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活動日   随時（夏休みはOFF）  活動場所   学生会館 302号室

新聞会は、年 5 回、学生新聞を制作・発行している団体です。

なんと、企画から取材、写真撮影や紙面のデザインまで、すべて

僕たち学生が手掛けているんです！！

制作は発行の1か月ほど前から始まります。編集長を中心に企

画会議や編集会議を開き、どのような記事を載せるのか、どのよ

うなレイアウト（ 記事の配置 ）にするのかなどを話し合います。

そして記事を書く際には、学生や教職員を始め、本学の卒業

生や吉祥寺のお店に取材します。でも、記事を書き上げるだけで

は終わりません。一般紙の新聞記者も持っているという「用字用

語辞典」を使い部員同士で文章を厳しくチェック！ 間違いは決

して許されません。記事が完成すると、制作局が Mac を使って

紙面をデザインします。

活動自体は決して楽ではありません。でも、完成した新聞を

手にした時の感動は言葉にならんぜ！ まずは、学内ラックに入っ

ている新聞を手に取ってみてください！

文 / 法学部 3 年・黒山 幹太（編集長 ）

紙面のデザインは、新
聞 会 の 精 鋭 た る 制
作 局 が 担 当！ Mac で
Illustrator、InDesign
を使って紙面をデザイ
ンしています。

「 様々」→「 さまざま」、「 わかる」
→「分かる」。漢字をひらがなにす
ることを「ヒラク」、その逆を「トジ
ル」と言います。文章の正誤のほ
か、用字用語辞典を使って、より読
みやすい記事を目指しています。

発行後はとにかく配る！ 学生
や教職員を中心に、欅祭やオー
プンキャンパスなどのイベント
で多くの来校者の方に配布し
ています。

蔵本 肇（理工学部3年）

新 聞 は 年 に 5 回 （4 、5 、7、11、
12 月号 ）発行しています。日本
語 の 新 聞 な の に 横 書きという
の は 結 構 珍し い んで すよ！ 学
内 ニュース から文 化 団 体 の 紹
介、特集記事、スポーツニュース 
まで！成蹊のことなら何でも載っ
ています！

成蹊大学新聞会

新聞は取材なくして成り立たない！
取材は学内が中心ですが、時には学
外に飛び出して行うことも！

  @SEIKEIPRESS　   http://sup.karou.jp/index.html　ブログ http://seikeipress.hatenablog.com/
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第 56 回欅祭参加団体募集

「Say!けいじばん」は学生が各種募集・告知、活動報告などに利用で
きるPRページです。個人・団体を問わず、毎号最大4件を目安に記事
を掲載しますので、興味のある方は庶務運営課までお問い合わせく
ださい。

→庶務運営課（本館２階）　E-mail：zelkova@jim.seikei.ac.jp

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18日（土）、19日（日）に欅祭が開催されます。欅祭本部
では欅祭に参加希望の展示・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ありますので、参加を検討している団体は、5月
12日（金）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12日（ 金）
※	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/	 Twitter：@seikei_keyaki56

欅祭本部
より

Say! けいじばん SEIKEI Bulletin Board
学生による学生のためのPRページ

体育会
本部より 
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来たれ、 体育会

学内運動競技大会のお知らせ
昨年、第 57 回を迎えた学内陸上競技大会は、今年より
学内運動競技大会 （学運 ） へと名前が変わりました。
陸 上 競 技 がメインだった学陸でしたが、学運はより
様々な種目を取り入れ、また、体育会だけでなく、文化
会やサークル団体の方にも、積極的に楽しんでもらえ
るような大会にしていきたいと思っています！

体育会
本部より 

第 58 回 学内運動競技大会
［種目紹介］
●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
●硬式テニス	 ●軟式テニス
●バスケットボール	 ●バレーボール
★募集期間等は、随時お知らせいたします。	
　みなさんのお申込み、お待ちしています！！！
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てきた樹齢20年程の欅の若木を、実務学校・旧制中学校の生徒・

教職員も加わり、およそ7m間隔で植樹作業を行ないました。

吉祥寺移転を機に学園と共に歴史を刻んできた欅は、見事な

並木を形成し、昭和46（1971）年「武蔵野市天然記念物」第1号

の指定を受けました。その後、昭和57（1982）年10月1日には、

都民の日制定30周年記念事業として行われた「新東京百景」に

も選ばれ、平成8（1996）年、環境庁（現、環境省）が将来に残し

たい音の聞こえる環境（音風景）の保全を目的に公募した「日本

の音風景100選」に、都内では「三宝寺池の鳥と水と樹々の音」

（練馬区）「上野のお山の時の鐘」（台東区）「柴又帝釈天界隈と

矢切の渡し」（葛飾区）と共に「成蹊学園のケヤキ並木」（武蔵

野市）が選ばれています。

学園では、欅並木を保全する取り組みとして、1本1本の欅の

カルテを作成しながら状態を把握して、大切に管理・剪定に当

たってきました。一方、武蔵野市天然記念物指定時に高さ12m

あった欅は、今では25m～30mの倍以上の高木となったことで、

樹木相互の干渉による枯れ、空洞化など、並木の維持を難しくす

る状況も見られています。学園では、欅並木の成長・維持に努力

された先達の思いを引き継ぎ、次世代にこの成蹊学園の原風景

を残す取り組みとして、武蔵野市と協議しながら、試験的に一部

欅の大枝の軽減剪定を行っています。

	 文／財務部　髙橋章建
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“ZELKOVA”は
「欅
けやき
」の意味だよ。

ZELKOVAキャラクター
けーやん

3月初旬、学園キャンパスの史料館前に、桃と李
すもも

の花が咲き

始めると、染井吉野が次第につぼみを膨らませ、ほのかに

色づきながら、4月初旬には満開の桜となって新入生を迎えます。

この目に華やかな染井吉野の桜樹の花が葉へと移り変わる

頃、ふと見上げた欅には柔らかな淡い若葉がいつの間にか芽吹

き始めたことに気付きます。そうして、春の新緑から夏の深緑へ

と深みを増していく欅並木のトンネルは、強い陽射しには、これ

を遮り涼しげな日陰を与え、秋には茶系に紅葉し、足元にはサク

サクと落ち葉を踏み歩く音が心地よく聴こえてきます。冬枯れの

キャンパスには箒状の枝振りの美しさが目に広がります。こうし

た四季を感じる学園キャンパスに、在校生と教職員が身を置き

ながら切磋琢磨できることも、成蹊教育の特色の一つとなって

います。

学園キャンパスのシンボルとなっている欅並木は、メインエン

トランスとなる五日市街道から学園本館に至る約170mの並木

と、学園正門前から中学・高等学校正門へのアプローチを彩る約

490mの並木とで構成され、シンボルツリーとして、欅並木の軸

線を基本に学園キャンパスが形作られてきました。

成蹊学園は、大正13（1924）年に池袋のホテルメトロポリタン

を含む西口一帯2万坪の敷地から、旧制成蹊高等学校（7年制）

の開校を機に、現在の吉祥寺の地に移転してきました。当時、一

面桑畑であった学園敷地に、玉川、用賀、狛江村などから運ばれ

昭和42年当時の欅並木本館と欅並木

（左）初夏の欅並木
（右）初冬欅並木と本館

「成蹊学園の欅並木」
先達の思いが引き継ぐ原風景

成蹊　探訪
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エンジニア魂
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

さて、理工学部に入学された多くの皆さんは、将来「エン

ジニア」をめざしていると思います。エンジニアは新製品や

新技術の披露時には脚光を浴びますが、実は、普段の仕事

は地味で、愚直に一つ事の繰り返しです。わが国ではここの

ところ連続してノーベル賞を受賞していますが、受賞者が

地道に同じような実験を繰り返してきたことは皆さんもご

存知の通りです。これはエンジニアにも通じます。愚直に一

つのことを繰り返し、その結果を記録する。それが普段の

エンジニアの姿であり、魂なのです。理工学部ではこの「エ

ンジニア魂」の素養に磨きをかけます。実験科目では装置

を動かし、条件を変えて、データを取り、レポートにまとめ

ることを繰り返します。愚直にこのようなことができる素養

が必要なのです。4年後、皆さんが「エンジニア魂」を宿して

巣立つことを期待しています。

理工学部長
大倉 元宏
Motohiro Ohkura

課題の発見・解決は真の頭の体操
新入生の皆さん、経済学部経済経営学科は、皆さんが自

分で学修・キャリアプランを作り上げていく、柔軟で実践

的なカリキュラムを提供しています。

グローバル化が進むなか、経済政策が企業や地域に大

きく影響するようになっています。急増する外国人観光客

が企業の株価や地域経済にも影響しています。外国人労

働者を積極的に採用する等、企業の人事戦略も国際化し

ています。海外の環境保全等、日本企業の国際貢献も着実

に広がりを見せています。

このような現実の課題発見と解決に、学問の仕切りは関

係ありません。経済学部では、経済学と経営学の仕切りを

取り払い、多角的な視点から日本経済や企業活動を考え、

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。

2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、多くの皆

さんは4年生になります。鋭い分析力と多様性を許容する

包容力を身に着け、日本のおもてなしの最前線に立ってく

ださい。

経済学部長
井出 多加子
Takako Ide

日常からはじまる知の旅へ
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

皆さんが法学部で学ぶ法と政治は、日常生活の細々とし

たところまで入り込んでいます。多くの人はそのことに気づ

かず、自分には関係ないと感じています。でも、法律や政治

の方は、私たちを放っておいてはくれません。

法学部で学ぶ皆さんは、法律や政治には私たちを縛り

つける側面があることを知りつつも、それらを専門的に学

ぶ中で、法律や政治が、私たちの社会生活を円滑に進める

ためのルールを定め、もめ事に解決を見いだし、協力を促

すための制度を作り出していることを理解していってもら

いたいと思います。

難しそうだと感じるかもしれませんが、身近にある法と

政治について、自分の頭を使って考える力を身につけると

世の中は確実に面白くなります。法学部の教員たちは、そう

した力を伸ばすエキサイティングな知の旅のエキスパート

ガイドとして、皆さんを待っています。

さあ、一緒に学びましょう！

法学部長
遠藤 誠治
Seiji Endo

たくさんの謎に出会おう
新入生のみなさん、はじめまして。成蹊大学には、バラ

エティ豊かな授業や課外活動が用意されています。お一

人お一人にぴったりなものが見つかり、充実した4年間を

送れることでしょう。そのなかで、魅力的な謎にできるだ

け多く出会っていただくことが私の希望です。学問上の法

則から友人の心の動きまで、不思議なこと、未知なること

は人を新たな場所に連れて行ってくれるからです。

私が大学時代に出会った謎にこんな文章があります。

“生きることの目的は、「生きるゲーム」のルールを発見す

ることにある。いつでも変わっていて、決してとらえること

のできないルールをね。”（G・ベイトソン『精神の生態学』）

何度も考えてきたのですが、いまだにこの言葉の意味

は分かりません。が、この謎を考えることが生きる上での

支えの一つとなっていることも確かです。みなさんがこの

4年間でたくさんの魅力的な謎に出会われることを心か

ら期待しています。

文学部長
森 雄一
Yuichi Mori
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Messages for Seikei  freshers

