で校長の中村春二先生は、
初めての卒業生15名に、
卒業証
書として自ら墨書した
「処世七則」
を贈りました。

来たれ、
体育会。

一、常にわが務を思へ
一、信の上に立ちて努力せよ
一、境遇に同化せよ
一、多く働くことを光栄とせよ
一、
日々己が倦怠を省みよ

自分の全てを懸けてつかみ取る 最高の4年間

＊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
公式Twitter：@suv_tho
公式Instagram：
seikei_sports_oﬃcial

最高の仲間と最高にアツい学生生活が
君を待ってる ! 平成30年度 体育会本部委員会 髙津良介

第 57回

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 !

学内運動競技大会の
お知らせ

今年も11月24日
（土）、25日
（日）
に欅祭が開催されます。私たち欅祭本部

学内陸上運動競技大会から学内運動競技大会（学運）へと
名前を改めてから 1 年。あのスポーツのビックイベントの季

の第一回総責任者会議に必ず参加してください。

日程:5月11日
（金） 場所:5-102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）

TEL:0422-51-6102 MAIL: keyaki.fes@gmail.com
URL : http://keyaki-fes.com/

@seikei_keyaki57

一、後輩の続き来ることを思へ
卒業式で中村校長は、
成蹊での教育が真によく徹底していたかどうかは実
社会に出る卒業生によって試されるのであり、
君達が実世間の苦労と困難
たちま

ZELKOVA 2018. Spring

まさ

は、
校長宅門側の一本の若木と共に、
次の歌が書き添えられていました。
しい

ひともと

「道のべの 椎の一本 葉蔭なほ まばらなれども 椎の一本」
たくま

に耐えずして忽ち挫折し失敗する事があれば、
それは正しく教育の不徹底

椎の若木がこれから逞しい大木に育っていく情景と、
新たな学校で自分の

を意味し、
君達が如何なる辛酸を嘗むるも、
如何なる挫折を来たすも、
これ

教え導く生徒が、
すくすく育って行く姿を重ねて詠んだ和歌からは、
中村先

な

た

に撓わむことなく益々勇気を鼓して奮励努力するようであれば、
それは実

生の教育者としての信念と覚悟が伝わってきます。
成蹊教育を受けた初め

に教育の徹底を現実にしたものである、
君達卒業生は予めそれを覚悟し

ての卒業生15名が、
これから社会で活躍していって欲しいとの思いが
「処

ておく必要があると訓話されました。

世七則」
の一則一則に込められています。

編集スタッフ 大・大・大募集！

【文:財務部 高橋 章建】

■Cover Story

節が今年もやってくる !
感動あり、涙ありだけじゃない !
笑いあり、遊びありの学運にあ
なたも参加しませんか ?
体育会だけでなく、沢山の方
に楽しんでもらえるような大会
になってます !!
LOOK HERE

第二回学内運動競技大会
競技紹介（2017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

学生編集部員を募集します!
成蹊大学の魅力を広めたい! 雑誌製作してみたい! 写真撮影や文章を書くのが好き!
そんなアナタ! 一緒に学内広報誌『ZELKOVA』
を創りませんか?やる気のある人、
お待ちしています!
■募集要項（詳細）

【主な活動内容】学内広報誌『ZELKOVA』
の製作
【活動内容詳細】雑誌編集、企画立案、取材、原稿執筆、撮影、
デザイン、校正、進行管理など
【活
動
日】随時製作に合わせて活動。
週に一回、昼休み又は放課後（18:30~19:30）
に全体ミーティングを予定（曜日は未定）。
【活 動 開 始】2018年4月下旬 初回ミーティング開催予定
【応 募 方 法】ご興味のある方は、下記問合せ先にメールしてください。
【問い合わせ先】庶務運営課ZELKOVA事務局 （TEL:0422-37-3531/メール:zelkova@jim.seikei.ac.jp）
※本活動は、
アルバイトではありません。

※競技は 2017 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。

編集：

2018 年 3 月 26日発行
（年 2 回発行：4 月・10 月）

「fun, fun, fun」
首都圏も数年ぶりの大雪に見舞われ、冷たい冬の風
がキャンパスを吹き荒れるこの頃（撮影時2018年1月）
ですが、
「 ZELKOVA」
では春号を制作。今回の特集は
“吉祥寺MAP”。担当の学生記者さん達とともに挑んだ
取材で撮影したショットをコラージュして、成蹊生の
ちょっとした日常を表現してみま

★プロの講師に雑誌製作の基本を教えてもらいながら活動できるので、初心者でも安心!
★大学公認の団体活動なので、
サポートが充実。兼部もOK!
★1期生なので、団体立ち上げから関われる!
★ZELKOVA製作の他、成蹊大学公式インスタグラム投稿写真撮影・取材、大学PR動画
製作など今後幅広く広報活動に携われるチャンスも!

No.93
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中村先生がこの実務学校の開校直前に校舎の全景を描いたスケッチに

2018年4月より、学生広報委員会始動!

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11日
（金）

一、病はわが油断と思へ

した。新入生の皆さんもぜひ吉
祥寺の街を歩いて自分の楽しみ
を見つけてみてください。
写真撮影 :
写真部 経済学部 3 年

塩原 悠仁

俊野雅司（経済学部） 脊戸和寿（理工学部） 有富純也（文学部） 北島典子（法学部）
「ZELKOVA 編集事務局」

Twitter も見てね！

編集・発行： 成蹊大学庶務運営課 〒 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 http://www.seikei.ac.jp/university/kouza/zelkova/index.html

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。
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