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成蹊大学企画運営部庶務運営課

こんにちは、体育会馬術部です！ 皆さんは自分たちが学校生活
きゅうしゃ
Vol.00
を送る成蹊大学のキャンパスに11頭の馬が住む厩舎があるのをご
存知でしょうか？ 体育会馬術部は26名の部員が毎日当番制で馬
の世話、馬の運動を行っています。朝７時３０分に集合し、馬の住む
部屋を一つずつ清掃することから一日の活動がスタート。馬が運動
を行う前に検温したり食事の際に使う桶を洗うなど健康、衛生面に
も気を使います。
そして自分たちが騎乗した後はお手入れをしたり、
放牧をしてあげたりしています。
夏期休業中には千葉県の避暑地、勝浦で合宿を行います。暑さ
が苦手な馬のために涼しいところで運動を行うためです。また、
そ
れと並行して、
日頃馬が食べる飼料などにかかる費用を合宿先のリ
ゾート施設の手伝いをして捻出しています。
馬は自分たちにとって何よりも大切なパートナーです。命を預かる
以上責任は大きいですが、何より愛らしい11頭の馬たちのおかげ
で毎日楽しくやりがいをもって活動しています。
現在部員募集中です！少しでも興味のある方は是非ご連絡下さい！

編集・発行

成蹊大学のクラブ活動を
紹介します。

◎特集

華道部＆茶道部 一日入門 !!
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こちらは大会で
の一コマ。大き
な障害に向かっ
人馬一体となっ
て思いっきりジャ
て臨みます。
ンプ！

文／法学部２年 岡本 祥衣

合宿中のとある一夜。
疲れ切った身体を
ホッと癒してくれる、
そんな線香花火。

Information

。
・
で放牧します
食べる馬も・・
は大空の下
心に草ばかり
いい天気の日
もいれば、無
馬
す
出
を
い
っか
他の馬にちょ
々ですね♪
で、個性は様
馬も人と同じ

Seikei University Equestrian club

活動日

週３～４日 活動場所 馬場

代表者

文学部３年 黒岩 美里

連絡先

法学部２年 岡本 祥衣

uj162033@cc.seikei.ac.jp
＠seikeiuma
@seikeibajutu
馬場の電話 0422-54-1661

成蹊学園マスコットキャラクター

ピーチくん

表紙撮影：写真部 宮嶋 純也
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成蹊

探訪
Seikei exploration

成蹊学園の樹木とCO2固定量
成蹊学園が池袋の地から吉祥寺に移転した大正13
（1924）
年当時、
この
一帯は桑畑と原野でした。
小学校の松林と中学・高等学校の雑木林以外の
樹木は、
移転を機に植えられたもので、
今日の緑溢れるキャンパスは、
多くの
学園関係者の成蹊への思いと継続した努力により形造られてきたものです。
学園では昨年度、高さ3ｍ以上の樹木のナンバリングを行い、併せて樹高
と幹周りの計測を行いました。樹木の総数は2,655本に及び、大学エリアが

ケヤキの葉が美しく色づき始め、爽やかな風が心地いい今日この頃。

635本、
中学・高等学校及びグラウンドエリアが1,513本、小学校エリアが264

スポーツや読書の秋もいいけれど、今年の秋は何か新しいことに

本、五日市街道から中高正門に至る欅並木及び扶桑通りに至る街路樹エ

TRYしてみたい! キャンパスの中を見渡せば、新しい発見がいっぱい!!

リアが243本となっています。
これらの樹木は大気中から二酸化炭素（CO2）、根から水や養分を取り込

脈々と受け継がれてきた伝統文化を今に伝える、

ZELKOVA
公式キャラクター“けーやん”

み、光合成により樹木を形成する有機化合物を作り出し成長していきます。
一般に、樹木の乾燥重量の半分は炭素の重さで、
これは大気中から光合成

素敵なクラブがありました!

コンニチワ! ボクは欅の葉っぱのけーやん!
「ZELKOVA」の公式キャラクター。皆の毎
日がもっとHAPPYになりますように☆いつも
皆のこと見守っています!!

によって吸収したCO2が樹木の組織として蓄えられ固定化されたものといわ
れています。地球温暖化対策として温室効果ガス削減が課題となっていま

留学生3人が華道部＆茶道部に飛び入り参加し、
体当たり体験取材してきたよ!