新入生の皆さんへ
入学おめでとうございます！

「わくわく」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。

第一は、「わくわく」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。「わ

くわく」しませんか？　この「わくわく」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、思い切りわくわくしてください。

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。

成蹊大学長
北川 浩
Hiroshi Kitagawa

決意を自分に宣誓！
新たな生活のスタートにあたり、皆さんは、大学での4年

間をどのように過ごそうと考えていますか。自分の専門と

する分野の知識を身につけることだけでなく、様々な活動

に取り組む自分を思い描いている人も多いと思います。ク

ラスやサークルなど学内での活動に限らず、広く学外での

活動を通し多様な価値観を持つ人たちと交流したり、実際

に自分で経験を積んで社会や日本、世界のことについてよ

り深く知りたい、と考えている人もいるでしょう。もちろん、

自分にそんなことができるのだろうか、と不安に思うかも

しれません。でも、どんなことでも初めてのことにとりかか

るには、少しばかりの勇気が必要です。新たなことを始め

るには生活が変わるこの時期がうってつけです。未経験の

活動を通じて今までわからなかった自分の可能性が見え

てきたら、それはとても素晴らしいことだと思いませんか。

決意を自分自身に対して宣誓をし、新たなスタートを切っ

てください。

副学長
伊藤 郁夫
Ikuo Ito

「考える」力を
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

これまでの高校での勉強と異なって、大学では、「覚える」

勉強ではなく、「考える」勉強が中心になります。何が問題

なのか、その問題をどのように解決するのかを、自分の頭

で考えることが求められるのです。もっとも、何が問題なの

かについては様々な見方が可能ですし、その問題を如何に

解決するかについても様々なアプローチがありえます。「考

える」とは、結局、こうした既存の多様な考え方を正確に理

解し、さらにそれを相対化して自分の意見を形成するプロ

セスだといえるでしょう。そして何事も基礎が大事です。

4月からは、早速新入生のみなさんに用意されているフ

レッシャーズ・セミナーなどの科目に積極的に取り組んで、

「考える」勉強を本格的に始めるための、基本的な作法を

学ぶことから始めましょう。

副学長
金 光旭
Kin Kougyoku

自分の、自分による、自分のための時間
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さんは、

何をすべきかについて絶えず指図を受けるという段階から

抜け出して、自分が「これは良い」と感じたことであればそ

れに取り組んでOKだという、まさに「自分の時間」を、し

ばらくのあいだ享受することになります。大学は、皆さんが

有意義に「自分の時間」を生きることができるように、学修

とそれ以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、卒業後のキャリアの基礎固めも含めて、皆さんの現在

と未来を豊かなものにしてください。特に、いま、社会の状

況が不安定化の気配も示しつつ急激に変化している中で、

それにただ流されるのではなく、変化の意味を考えながら

賢明に対処していくことができるための知的素養（それが

「教養」にほかなりません）を、しっかり身に付けてほしい

と思います。

法務研究科長
小早川 光郎
Mitsuo Kobayakawa
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特集  オーキャンスタッフ直伝！ まるっと楽しむ成蹊MAP

東門

2号館

3 号館

4号館

5号館

7号館

9 号館 8 号館

11号館

10 号館

13 号館

12号館 スポーツ施設は
こちらから

西部室

14号館

けやき
グラウンド

サッカー場

野球場

アーチェリー
射場

ハンドボール
コート

馬場

小体育館
蹊ハウス

弓道場

グラウンド門

大学体育館

卓球場

北プール

中村春二先生
胸像

前庭

西1号館
（法科大学院）

学園
史料館

南体育館

南プール
アトリオ
（中庭）

北門

西門

正門

成蹊のマスコットキャラク
ターピーチくんのグッズは
学生会館2Fブックセン
ターで販売しています。

学内ツアー等で大活躍してくれるオーキャン※スタッフ4人に聞いた、
学内のおススメポイントはココ！新生活に役立つMAP、参考に
してみてね！

ボランティアに興味があるなら！

ボランティア支援センター
（2F）

自発的に活動したい学生やボランティア団
体を、常駐のスタッフさんがサポート。いつ
行ってもスタッフさんが明るくて楽しいで
す！学生の憩いの場のひとつ！

就職活動にマスト！

キャリア支援センター（1F）

就職活動やインターシップ
関連の情報がたくさんあり
ます！ 個 別 に 親 身 に 相 談
に 乗ってくれます。（1・2
年生の相談も受付中！）

留学関連ならココ！

国際課（2F）

留学相談はもちろん、留学生と英会
話 を 楽し む「English Chat Time」
も毎週開催しています！誰でも参
加可能！！

※オーキャン…オープンキャンパスの略称

通称トラコン。ファミリーマートが
入っているのですごく便利です。
学食とトラコンでお昼をローテー
ションできる。レンジも完備！ 

本館 学生生活課（本館1F）

学内での忘れ物・拾い物はココへ。
急病や財布の紛失等で緊急でお金
が 必 要 な 時 は、10,000 円まで 無 利
子で貸与もしています。
※返金期限は 1 か月以内。
　学生証と印鑑が必要です。

情報図書館
クリスタルキャレル

個室のクリスタルキャレルは集中できて
人気高し！設計は建築界のノーベル賞
と言われるプリツカー賞受賞の坂茂氏。

人気スポット！

1

4

9

5

2

3

5

3

6

部室や施設の鍵を申請して借りられます。

息抜きスポット

トラスコンガーデン

落し物等、学生生活で困ったら！

English
Chat Time

球体型のグループ

閲覧室のプラネット
が

インパクト大
！

国際交流会館
留学生が暮らす寮。毎年 10 月頃、留
学生とともに生活をし日本での生活
をサポートする「学生アドバイザー」
を募集します。詳細は国際課まで。

ウワサのスポット！
本 館 には 古 い 地 下 道 があり、
吉祥寺駅まで繋がっていると
か !? 信じるか信じないかは…

成蹊 1号館
1

2

本館
4

当時2年生の私が相談
しに行っても気軽に真剣
に話を聞いてくれました！

国際課は明るい雰囲気で、
とても楽しく相談できます！

留学生と日本語で会話する
日々は何とも興味深いです！

日本にいながら、毎日が異文化体験！

トラスコンガーデン

学生会館

1号館

本館

6号館

国際交流会館

情報図書館
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東門

2号館

3 号館

4号館

5号館

7号館

9 号館 8 号館

11号館

10 号館

13 号館

12号館 スポーツ施設は
こちらから

西部室

14号館

けやき
グラウンド

サッカー場

野球場

アーチェリー
射場

ハンドボール
コート

馬場

小体育館
蹊ハウス

弓道場

グラウンド門

大学体育館

卓球場

北プール

中村春二先生
胸像

前庭

西1号館
（法科大学院）

学園
史料館

南体育館

南プール
アトリオ
（中庭）

北門

西門

正門

けやき並木を臨む
ラウンジのガラス
は水が流れる癒し
の空間。散水により
表面温度を低下さ
せます。

シャワーもあるよ♪

大学体育館・テニスコート

申請すれば、昼休みや
空きコマに個人的に
使用できます。用具の
貸出やトレーニング施
設もアリ！

オープンキャンパススタッフは入試センターの登録制アルバイトです。例年5月に応募説明会を
実施しています。詳細は4月にポータルサイト（入試センター）に掲示します。

第一学生食堂（1F）
定番の油淋鶏から日替わりまで。ワンキャン
パスとはいえ他学部の人と会うのが難しい。
でもココでならいろんな人と会えます！（2F
にはカレー専門店、3Fには丼もの専門店も！）

音楽練習室A（B1F）
地下には防音室がズラッと並び、知る
人ぞ知る、音楽練習ゾーン。バンドやオ
ケを心ゆくまで練習できます。

学生会館

9

7

8

陸橋を渡った

先にあります！

授業の空きコマや
放課後によく練習
しています。

立って勉強するのに
もちょうどいい高さ！

1人でも課題をした
り本を読んだり、居
心地が良いです。コ
ンセントもアリ！

具合が悪い時に！

大学保健室
応急手当や休養の他に、
校医や養護教諭への健康
相談もできます。8
6号館

6人気スポット

カフェ&ホールCOMMichi（B1F）
友人との昼食は毎日ここで！パンもコーヒーも
美味しい！多目的ホール＆カフェ。展示会や
イベントで貸出利用も受付中。

眺めのいい
勉強スポット けやきラウンジ（3・4・5F西側）

ナント、大学で
散髪ができる！！

理容室バーバー
（2F）

男子・女子・予約なしでも大歓迎！なんだか親戚
のおばちゃん家にきた気分で髪が切れます♪

地下にはナント！ 色んなメニュー有！

今日はどんな
メニューかな♪

Let's Enjoy
成蹊LIFE!

僕的にかなり
おススメです。

オーキャンスタッフ
直伝！

と楽しむ

7

フォークタウンの星。普段は礼
儀正しいがベースを持つと切れ
味抜群。はじけるパフォーマー。

経済学部 3 年
細谷 修太

国際交流会館在住経験の
ある頼れる姉御。スペイン
帰りのセニョリータ。

法学部 3 年
黒石 真菜実

キャンパスツアーへの情報収
集熱はスタッフ随一。目指せツ
アーマイスター。

理工学部 3 年
成瀬 敦史

ルックスは甘めだが、超しっ
かりもの。2 年生とは思えな
い安定感。

文学部 2 年
澤向 和奏

学生の人気者、
成蹊のおばちゃん！

大学保健室

大学体育館・
テニスコート

オーキャンスタッフとは…
オープンキャンパスの際に、高校生等に成蹊内を案内したり、入試や学生生活について
紹介してくれる頼もしいアルバイトスタッフさんたち。

オーキャンスタッフ

メンバー紹介
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特集  オーキャンスタッフ直伝！ まるっと楽しむ成蹊LIFE

必
勝！！

まずは色々関心を持って
チャレンジ！
自ら行動することが大学生活を
楽しむポイントです♪

（文 3 年／女／みけじ）

やりたい事を見つけたら
それに尽力して下さい！
なければ頑張れること、夢中になれることを絶対に
見つけて下さい！！！！

（法 3 年／男／ジェントル小泉）

入学時、高校とのギャップに苦しんだことも。
やりたいことを信念を持って、
部活・友人・バイト・勉学に励むと、
充実した毎日に。

（文 4 年／女／ぶん）

まずは入学おめでとうございます！
自分から動くことが大切。
うまくできなくても大丈夫！
思いっきり楽しんで！

（文 1 年／男／もやし）

ありのままの自分でいろ！
まぁ、背伸びするなということよ。

（経済 2 年／男／オタコン）

計画を立て、
毎日生産性のある
生き方をしよう。

（理工 1 年／男／匿名希望）

本当にお腹が空いているか自分に問う。
（理工 3 年／男／匿名希望）

エアコンは省エネモード。
（文 1 年／女／ニート）

4月は学食＆正門横のコンビニが
すごく混む。お昼を持ってきて教
室で（ 教室でも食べられる！！）食
べた方が休み時間を有効に使える
し、節約になる！

（文 2 年／女／ M.O）

一駅歩く。
（文 3 年／女／あやお）

コンビニではなくスーパーで買う
（文 1 年／女／よんの）

貯金するお金は、給料日に引きます。
最初に引いたお金は絶対に使わない
ように自己洗脳します。
そうすれば、お金は貯まります。

お金の管理は
自己管理です。

（法 4 年／男／空手マン）

外食をしない！
（理工 3 年／男／ K.A）

・お弁当持参。
・常に断る勇気を持つこと。
（↑すごく難しい）
（文 1 年／男／もやし）

水筒を
持ってくる。

（文 3 年／女／くま）

先パイのアルバイトでの平均収入と
食費にかける金額・交際費をこっそり調査！

赤裸々
お金トーク編

編
テスト乗り切り対策

熱いメッ
セージ

新入生へ
！

ノートを取り復習すれば
戸惑うことはないと思う。

（法 3 年／男／イトタク）

授業内で行った
演習等の復習。

（理工 3 年／男／どっすん）

一夜漬け。
（理工 3 年／男／ GTO）

暗記と理解。
（理工 3 年／男／匿名希望）

今まで通りやればいい。
（理工 2 年・男・うどん）

学科の先輩から
情報をもらう、

もらいまくる。
（経済 2 年／男／オタコン）

レジュメを暗記したり、
何度も読んで自分の中で
内容をかみ砕いて理解する。

（文 3 年／女／ R）

アルバイトの平均収入

0～3万
13%

3～5万
39%

7～9万
11%

9～11万
16%

5～7万
21%

交際費食費に掛ける金額

0 ～ 3万円
86％

0 ～ 3万円
99％

受け取れ

一年生！！！

14号館3階。
（理工／ 2 年／男／ H.K）

6 号館のトイレ突き当りを
曲がったカウンター席。

（変わった椅子があるところ。）
（文 2 年／女／ M.O）

3 号館 2 階は地味に静か
でレポートとか書きやすい。

（法 3 年／男／イワタク）

3.7 号館の PC は
良く空いている。

（文 3 年／男／匿名希望）

34票

節約列伝

やり繰り上手の
奥様もビックリ！

先パイの名言

クリスタル
キャレル
プラネットはグループワークの時にベンリ。

（文 3 年／女／アスパラガスビスケット ほか）

Enjoy
成蹊LIFE★

食べ物は持ってくる派

アンタは
えらい！！

成蹊生は

やればできる子！

※ 82 人調べ

おススメ
勉強スポット
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アルバイト

着ぐるみが
着たかったから。

（文 3 年／女／
アスパラガスビスケット）

家から近い。
（理工 4 年／男／小栗旬 ほか）

18票

まかないが
食べられる。

（経済 1 年／男／
ゼルコバ大好き）

5票

クラブ・サークル

何よりも実際に新歓部屋に
行ってみるのが一番早くて確実。

百聞は
一見にしかず！

（文 1 年／男／もやし）

喜びを共有できた。
（勝ったときなど）（理工 3 年／男／ G.K）

夏休みは合宿があったり、
大学生活を楽しめたこと。

（文 3 年／女／みけじ）

多くの友人・先輩ができ、
成蹊での1日が楽しくなった。

（理工 1 年／男／ Lilas）

出版社。
面白い仕事が多く、アイデアの
出し方や企画の立て方も学べる。

（経済 4 年／男／山下拓朗）

税務署アルバイト。
税の知識が
身に付く！！

（法 2 年／男／ Y.S）

居酒屋のキッチン。
包丁など色々な物が使えるようになる。

（理工 3 年／男／おらっち）

選挙バイトは
貴重な体験だし高時給。

（文 3 年／男／匿名希望）

成蹊の学生スタッフバイト
（入試・図書館・SA）は色々な人と関われる。
（理工 2 年／男／リョウ）

教師になりたいので、子どもたちと関わり
を持てる塾講師はとても勉強になります。
生徒が「先生のおかげで数学
が好きになったよ」と言ってくれ
た時にはやりがいを感じました。

（文 4 年／女／ぶん）

野球場でのグッズ販売。（野球好きに
とってこんな楽しいバイトはない）

（経済 2 年／男／オタコン）

おススメの
アルバイトはコレ！

入ってみて
ココが良かった！

自分のお金は

自分で稼ぐ！！！

居心地の良さで
選ぶべし！

（文 1 年／女／まゆか）

各団体のTwitterやSNS
などに目を光らせておく。

（理工 2 年／男／ボキャブラリー豊かな人）

音楽系なら
軽音、FSS、Anp
全ての新歓に行くべき。

（理工 3 年／男／糖分太郎）

怖がらないで新歓部屋に
とにかくたくさん行く
そんなにヤバいサークルは成蹊にはない。

（経済 2 年／男／オタコン）

自分の成長につながる
選択をすれば後悔はない。

（理工 4 年／男／しんいち）

入学する前から入部を希望していた。
5歳から空手をやっていて大学卒業するまでは

本気でやりたかったから。ゼヒ、空手道部へ。
（法 4 年／男／空手マン）

ボランティアに興味があり、
ボランティア本部 Uni. に入部。

（文 2 年／男／ゴムゴムの火拳）

ここしかないと

運命的なものを感じた。

（法 3 年／男／イトタク）

他学部の友達がたくさんできた。
大学で青春ができた。

（文 3 年／女／ちゃん）

加入の決め手はココ！

成蹊生のサークル
やアルバイト。テス

ト対策やお金事情
まで。リアルなキャ

ンパスライフが浮
き彫りに！

気分一新の新年度
！皆の声を参考に

、さらなる充実ライ
フへ！新入生には

先パイからの（あ
りがたい）アドバ

イス付！

編

クラブ・サークル
選びのコツ！

失敗しない

編

やりたいことを

やろう！！

仲間ができるって

うれしいよ

成蹊生のホンネ徹
底調査！！成蹊

先パイ
直伝！

と楽しむ

※アンケート時は 2016 年 12 月

今のバイトは
ココで選んだ！
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10月
OCT

四大戦 （ 四大学運動競技大会 ）

成蹊、学習院、成城、武蔵の四大学が合同で開催する運動競
技大会。体育会各団体による正式種目のほか、誰でも参加で
きる一般種目、そして教職員種目があり、正式種目と一般種
目の合計得点で順位を競います。会場は、四大学持ち回りで、

今年度は10月20日～22日に成城大学で開催されます。

欅祭は今年で 56 回目を迎える成蹊
大学における年に一度の大イベント
です！ 欅祭には 2日間に亘り、毎年

約2万人以上の来場者の方々が訪れ

ます。成蹊学園 OB・OGや教職員、近

隣住民の方々、協賛してくださる企業

様、100 近くの参加団体の皆様、150

人の欅祭本部員など、様々な人の協力で成り立っています。私たち欅祭
本部員はより良い欅祭を作るため1年のうちの 363日をたった欅祭 2
日間のために活動しています。150人の大学生が同じ1つの目標に向かっ

て本気で頑張る…アツい！ そんな私たちの1年間と多くの人達の協力

によって作り出される欅祭に是非お越しください！！

11月
NOV

欅祭（ 大学祭 ）

おそらく「四大戦」の存在を知らずに成蹊大学

に入学した人が大多数だと思います。何もしな

ければ、あっという間に終わってしまう大学生

活の中で、四大戦はみなさんに大きな刺激を与

えてくれると思います。高校ではスポーツをして

いたけれど、大学では部活に入部しなかったあ

なたにも参加のチャンスが！ 皆さんが様々な思
いで入学した成蹊大学にはこんな素晴らしい大
会がある、この機会をぜひ楽しんでください！
そして、何より皆で優勝しましょう！！！！

四大戦プチ情報

①種目
誰でも参加可能な一般種目は、テニス・サッカー ・
ソフトボール・卓球・ソフトテニス・バスケットボー
ル・バドミントン・バレーボール・軟式野球・フット
サル女子（2016 年度大会参考）。成蹊に優勝を導く
一勝を勝ち取りましょう！

②四大戦公式オリジナルグッズ販売
毎年学生の企画から様々なオリジナルグッズが製
作されています！ 昨年は、四大戦オリジナルキャラ
クター「よつぱんだ」が描かれたオリジナルスポー
ツドリンクを販売。今年のグッズも期待大☆秋頃に
学生会館 3 階体育会本部にて一般販売予定。

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。ぜひ応募してください。

成蹊大学賞
授賞式

楽しいイベントに

みんなも

参加してね♪

第68回
四大戦推進局長

小泉 直也さん
（法学部4年）

欅祭本部委員長
神 幸弥さん

（文学部3年）

■ 昨年の四大戦スコア
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 学習院大学
144.0点

学習院大学
98.0点

成蹊大学
56.0点

成蹊大学
11点

2 成蹊大学
143.0点

成蹊大学
87.0点

学習院大学
46.0点

学習院大学
8点

3 武蔵大学
108.25点

成城大学
65.25点

武蔵大学
44.5点

成城大学
8点

4 成城大学
93.25点

武蔵大学
63.75点

成城大学
28.0点

武蔵大学
3点

11月18・19日に行われる欅祭では、部活
や有志団体による展示発表や数多くの模擬店
が並びます。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、ライブが催されるなど、バラエティ豊
かなイベント盛りだくさんのお祭りです。

12月
DEC

優勝奪還！そして完全優勝へ
！成蹊が勝つ！

惜しくも1点差！！
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10月  
OCT

6月
JUN

3月
MAR

12月  
DEC

成蹊イベントマスターへの道

学運 （ 学内運動競技大会 ）

7月7日・8日に「けやきグラウンド」
で開催される夏の学内運動会！今年度
は内容も大きくスケールアップ！陸上
競技にとどまらず、障害物競争や綱引
き、更には今年から球技競技も実施。
部活、サークル、研究室、クラスなど様々
な有志団体が参加できます。

新入生のみなさん、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ですね！

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！
成蹊はイベント
盛りだくさん！

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、全学生・全教職員を対象とし、毎回大勢の参
加者により街周辺を清掃しています。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。詳しくは

QR コードにて。 

楽しみ方いろいろ！

図書館に置きたい本や学生の皆さんにぜひ読んでもらいたい

本を学生が実際に書店で選ぶ「ブックハンティング」や、図書館

で借りて影 響を受けた本、皆におススメしたい本について学

生が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！

9月
SEP
10月
OCT

秋の図書館イベント

今年度、学内陸上競技大会は学内運動

競技大会として生まれ変わります。従来

通り、陸上競技等に加え、今年から四大

戦予選を兼ねた球技も同時に行い、より

多くの方に楽しんで頂けるように進化し

ます。どの種目も各団体の誇りや威信を

懸けた激闘が繰り広げられ、参加者全員

が熱くなれること間違い

なしです。サークルやゼミ、
仲の良い友人同士で是非
ご参加ください。皆さんの

一 生の思い出となるよう

な魅力的な行事にすべく

運営していきます。

新入生のみなさんに送る春の恒例企画

学内運動競技大会
責任者 
成田 和真さん

（経済学部3年）

5月16日に戸田公園のボートコースで行
われ、ゼミ（演習）や部活など毎年約150も
の団体が参加します。5人編成チームに漕艇
部員が1名乗艇します。初心者も多いので、
水上はハプニングの連続。趣向を凝らした
艇の名前も楽しみのひとつです。

成蹊レガッタは毎年多くの団体が

参加し、日本でも最大規模のイベ

ントとなっています。この大会の面

白いところは、力のある人たちが

必ずしも勝つとは限らないことで

す。一つの船をみんなでゴールへ

と導くチームワークのある船が毎

年入賞しています。私たち漕艇

部は皆さんの船をまっすぐに進

めるようにサポートします。

船を漕ぐというなかなか 経 験

できない体験を仲間と一緒に
最高の思い出作りとして参加し

てみませんか？

漕艇部所属 
レガッタ運営責任者
師岡 龍生さん

（理工学部3年）

5月
MAY 7月

JUL

レガッタ （学内競漕大会）

10　ZELKOVA 2017.Spring



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。

2016 年度のノーベル文学賞はボブ・ディランに決まった。ディ
ランはシンガー＆ソングライターだ。そのためこの受賞に関して
は今も白熱した議論が展開されている。彼は詩人として受賞を
果たしたわけだが、それを素直に認められない人々がいるよう
だ。ギターを片手に自作の詩をメロディーに乗せて歌うことと、
活字のみで勝負する小説家や詩人とではまったくジャンルが違
うかのようにみえるのだろう。しかし、言うまでもなく、詩もれっき
とした文学だ。その意味ではなんら疑問の余地はないはずだ。

僕がディランの詩と本格的な出会いを果たしたのは、大学
院生の頃だった。アメリカ詩の授業で一緒だった H 君が、ある
研究会でディランの “Desolation Row” を取り上げて研究発表
をしたのだ。彼はカセット・テープでこの曲を流し、詩の分析
を行った。ああ、こういう研究もあるのかと、その時は特別な感
慨もなく受け止めたのだが、終了後ある老教授があれはいっ
たい何なんだと少々ご立腹であったのを覚えている。その先生
にはこうした新たな形の「文学｣ が受け入れがたかったのだろ

う。そうした人々が今も少なからず存在しているということだ。
しかし、今思えば、ディランは 40 年近く前から文学の研究の対
象となっていたのだ。アメリカにはボブ・ディラン学会も存在し
ているほどだ。ミネソタ大学にいるときに一度覗いたことがあ
る。そこでは、みな真面目にディランの詩を議論していた。

かりにギターを持たずに、朗読するだけの形式なら受け入
れ方は違ったのだろうか。詩はもともと詩人が朗読するもので
あり、そうしているうちに自然とメロディーが生まれただけの
ことではないのだろうか。何ごとにも、価値あるものには議論
がつきまとう。それは健全なことだ。

それにしても、わが日本の村上春樹はそうした議論の対象
にもされず、メディアはただお祭り騒ぎのように毎年取り上げ
るのみだ。その文学性を論じるという姿勢はまったくみられな
い。そこに登場するのは「ハルキスト」と呼ばれる人たちだ。
騒ぐのは自由だ。楽しむのも結構だ。ただ、僕はハルキストと
だけは呼ばれたくない。

社会の のぞき
穴

教えて！先生

経
済
学
部

宮
脇 

俊
文 

教
授

「Free ★ dom」は、学生が自由に発信するコーナーです！

今回は陸上競技部所属の頭脳派ランナー田中さんが、ランナーとして大躍進した

軌跡を紹介してくれます。

「陸上競技」まだ見ぬ世界へ挑戦5
vol.

｢ノーベル文学賞｣というお祭り騒ぎVol.17

私は 800m 走がこの世で一番好きです。たった 2 分間ですが、熱い夢
とドラマがあって実はすごく面白いんです！ 試合後は頭痛、吐き気が止
まらなかったりと苦しいのですが（ 笑 ）。

高校時代は記録も 2 分 9 秒と試合では最下位を争う記録しか残せま
せんでした。そもそも人が出来ることが出来なかったりと運動神経が
悪いんです。そんな私が大学に入学して 2 年半で 14 秒記録を更新し、
関東大会の参加標準記録を突破！

この急成長には 2 人の存在が大きく影響しています。心の底から尊
敬し、一生の恩人です。1人は私に論理的思考力、分析力を身につけさ
せてくれた先輩です。私は今も常に競技について擦り切れるまで考え
て行動しています。またその考えを文章にまとめ、理解を “ ホンモノ” に
しています。時には “ まとめ ” がレポート用紙10 枚を超えることも。

もう1人は後輩であり私の相棒です（ 生意気な後輩ですが笑 ）。彼は
実力がありいつも刺激を貰っています。彼がいるから目標を見失わず
高い向上心を持って取り組むことが出来ます。

これからもまだ見ぬ世界へ、結果に対して貪欲にどこまでも挑戦し
続けようと思います！！！

体育会陸上競技部所属。主務、中距離ブロック
長。専門 800m:自己ベスト1分 55 秒71。競技歴
10 年。あだ名はナターシャ。黄色とオレンジをこ
よなく愛する800mランナー！！！

田中 遥介さん  文学部 4 年Profi
le

全国大会まであと少しのレベル
です。地区大会の予選レベル
から大学入学後にここまで到達
するのは驚異的です。工夫と
努力なくしてはありえません。

三浦 康二 准教授
経済学部 准教授。
旭化成、筑波大学大学院を経て
JOC スタッフなどで競歩選手を
サポート。現在、日本学生陸上競
技連合  競技委員会委員。

陸上経験者の

三浦先生：談

成蹊大学体育会陸上競技部（  　@seikeitf）は選手・マネージャーを募集中です！
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日程：5 月中旬　※詳細が決まり次第、SEIKEI PORTAL 等でお知らせします。

読売新聞東京本社より社員の方をお招きして、マスコミ業界・新
聞業界について解説いただきます。その後、夏休みに実施される
読売新聞インターンシップについて具体的にお話しいただき、イ
ンターンシップの応募方法、学内選考方法について説明します。
マスコミ・新聞業界に興味のある方はぜひ参加してください。

インターンシップに参加することで、大きな学びや成長に繋がると思います。就職活動本番に向けて良い
スタートダッシュを切ることができるのでオススメです。皆さん参加してみてください。

グループワークのテーマは「健全なクレジット社会
を実現するためにこの会社が果たすべき役割を考える」。
クレジット業界の現状を理解し、課題を認識し、企画を
提案するというものでした。人事担当の方と話し合いな
がら、4 日間をフルに使うので非常に内容の濃いもので
した。

みなさんが大学生活でできるキャリア形成を考えるキッカケとなるような情報や就職活動を

乗り切るためのアドバイスなど、キャリアにまつわる話をお届けします。

Let ’s think about your own career !

今回はインターンシップ特集 ! 新学年になり、就職活動前にインターンシップを考えて
いる人も多いはず。インターンシップ経験者の先輩インタビューに加え、春の関連イベ
ントを紹介 ! 就活に向けて、一歩リードだ ! 

初めは「就職活動で失敗しないために、
夏に 1 社はインターンに参加したいな」と
いう軽い気持ちで、インターンシップ準備
講座に応募しました。最終的にインターン
シップに参加する際は、利益重視ではない
企業姿勢とオンリーワンな企業であること
が決め手となり、現場で働く人たちの話を
聞いてみたいという思いで参加しました。

［キャリア支援センター主催］

インターンシップ関連イベント紹介    参加にあたっては必ず授業等を優先してください。

日程：5 月上旬　※詳細が決まり次第、SEIKEI PORTAL 等でお知らせします。

企業インターンシップの情報提供は毎年 6 月から本格化し、7 月には
夏休み実施のインターンシップ参加にむけた選考活動が活発化します。
本ガイダンスでは、インターンシップ実施企業の探し方や選び方、ま

た選考で課されることの多いエント
リーシート対策などについて解説しま
す。「インターンシップに参加してみた
いが準備の仕方がわからない」という
方、是非この機会を活用してください。

▶実習内容・スケジュール

1 日目：クレジット業界と参加企業についての座学

2 日目：グループワーク（5 人 1 組）

3 日目 ： グループワークと内定者懇談会

4 日目：グループワークと社員懇談会

5 日目：グループワークと発表会

▶インターンシップで学んだこと、得たこと

グループワークでは、「最終的にこの企業が果たすべき役割」
を考えることが目的でしたが、現状理解、課題認識、企画の各
段階で、目の前のことに集中しすぎるあまり、この目的を見失
う場面が何度かありました。そのため、目指すべきゴールに向
けて軌道修正のための時間的なロスがありました。このことか
ら、人を説得できるような仕事をするためには、最終的な目的
が何かを常に考えることが必要だと学びました。

また、人事担当の方や若手社員の方と話すことで、企業内の
アットホームな雰囲気を知ることができました。さらにいくつ
か他のインターンシップに参加することで、企業ごとの雰囲気
の違いを感じたのは貴重な体験でした。参加前と比べて、それ
ぞれの企業の雰囲気が、選択基準に大きく役立つものだと感じ
ました。

木浦く
んの

インターン

シップ
体験報告

経済学部 4 年
木浦 純さん

インターンに参加した理由

後輩へメッセー
ジ

参加して
よかった！

インターンシップガイダンス 大学経由　読売新聞インターンシップ応募説明会
～マスコミ業界・新聞業界を知る～

★本インターンシップの応募資格は学部 3 年生、院 1 年生のみですが、
　本説明会の聴講は学年問わず参加できます。
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Bookshelf せいけいほんだな

高校生の「僕」、どこかミステリアスな才女「ミルカ

さん」、少しおっちょこちょいだけど勉強熱心な「テト

ラちゃん」の3人が織りなす高校生活を舞台にした物

語。高校に入学した「僕」が大きな桜の下で、ミルカさ

んから数列のクイズを出題されるところから物語は

始まる。その後、高校3年生になった「僕」にテトラちゃ

んからの1通の手紙が届き、3人での数学物語が展開

されていく。

簡単な数列の話から始まり、無限級数や微分・積分

など本格的な数学の内容が、いとも簡単に理解でき

るように物語は構成されている。数式だけを見ると少

し難解に思えるものもあるだろうが、その解説は非常

に丁寧であり理工学部の学生でなくとも十分に理解

するこができる。その過程で、数学の本当の面白さに

触れることができるだろう。特に数学を「公式を使っ

て問題を解くもの」として勉強してきた学生にとって

は、新たな発見が多いのではないだろうか。

数学ガールには他にも「フェルマーの最終定理」、

「ゲーデルの不完全性定理」、「乱択アルゴリズム」、「ガ

ロア理論」を題材にした4 冊があり、どれもかなり専

門的な内容を扱っているにも関わらず、できるだけ簡

単な話から開始するように書かれている。読んでいる

間に少しずつ知識が積み上げられていくことを感じる

ことができ、読み終わったときには、各題材の概観を

理解できている。

高校数学をやり直したい学生は同じ著者の書いた

「数学ガールの秘密ノート」シリーズを読むことをお勧

めする。このシリーズは高校数学の内容を扱っている

ので苦手だった範囲を勉強するときに役立つ。

文系や理系問わずに数学の面白さに触れることが

できる良書であるので、是非、一度読んでもらいたい。

どうしても小説を読む気になれないならコミック版も

あるので、そちらを読んでみるといいだろう。

結城 浩 著 　ソフトバンク クリエイティブ株式会社／本体価格 1800円＋税

『数学ガール』 
小説を読む感覚で本格的な数学を学べる良書

脊戸 和寿
Kazuhisa SETO

理工学部講師。専門はアルゴリズム理論と計算
量理論。ミレニアム懸賞金問題であるP vs. NP 問
題に取り組む。京都大学大学院情報科学研究科
で博士（情報 ）を取得。2013 年 9月より成蹊大学
に着任。過去にフルマラソン 2 時間 36 分20 秒、
100kmマラソン7 時間 45分 48 秒の記録をもつ。

新村 秀一
Shuichi SHINMURA

経済学部特任教授（ 刊行時 ）。1971 年に大学
卒業後、大阪府立成人病センターで「心電図の
診断論理の開発を判別分析で行うが、医師の枝
分かれ論理に叶わなかった」ことが、本書執筆
のきっかけである。その後、統計ソフトの SAS や
JMP 数理計画法ソフトの LINDO や LINGO を日
本に紹介し、自分の研究を完成できた。

一生の研究テーマを退官前に解決し、残り10年で癌の診断に貢献する目標を掲げる

『New Theory of Discriminant Analysis After R. Fisher
   – Advanced Research by the Feature Selection Method for Microarray Data –』 

Shuichi Shinmura 著 

統計学の泰斗の Fisher は種々の統計理論に貢献し

たが、判別分析もその一つである。2 群が平均だけ異

なる仮説で判別関数を提案した。しかし、Fisher の

仮説を満たすか否かの検定法がないため、多くの問

題に適用され今日に至っている。筆者は大学卒業後

4 年間、心電図の自動診断を判別関数で行ったが、医

師の開発した経験的な枝分かれ法に全く太刀打ちで

きなかった。その理由として、医学診断には Fisher の

仮説が全く適していないことを確信し、その解決を一

生の研究テーマとして、多くの分野の統計分析を行っ

てきた。その過程で 4 個の判別分析の問題を見つけ

たが、問題 3 は例えば合否判定を得点合計で判別し

ようとした場合、合格者を不合格あるいは逆に間違う

誤分類確率が最大 20% 以上にもなるという驚く結果

である。合格群と落第群は空間的に完全に分かれて

いる（LSD）が、筆者の開発した判別関数（ 改定 IP‐

OLDF）とハードマージン SVM（H-SVM）しか理論的

にLSD を判別できないことを示した。しかしあまり注

目されなかった。しかし、癌と正常者の遺伝子を判別

する研究が 30 年ほど前から行われ多くの論文が発表

されてきたが、決め手に欠いていた。2015 年10月に、

改定 IP-OLDF で判別すると、1万個程度の遺伝子の

判別係数の10 個前後が 0 でなく、残り全てが 0 になっ

た。すなわち、自然に癌と正常を判別する少数個の遺

伝子が特定できた。さらにこれらの遺伝子を省いて

判別すると別の遺伝子の組が選ばれる。結局例えば

Alonらのデータでは、130組の癌の基本遺伝子（Basic 

Gene Set）の排他的な和集合であることが分かった。

今考えているのは、１）この BGS を見れば、専門家が

遺伝子学的に理由付けれるのではないか？２）130 個

の判別関数で、癌と正常が正しく判別される。そして、

予後の良い癌患者は正常に誤判別される個数が多く

130 個に近づくほど、5 年生存率を待たずとも完治し

ているのではないかと考えている。このため、医学の

専門家との共同研究を世界に ResearchGate を通し

て提案しているが、結果は出ていない。

Springer／ Hardcover $89.99, eBookとMyCopyは、
章単位あるいは全体での販売価格が設定
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KICHIJOJILooking around
成 蹊 大 生 オ ス ス メ の お 店 紹 介

井の頭公園入り口のすぐ手前のオシャレな外観。2016年1月末にオー
プンしたばかりです。

自由に野菜、トッピング、ドレッシングを選べるカスタムメイドスタイルが
特徴です。選ぶのに苦労するほどの数多くの新鮮な野菜をユニークな形の
包丁で切り刻み、仕上げにドレッシングで完成。出来上がったオリジナルサ
ラダを、打ちっぱなし風のコンクリートと木の温かみ溢れるオシャレな店内
で食べるのは格別です。 

今回注文したのはカスタムサラダ。ロメインレタスをベースに、トマト、赤
キャベツ、ボイルドエッグ、コーンをトッピングし、シーザードレッシングを選
びました。彩り鮮やかなフレッシュサラダが、ボウルいっぱいに入っているか
ら野菜だけでも満腹感を得られます。

雰囲気のいいお店のためインスタグ
ラマーは必須！最近ビタミン不足だ
なって方も必須！健康志向な方はな
お必須！ぜひ足を運んでください！！

左：小田島 賢人／右：吉田 鷹路
（法学部2年）

私たちの大好きなお店カーニバルを紹介します。吉祥寺駅から中道通
りに入ってすぐ、最初の角を右に曲がると、赤と白の看板が目に飛び込ん
できます。店内には様々な国のお菓子や雑貨が並び、ショーケースには
手作りの温かいお惣菜がずらり！ブロッコリーとエビのアンチョビ炒め、
牛肉のトマトストロガノフ、チリマヨチキンなどなど。どのお弁当をテイク
アウトしようか迷いに迷って、たっぷり野菜と挽き肉にナッツソースがか
かったサラダタコライスを選びました。この他にも、気になっていたアラン
チーニやジャーマンポテトのチーズ焼きも買ってみることに。アランチー
ニはターメリック風味のリゾットの中にモッツァレラチーズが入ったライ
スコロッケ。チーズとトマトソースの相性が抜群です。デザートも豊富で、
パンナコッタやティラミスの上にソフトクリームが乗ったオリジナル商品
もおすすめです。バナナチップスやチョコは自由にトッピングＯＫ。目にも
美味しく楽しめます。

カーニバルの魅力は野菜もたっぷりで、家ではなかなか食べられない
お惣菜を気軽に楽しめること。大
学でのお昼や、天気の良い日は公
園でも！ぜひ、足を運んでみて下さ
い。

カーニバル 吉祥寺店
手作りのお惣菜をテイクアウトしよう！

▲ピリ辛サルサとナッツソースでいただくサラダタコライス。

▲自分なりに！カスタムサラダ。

☎ 0422-22-3303
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-12 1階
 10:30～21:30 

　 ［デリカ]11:30～21:30
休  なし

☎ 0422-72-6020
東京都武蔵野市吉祥寺寺南町1-17-7

　 吉祥寺南YKビル1階
 8：00～20：00

休  なし
  www.sfpdining.jp/mysaladfactory/
  mysaladfactory0125

左：松島 京子／右：金尾 栄里
（文学部4年）

わたしのサラダ製作所 
My SALAD FACTORY！
吉祥寺店
自分で選べる本格サラダ

14　ZELKOVA 2017.Spring



LawHumanities

ゼミの
テーマ

ゼミの
テーマ

文学部 内藤ゼミ 法学部 北川ゼミ

文：橋本 健太郎（4年）／絵：鬼澤 佳那（4年） 文：松本 麻由香（2017年卒）／絵：山本 千穂（3年）

会社法とM&A 
アウトプット力を鍛える
−会社のあるべき姿とは

「社会階層」と聞くと何を考えるでしょうか？　収入や世代別、ジェ

ンダー間の格差などなど。このようにみると堅苦しくて、とっつきにく

い分野だと思われるかもしれません。しかし、このゼミでは「食事」、

「オタク」や「商店街」など各学生が興味のある分野を学んでいきます。

このように一人一人が自由にテーマを設定できるのはなぜでしょう

か。それはどんな物事の中にも格差が存在するからです。

身近なものでいえば「名前」にも格差は存在します。オーストラリア

のある実験では、シンプルな名前の人ほど出世しやすいという研究結

果がでました。自分の名前を意識して動いたり、他人に名前を指摘さ

れて考えたりと、本人も知らない無意識のレベルで影響が起きている

ようです。このように一見、研究対象にならないような物事の中にも

格差は存在します。その格差を「なぜなのか」と考えることで学ぶ価値

のあるものになるのです。そのため、まだ勉強したい分野が明確に決

まっていない学生にもこのゼミはオススメかもしれませんね（笑）。

ゼミでは主に文献の輪読を行っています。最初は先生の選んだ文

献を読んで基本的な知識をつけますが、後半は学生が自ら文献を選

び、議論を交わします。自由に文献を選べるため意欲的に読書が進

み、どんどんと知識を得られるのがこのゼミの一つの魅力でもありま

す。ぜひ、私たちと一緒に社会にはどのような格差が存在し、問題が

あるのかを深く考えてみませんか？

北川ゼミは、3年生19人、4年生7人の2学年合同ゼミです（2016

年度時）。私たちは会社法に関する諸問題や裁判例の中から週ごと

に扱うテーマを決め、報告班による発表の後、全体で討論を行ってい

ます。討論に際しては、多様な視点から問題点を捉え、自身の意見を

明確に述べることが求められます。

ゼミで磨いたスキルは、毎年５つの大学（学習院、同志社、立教、立

命館、成蹊）が集まって実施するディベート合宿で発揮することがで

きます。ディベートでは、いかにして論理的な主張をし、対戦相手の

立論に対して的確な反論を行うことができるかが肝となるからです。

ディベート合宿のテーマでは、古典的な論点はもちろんのこと、トヨ

タ自動車やJALなど実際に企業が直面してきた現代の法的課題など、

幅広い題材を扱います。そのため会社法の知識を生きた教材の中で

得られることができます。2016年度、私たちはディベート合宿に４つ

のチーム編成で臨み、優勝することができました。

北川ゼミでは、ディベートを通じて論理的思考力や自分の言葉で

相手を説得させる力を身につけることができます。また、チームで行

うために協調性を磨くこともできます。社会に出る前、そして就職活

動を行う前に、会社という組織や役割について法的視点から学ぶこ

とは非常に有意義です。北川ゼミに興味がある方、ぜひ一緒に研究し

ましょう！！お待ちしています。

現代の社会階層論
愛妻家の先生と資源分配の仕組みを考える

成蹊大学随一のダンディーでお洒落で優しい教授です！学生の

素朴な疑問に対して、多角的な視点から回答し、私たちの頭に疑問

符が残らない状態にしてくださいます。物事を本質から捉えること

を大切にし、時には議論を根底から覆すような見方を提供されるの

で、目から鱗が落ちることがしばしばあります。学生の個性を一人ず

つ把握し、指導をしてくださるのでゼミ生皆が慕っています。

先生は、成蹊大学の先生の中で一番の愛妻家です（私調べ）。日

常の言動の中にも奥さんに対する愛がひしひしと伝わってきます。

例えばゼミの食事会。先生に「奥さんのどこが好きですか」と聞く

と、顔を真っ赤にしながら「全部」と答え、お子さんの写メを披露し

ます。お子さんには誰もが癒されること請け合いです。社会学者で

ある奥さんのゼミとの合同ゼミでは他大生との交流も楽しめます。

内藤 準先生ってこんな先生 北川 徹先生ってこんな先生
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Seminar & Laboratory
学生による先生＆ゼミ・研究室紹介

Economics Science and Technology

研究の
テーマ

ゼミの
テーマ

経済学部 鷹岡ゼミ 理工学部 環境材料化学研究室

文：佐藤 謙太朗、守屋 真友子（2017年卒）／絵：島 裕貴（2017年卒） 文：高橋 司、中川 剛（院1年）／絵：田中 佑佳（院2年）

業界分析
各業界を経済学的な観点から調査・研究

エネルギー変換のための触媒化学
水素エネルギー社会に向けて

鷹岡ゼミでは経済的な観点から各業界や企業の構造を分析・調査

することをテーマとして学んでいます。業界全体の動向や各業界の歴

史、事業展開、マーケティング活動ＢtoＢ事業や“企業の社会的責任”

であるCSR活動などを分析し、企業の利益の構図を体系的に理解す

ることを目指しています。ゼミ生は、目標意識を持ち、課題について意

見を述べ、学生相互の理解を深めています。よって、プレゼンテーショ

ンや発表後のグループディスカッションを通じて社会に通じるコミュ

ニケーション能力や就職活動に向けた知識アップなどの能力向上に

努めています。

鷹岡ゼミは、楽しむときは楽しみ、真面目なときは真面目なメリハリ

があるゼミだと思います。役割分担がきちんとできているので、ゼミ

の全員が必ず何かみんなのために活動しています。また、課題に取り

組むときは、グループごとに良いものを作り出そうと情報と手順を整

理し工夫して話すことを模索したり、ディスカッション時には積極的

にいろんな意見を言い合ったりしています。そのため自分一人では気

づけなかったことにも気づけます。自分のスキルも高めることができ、

なおかつ協働する力が身につくのが鷹岡ゼミのいいところです。

その他、年に数回「ゼミ会」が開催され、同級生はもちろんのこと、

上級生との交流を図る機会もあります。皆さんもぜひ、鷹岡ゼミに

入って共に学び、楽しく有意義なゼミ生活を送りませんか？

触媒という言葉を、「何かわからないけどなんとなく聞いたことがあ

る」という人も多いかもしれません。触媒とは、「化学物質を別の化学

物質に変換してくれる材料」のことです。今日、化石燃料に代わるエネ

ルギーとして、燃やしても水しか出ないクリーンなエネルギーである水

素が注目されています。私たち環境材料化学研究室では、この水素を

上手に使うための触媒を作る研究をしています。水素を作る触媒や、

水素をもっと使いやすい別の物質に変換する触媒、水素を使うときに

邪魔になる物質を取り除く触媒などを日々作っています。また、触媒

だけでは難しい反応には、電気の力を借りる研究もしています。

環境材料化学研究室は先輩、後輩、先生問わずみんな仲良くアット

ホームな雰囲気です。バーベキューや夏合宿などのイベントが定期的

に開催される一方で、普段はみんな真面目に研究に取り組むメリハリ

のある研究室です。実験装置も充実していて、先生や先輩が懇切丁寧

に指導してくださるなど研究を進めやすい環境が整っているため、そ

れぞれの研究テーマをどんどん深めています。また、学会や勉強会に

も学生が積極的に参加することができ、他大学の学生や先生方、企業

の方々の話を聞いたり、あるいは自分の研究を発表するような貴重な

体験ができるのもこの研究室の特徴です。少しでも環境分野に興味

があればぜひ一度、環境材料化学研究室へ足を運んでみてください！

いつでも歓迎します！

オン眉と素敵な笑顔がトレードマークの鷹岡先生。しかし、その

かわいらしい表情とは裏腹に一度先生が口を開くと博識な脳から

放たれる高レベルな回答に僕たちの口も勝手に開いてしまう。そ

んな完璧な先生だがゼミ生に対しても上から物を言うこともなく、

親切に接してくれるので学生との距離も近く、毎回楽しいゼミ活動

が行われています。

エネルギーや化学会社の研究者を経て理工学部に着任された

里川先生は、企業経験を生かした的確なアドバイスで学生の相談

にいつでも乗ってくれます。また学生との交流も大事にしており、食

事会や合宿なども定期的に開催してくれます。先生はスポーツも得

意で、冬は他の研究室と合同でスキー合宿に行ったり、夏のゼミ合

宿の卓球大会では毎年上位の実力者です。

鷹岡 澄子先生ってこんな先生 里川 重夫先生ってこんな先生
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1 月

2 火

3 水 LS  祝日授業日

4 木 LS  祝日授業日

5 金 LS  祝日授業日

6 土 学  水曜日不足分授業日

7 日

8 月 健康健康診断証明書発行開始（学内での健康診断
受診者のみ） 8 ／尿二次検査結果閲覧開始 7

9 火

10 水

11 木 らんちょんミーティング春 26

12 金

13 土 学  木曜日不足分授業日

14 日

15 月

16 火 学内競漕大会 11
（成蹊レガッタ）

1 土 新入生プレースメントテスト

2 日

3 月 新入生学部・学科ガイダンス／卒業・修了見込証明書、後期成績が記載された
成績証明書発行／学予備登録結果発表（新入生以外） 1

4 火 入学式
LS  前期授業開始

5 水 奨学金応募説明会 9

6 木 学  予備登録追加募集結果発表 1

7 金 学  前期授業開始

8 土

9 日

10 月 エディンバラ大学
夏期短期協定留学説明会 19

11 火 アルカラ大学
夏期短期協定留学説明会 19  協定留学生歓迎式 23

12 水 モナシュ大学
夏期短期協定留学説明会 19

13 木 ビクトリア大学
夏期短期協定留学説明会 19

14 金 北京大学
夏期短期協定留学説明会 19

15 土

16 日

17 月 学  履修登録内容確認日 2

18 火 定期健康診断（尿二次検査） 7
2018年度長期協定留学（中国）説明会 17

19 水 2018年度長期協定留学
（オーストラリア）説明会 17

20 木 2018年度長期協定留学（ドイツ）説明会 17

21 金 2018年度長期協定留学（韓国）説明会 17 ／ 2017年度後期中期
協定留学（クィーンズランド大学・ダブリンシティ大学）合同説明会 18

22 土 第1回TOEFL-ITP 21

23 日

24 月 健康診断結果閲覧開始 7

25 火 2017年度後期中期協定留学（クィーンズランド
大学・ダブリンシティ大学）合同説明会 18

26 水 IELTS説明会 20

27 木

28 金

29 土 LS  祝日授業日

30 日

2
0
1
8
年
度
春
期
中
期

協
定
留
学
出
願
期
間
18 

モ
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シ
ュ
大
学
サ
マ
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ク
ー
ル
出
願
期
間 

April May学部・法務研究科双方に関わるお知らせ学・LS

学部・法務研究科それぞれに関わるお知らせ学 LS

学部・法務研究科双方に関わるお知らせ学・LS

学部・法務研究科それぞれに関わるお知らせ学 LS

［各項の詳細お問い合わせ先］
1 〜 6 ：教務部　6号館1階  
	  TEL.0422-37-3553 ／ kyoumu3@jim.seikei.ac.jp

7 〜 8  ：大学保健室  
	  TEL.0422-37-3518 ／ hoken1@jim.seikei.ac.jp

9 〜 11：学生部学生生活課　本館1階 
	  TEL.0422-37-3539 ／gakuse@jim.seikei.ac.jp

12 〜 16：キャリア支援センター　1号館1階 
	  TEL.0422-37-3543 ／ job@jim.seikei.ac.jp

17 〜 25：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

26 〜 27  ：学生相談室　本館1階 
	  TEL.0422-37-3807

28 	 ：財務部管財課　本館3階		
	 	 TEL.0422-37-3511

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」
で確認して下さい

スマートフォン https://portal.seikei.ac.jp/s
パソコン https://portal.seikei.ac.jp

携帯電話 https://portal.seikei.ac.jp/m

学内イベント長期予報

教 務 部

【 履修 】

1 WEB予備登録手続き日程（新入生以外）学
申請期間：
3月29日（水）9時～ 3月30日（木）17時
結果発表：4月3日（月）9時
追加募集：4月3日（月）9時～4月4日（火）17時
追加募集結果発表：4月6日（木）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。

2 履修登録手続き日程 学・LS
【履修登録期間】
学  期間：4 月6日（木）9 時～ 4 月14日（金）17 時
LS  期間：4 月4日（火）9 時～ 4 月12日（水）17 時
【履修登録内容確認日】
学  日時：4 月17日（ 月）9 時～ 17 時
LS  日時：4 月13日（木）9 時～ 4 月15日（ 土）19 時
（11：30 ～12：30は除く）
※登録内容に不備があった場合は、教務部（LSは

法科大学院事務室）に申し出てください。確認日
以外は、いかなる理由でも履修登録の修正を受付
けません。

3 履修中止手続き日程 学・LS  
【履修中止受付期間（前期）】
期間：5月15日（月）9時～ 5月17日（水）17時
【履修中止内容確認（前期）】
日時：5月19日（金）9時～17時
※手続き期間は、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。

4 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
配付する履修要項で確認してください。
＊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❶～❸の各手続きを行って
ください。手続きの詳細は、「Web申請ガイド」（新
入生には入学時に配布、在学生はポータルサイ
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
部カウンターにて確認してください。
＊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するように
してください。

5 2017年度 単位互換制度について
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。
◆単位互換履修申請受付期間
4月3日（月）～ 4月10日（月）
事務室開室時間内

（1）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、ガイダンス（3月24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 】
6 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）
期間：4月1日（土）～ 6月30日（金）

大 学 保 健 室

7 大学生定期健康診断
期間：3月31日（金）～ 4月6日（木）
会場：大学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	4月24日（月）～12月22日（金）
尿二次検査結果	5月8日（月）～12月22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1年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。

8 健康診断証明書の発行
学内で 7 の定期健康診断を受けた方
は、5月8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18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。
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Campus Information
April May June

※研究科（法科大学院も含む）は、履修
要項・掲示で確認をすること。

学予備登録追加募集（新入生以外） 1

LS  履修登録内容確認日 2

※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。
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June学部・法務研究科双方に関わるお知らせ 学部・法務研究科双方に関わるお知らせ学・LS

学部・法務研究科それぞれに関わるお知らせ学 LS

学 生 生 活 課

9 奨学金応募説明会
◆学部1年次生対象
日時：4月5日（水）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
（土）で終了しています。

10 学内運動競技大会
7月7日（金）～ 8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。

11 学内競漕大会（レガッタ）
日程：5月16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。

キ ャリ ア 支 援 セ ン タ ー

12 学内企業セミナー
対象：4年生・院2年生向け

日程：4月17日（月）～ 4月28日（金）
※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。

13 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

14 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。

15 公務員講座・秘書検定講座などの資格支援
国家・地方公務員試験受験については
学内で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階）、HPにてお
知らせします。

16 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、きっかけ作りの
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

17  2018年度長期協定留学説明会
◆中国（北京大学・同済大学）：4月18日（火）
◆オーストラリア（グリフィス大学・モナ
シュ大学）：4月19日（水）
◆ドイツ（ボン大学・ハイデルベルク大
学）：4月20日（木）
◆韓国（高麗大学・梨花女子大学）：4月21日（金）
時間：12：20 ～13：00
場所：1号館212室
出願期間：5月15日（月）～5月19日（金）

18 2017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21日（金）12：20 ～13：00
第2回		4月25日（火）12：20 ～13：00
場所：1号館211室
出願期間：5月8日（月）～ 5月12日（金）

19 2017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10日（月）
◆アルカラ大学（スペイン）：4月11日（火）
◆ビクトリア大学（カナダ）：4月13日（木）
◆北京大学（中国）：4月14日（金）
時間：12：20 ～13：00
場所：1号館212室
出願期間：4月17日（月）～4月28日（金）

◆モナシュ大学サマースクール（オース
トラリア）：4月12日（水）
時間：12：20 ～13：00
場所：4号館ホール
出願期間：4月24日（月）～4月27日（木）

学・LS  履修中止申請 3

5/15から

2018年度
長期協定留学
(豪・独・中・韓)
出願期間 17

5/15から

つづく ▼

情報教育用施設　
場　所 平日・振替授業日 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

各種施設開館時間（4月〜 6月）
情報図書館

場　所 平　日 土　曜 日・祝日

1階 8：45 ～20：45
9：00 ～16：45 Closed

2階～ 5階 9：00 ～20：30

4月5日（水）、4月6日（木）、4月29日（土）…休館

4月3日（月）、4月4日（火）、5月6日（土）、5月13日（土）、
5月16日（火）、5月20日（土）、6月3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。

＜学部新入生＞
日　程： 4月5日（水）、6日（木）（どちらか都合の良い日に参加）
時　間：【整理券配布】4月4日（火）〜6日（木）9：00〜16：00（ただし、6日（木）は14：30まで）
 【開催時間】 5日…9：30〜16：00の回まで　計11回
  6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
場　所：情報図書館（整理券配布は1階）
※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＞
日　程 ： 4月5日（水）
時　間 ： 9：30 〜10：30
  （所要時間：1時間程度）
場　所 ： 情報図書館
※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。

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。図書館オリエンテーション開催のお知らせ

※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。

※期間中であっても応募者数が120名に
達した日の17時で締切ります。
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2016年度 成蹊大学賞
～受賞者のみなさんおめでとうございます～ ※学生の学年・団体名は受賞時のものです

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13日に本館大講堂にて

行われ、学長より賞状と副賞として金一封が贈られました。

部　門 団体名・個人名 表彰理由

スポーツ部門
【成蹊大学賞】

森田　大地
（体育会ライフセービング部所属）

第9期JLAハイパフォーマンスプログラ
ム強化指定選手に選出。ライフセービン
グU19日本代表召集を評価した。

曺　洙聖
（経済学部2年）

①第8回アジアテコンドー選手権大会	
個人型の部出場、団体の部第3位
②第27回全日本テコンドー選手権大会	
個人型の部優勝、団体型の部優勝（東
東京代表）、団体組手の部準優勝
③第28回全日本テコンドー選手権大会	
東日本予選個人組手準優勝（全国大会
出場権獲得）

上記3大会の成績を総合的に評価した。

体育会水泳部
第92回日本学生選手権水泳競技大会
（水球競技）　第6位を評価した。

体育会漕艇部

①第38回全日本軽量級選手権大会	
舵手なしフォア第7位
②第1回東日本夏季競漕大会	
男子エイト優勝
③第57回全日本新人選手権大会	
舵手つきフォア第4位

上記3大会の成績を総合的に評価した。

軟式野球部
第39回全日本学生軟式野球選手権大会
全日本大会ベスト4を評価した。

ダブルダッチサークル
Double	Eight

DOUBLE	DUTCH	Contest	Japan	2016	/	
World2016世界大会5位を評価した。

学術部門
【特別奨励賞】

五十棲　一裕
（理工学研究科1年）

日本材料科学会平成28年度学術講演大会
若手奨励賞受賞を評価した。

島根　昂平
（理工学研究科1年）

第55回日本油化学会年会　
ポスター賞受賞を評価した。

木村　光佑
（理工学研究科2年）

第56回真空に関する連合講演会　
優秀ポスター賞受賞を評価した。

田中　佑佳
（理工学研究科1年）

第21回 JPIJS若手研究者のためのポス
ターセッション　最優秀ポスター賞受賞
を評価した。

スポーツ部門
【特別奨励賞】

染谷　美輪
（フィギュアスケート同好会所属）

第10回東日本学生フィギュアスケート選
手権大会	Cクラス3位（第89回日本学生
氷上競技選手権大会出場決定）を評価
した。

藤田　英之
（法学部1年）

第23回スポーツチャンバラ全日本学生選
手権大会　グランドチャンピオン獲得を
評価した。

社会活動部門
【特別奨励賞】

竹岡　力
（法学部4年）

学生団体の代表として、横須賀市への政
策提言コンペを立案・企画・実施し、自治
体に貢献したことを評価した。

■成蹊大学賞

賞　名 団体名

学長賞 平野ゼミ

学生部長賞 DANCE	TEAM	JAM［z］

欅祭実行委員長賞 中庭ステージ委員会

優良賞 陶芸研究会、iM.	Lab〈次世代技術クリエイターズ〉、
華道部、鈴木史馬ゼミ

奨励賞 写真部、應援指導部、茶道部、合同演武会

■欅祭展示表彰団体

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

ハンドボール部、漕艇部、水球部、ラグビーフット
ボール部、男子ラクロス部、女子バレーボール部、
男子硬式庭球部、男子弓道部、女子弓道部

四大学
運動競技大会

一般種目優勝団体

中村・太田ペア（テニス男子D）、森田・金子ペア（テ
ニス女子D）、太田、金子ペア（テニス混合D）、アー
スエラスティックサッカー（サッカー）、SFC（女子
フットサル）、平野・小田島ペア（バドミントン男子
D）、Laugh（バドミントン女子D）、佐藤喜祐紀（卓
球男子S）、佐藤・樋田ペア（卓球男子D）、樋田・室
田ペア（卓球混合D）、室田恵理（卓球女子S）、チー
ム吉祥寺（卓球女子D）

■スポーツ特別奨励表彰団体

めざせ！成蹊大学賞 
2017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…2016年12月から2017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.応募制限…2017年11月18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・問い合わせは  
学生部学生生活課（TEL：0422-37-3806）まで
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20 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】
日程：4月27日（木）12：20 ～13：00
場所：1号館212室

【IELTS説明会】
日程：4月26日（水）12：20 ～13：00
	 6 月14日（水）12：20 ～13：00
場所：1号館212室
※成蹊大学の長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
もあります。TOEFL-ITPも積極的に受験してください。

21 TOEFL-ITP
【第1回】日程：4月22日（土）
受付期間：4月1日（土）～ 4月14日（金）

【第2回】日程：6月17日（土）
受付期間：4月24日（月）～ 6月9日（金）

22 2017年度後期バディ募集受付期間
募集期間：6月12日（月）～6月23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。

23 協定留学生歓迎式
タイ・オーストラリア・アメリカ・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11日（火）12：20 ～
場所：本館大講堂

24 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、国際課にて申し込んでください。

25 2017年度前期留学プログラム
◆中期：マンチェスター大学（イギリス）1名
ダブリンシティ大学（アイルランド）4名
◆長期：グリフィス大学（オーストラリア）1名
ボン大学（ドイツ）2名
ハイデルベルク大学（ドイツ）2名
高麗大学（韓国）2名
梨花女子大学（韓国）1名
上海交通大学（中国）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。

学 生 相 談 室

26 らんちょんミーティング
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11日（木）お昼休み
場所：本館304会議室
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。

27 こころの豊かさのためのプログラム1「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14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：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。

管 財 課

28 箱根寮夏期期間の利用受付
対象期間：7月24日（月）～9月30日（土）
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（木）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3日（月）9：00 ～

（電話での受付は10：00～）

Campus Information
April May June 学内イベント情報
2017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。

2017年度予算について
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2017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2017年度

（http://www.seikei.ac.jp/gakuen/about/financial/yosan/2017/）をご覧ください。

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。

▼  詳細はボランティア支援センター（TEL.0422-37-3448）まで

テーマ 「東京」
時　間：10：30 ～12：10（各日共通）
場　所：大学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27日（土）
「1964年東京大会は後世に何を残したか、2020年東京大会は次の世代に何を残すのか…」
		佐野	慎輔　	株式会社産業経済新聞社	特別記者兼論説委員、笹川スポーツ
	 財団	上席特別研究員、日本オリンピックアカデミー理事

第2回　6月17日（土）
「東京の町工場世界：その産業風土」
		小田	宏信　経済学部教授	

第3回　6月24日（土）
「広がる『子ども食堂』」
		澁谷	智子　文学部准教授

第4回　7月8日（土）
「東京の財政問題」
		浅羽	隆史　法学部教授

【問い合わせ先】 庶務運営課　TEL：0422-37-3535

1．採用予定件数
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活動の種類、名称および団体名
②代表者の氏名　　③活動計画書　　④予算計画書
⑤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
詳細については学生部掲示板・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。

6．給付額
20万円を上限とする（特別加算により40万円まで増額可能）。
＊活動計画書および予算計画書に基づき決定します。

※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そいかねる場合もあります。
※申込み・問い合わせは、管財課の窓口まで。電話
受付も可（直通	0422-37-3511）。
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最先端技術を駆使し、
人々に感動を呼ぶ企画を！

BS

『ZELKOVA』では、このコーナーに掲載する学生を募集しています。夢に向かって突き進んでいる人であれば条件は問いませ
ん。また、自薦・他薦は問いません。学籍番号・氏名（推薦者の場合は推薦する人も）、簡単な経歴、アピールポイントを記入の上、
zelkova@jim.seikei.ac.jp または企画運営部庶務運営課（本館2階）まで。

「Brilliant Student」に
出てみませんか。

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。

Brilliant
Student

VRで情報図書館を体験！

2016年度大学祭（欅祭）でひと際異彩を放っ

たコンテンツがあった。それは「VR図書館見学」。

最先端のVR技術を使って情報図書館内部を仮

想体験するもので、理工学部システムデザイン学

科知能機械研究室を中心とした有志が企画・製

作・運営を担当した。学長も全面協力したこのコ

ンテンツの仕掛け人が、同学科4年（取材時）の

見城航くんだ。

見城くんたち有志が欅祭の演し物について最

初のブレーンストーミングを実施したのは昨年

6月。「ものすごいスピードで進化するVR技術を

使って、僕たちもなにか映像が創れないか。」この

アイデアが欅祭と直結。そこからさらに「成蹊大

学らしい映像」と考え、瞬く間に近未来的な造形

の成蹊大学の情報図書館に行き着いた。しかも

欅祭の当日、一般来場者は図書館に入場できな

いが、VRならこの問題を一気に解決できる。問

題は図書館の撮影許可をいかに得るか。普通な

ら学生が運営する欅祭本部に申請を出し、そこか

ら大学事務側へ…という流れだが、多くの人を経

由すると時間がかかり企画の想いがどうしても薄

れてしまう。そう考えた見城くんは逆転の発想に

出た。

すべてが役立ったMBTでの経験

実は見城くんは3年次にキャリア支援センター

が主催する人材育成プログラム「丸の内ビジネス

研修（MBT）」に参加していた。ここで彼はリーダー

シップを発揮した経験があったからこそVR企画

をスムーズに進めることができたという。さらに

MBTで本学の北川浩学長の講義を受けていた彼

は、再び学長に会う機会を作り図書館撮影許可

を直訴。すると学長の返答は「面白い！ぜひやろ

う」。研究室の小方博之教授も斬新な企画をバッ

クアップ。その後は一気に計画が進んでいった。

8月、見城くんはVRを撮影する360度カメラ

を購入。1か月後にはプロトタイプ映像の試写会

を開催した。具体的な映像には人を動かす力が

あるのだろう。この試写会をきっかけに、「カメラ

を自動書庫のコンテナに載せれば、本の目線の

映像が撮れる」「学長のフィギュアを登場させて

は？」など、一気にメンバーの意見が活発になっ

た。大学側もVR映像が広報に役立つと判断。撮

影への協力を惜しまなかった。

早速カメラをコンテナに固定する器具づくり

を、パーツ製作に精通する成蹊フォーミュラチー

ムの友人に依頼。学長フィギュアは人形づくりが

趣味の研究室の女子学生に頼んだところ、どち

らも3日で仕上げてくれた。「僕たちの研究室は

ソフトウェアが研究対象。そこにハードウェアが

得意な優秀な学生が集まり、技術を提供してくれ

た。さまざまな研究室が1か所に集まる成蹊大学

の環境があってこそ、可能なことでした。」

技術は人の幸せのためにある

着々とハードづくりが進む一方で、見城くんは

いつ撮影許可が下りてもいいように撮影手順書

を作成し、準備万端整えた。そして10月18日、撮

影は3時間ほどで順調に終了。編集作業を経て、

11月19・20日の欅祭では100名以上の来場者が

図書館VRを体験。最後の2時間は予約がいっぱ

いになるほど盛況だった。

「おそらく大部分の方がVR初体験。“楽しかっ

たよ”とおっしゃる高齢の方、“パパ！僕、図書館

にいるよ！”とはしゃぐ子ども…その姿に僕たちも

心から感動し、“やってよかった！”と思いました。」

新しい技術と人々との邂逅。その場を自ら創り

出し、感動をともにした見城くんは、将来の目標

を力強く語ってくれた。

「技術は人を幸せにするために存在するもの。

いずれは今ある技術を使って人のためになにが

できるのか考える仕事、社会と技術を結ぶ企画

を考え出す仕事に就きたいです。」

夢を実現するため、今春大学院へ進学。活躍

の場をますます広げようとしている。

理工学部システムデザイン学科2017
年卒。知能機械研究室で小方博之教
授の指導を受ける。3 年次に本学独
自の人材育成プログラム「丸の内ビジ
ネス研修（MBT）」に参加し、半年間
の講座とインターンシップ実習を受
講。2017年4月から大学院に進学。

Student data

見城 航 けんじょう わたる

VR（Virtual Reality）とは？
現実にはそこに存在しない空間に、まるで自分が
いるように感じさせる技術の総称で、「仮想現実」
とも訳される。VRゴーグルやヘッドフォンなどの
器具を体に装着し、そこから流れる映像や音響
で臨場感を高める。2016 年は各分野で実用化
が進み、「VR元年」と呼ばれた。

HMD※で図書館を体験している様子

協力してくれたシステムデザイン学科のメンバー

図書館書庫でのVR撮影作業の様子

※HMD…ヘッドマウントディスプレイ

見城くん他が制作した
VR 映像はWebで
体験できます！！

BCampus Information

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。

ハラスメントについて

ハラスメント防止委員会事務局（総務部総務課）
1 0422-37-3503

   harass@jim.seikei.ac.jp

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…http://www.seikei.ac.jp/gakuen/harass/
携帯サイト…http://www.seikei.ac.jp/k/harass/

Campus Information

☆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

※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。

相談員が不在等で連絡がつかない場合は、
以下の窓口で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。

〈今号の表紙〉 「春の陽気」

『ZELKOVA』編集部では、学生による企画

や 取 材 記 者、「Brilliant Student」「Active 

CLUB&TEAM」への掲載学生を募集してい

ます。人に会うのが好きな人、文章を書く

のが好きな人、一 緒に『ZELKOVA』をつく

りませんか。学生のみならず教職員の方か

らも広く投 稿 記事、イラストなどを募集し

ています。くわしくはホームページ、メール

（zelkova@jim.seikei.ac.jp）、本館 2 階庶務

運営課まで。

何かが起こりそうな予感。これからどんな事が待っているの

か楽しみです。僕らはまだ発展途上で、これから先自分次第

で望みを叶える事ができる。楽しみで仕方がない！ でも、た

とえうまく行かない事があったとしても、晴れた暖かい春の

陽気を肌に感じながら、空を見上げたり、友達とご飯を食べ

る幸せがあれば、それでいい

んじゃないか。春はそんな幸

せを感じる季 節 で はないで

しょうか。

表紙写真撮影
文学部４年 堀口 喜平
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Coming
Soon !

ZELKOVA
RENEWAL!!!
次号からオールカラーへ ! ZELKOVA は進化します。
成蹊生と共に歩み 90 号を迎える ZELKOVA。次号より満を持してオールカラーへ ! 
現在、絶賛熱血取材中 !! 新しい ZELKOVAでお会いしましょう !! 
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