すが、電気・ガス等使用量の削減によるCO2排出量の削減と共に、樹木が蓄
えるCO2固定量を増やすための植
樹等による都市緑化も重要な役

91

割を担っていると言われています。
学園キャンパスの樹木が持つ

Autumn
2 0 17

CO2固定量を、国土交通省国土技
術政策総合研究所の緑化生態研
究室ホームページ掲載の計算式

P.2

を参考に試算すると、
およそ314ト
ンのCO 2が蓄えられ固定化されて
P.3

いることが分かりました。緑溢れる
学園の教育環境の維持は、温暖
ているのです。
高橋章建】

P.7

Summer
2017

特集

伝統文化に触れる秋 !
華道部・茶道部

化対策としても大いに貢献してき
【文：財務部

成蹊探訪
Cover Story
目次

一日入門

Brilliant Student
キャンパスでウワサの“キラキラ”輝く人、

学園本館前庭のヒマラヤ杉

その素顔にググッと迫ります

P.8

Gourmet&ART&BOOK
学生・教員から発信

P.10

街ネタ・アート・オススメ書籍

Seminar&Laboratory
学生による先生＆ゼミ・研究室紹介

P.12

■Cover Story

社会のノゾキアナ
気になるニュースや学問を様々な角度からノゾきます

Free ★ dom

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、行楽の秋。秋はお

学生目線で自由に発信 ! オモシロフリートーク

出かけするにも、家で何かに取り組むのにも、ステキな季節
です。今回ピーチくんには生け花や茶道などを留学生と共に
体験してもらいました。皆さんもピーチくんのように色々な事
に是非ともトライしてみてはいかがでしょうか。ちなみに、私
は家でのんびりする派です。
写真撮影：
写真部 理工学部 3 年

宮嶋 純也

P.13

キャリアの部屋
気になるキャリアにまつわる話まるごと

P.14

Campus Information

P.18

Zelkovagram ／イベント告知

表4

ACTIVE Club&Team
活躍しているクラブ＆サークルを紹介 !

伝統文化に触れる秋、
Let’s スタート! ➡
撮影：写真部 宮嶋 純也
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伝統文化に触れる秋

1

2

4

難しい・・・

5

完成！！！

ドヤッ
！

Flower arrangement Club
なかなかうまくできた!

「“華道”
とはお花と向き合う静寂の時間を大事にするもの。」
とおっしゃる正木佑布子先生に生け花を教えて頂きます!
先生は555年の長い歴史を持つ華道・池坊の先生。
現在まで脈々と受け継がれてきた日本の伝統文化、
留学生3人が 華道部に飛び入り参加し
一日体験してきました!

3

私たちが
体験してきました！

1

今日はソケイ・リンドウ・アルストロメリアの三種を使い生けていきます。
まずは、
ど

の角度が美しい表情を生み出すかを考えて、 生け花スタート!

2

器とのバランス

を考えて、器の幅を基準に長さを計算。まずはソケイ
（緑の葉）
を主に生け、空間を作
ります。二本の枝が呼応するように向かい合わせに配置するのがポイント。 3 次に
お花を生ける時、上から見て三角形になるように。奥行き、立体感が出ます。 4

5

最

後にあしらいとしてアルストロメリアを生けます。
お料理のスパイスと考えて入れす
ぎないように。足元(さし口)を葉もので美しく整えて完成!

留学生
コ シンエイさん

出身 : 中国 広州市

留学生
キ リンさん

出身 : 中国 河南省

留学生
シュウ シキンさん
出身:中国 上海市

なんと先生は成蹊大学OG！
在学中は華道部・写真部に所属。

◆成蹊大学

留学生 キ リンさん

留学生 シュウ

シキンさん

出身:中国 上海市

華道部講師

華道部は部員のほとんどが
大学から始めた初心者です。
部員同士仲が良く、楽しく活動をしています!
体験希望は随時受付中です。
欅祭にて作品展を行いますので、
是非お越し下さい。お待ちしております!

正木佑布子（修芳）先生

出身 : 中国 河南省

・ アトリエM's代表／池坊中央研修学院総合特別科卒業

留学生 コ

シンエイさん

出身 : 中国 広州市

・
（財）池坊華道会役員／池坊東京成佑会支部役員／
（財）
日本いけばな芸術協会特別会員／
専門学校フラワービ ジネス学科講師／
よみうり文化センター講師／ラッピング協会登録講師／
日本フラワー作家協会理事

●華道とは

●華道の歴史

日本列島に住む人々は、四季折々に咲く花と触れ合い、現在まで続く伝統

6世紀、日本に仏教が伝来すると仏に花を供える風習が定着していき、これ

文化「いけばな」を生み出しました。生け花が成立したのは室町時代です。

が生け花のルーツとされています。一方、日本では古来より草花に神が宿る

それ以降、様々な流派が誕生し、独自の理念や技巧を広めてきました。

と考えられ、神の依代として、草花を飾り祭る風習が生け花のルーツになっ
たという説もあります。

4
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Club data

成蹊大学 華道部（流派：池坊）
活動日
活動場所
連絡先

金曜日 午後4時30分～
成蹊大学 国際交流会館1階
ruby_moscato2@icloud.com
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●茶道の歴史
日本には奈良時代に伝来し、寺院の供茶として始まったものと言わ
れています。これが、公家や庶民の間にも流行。また、抹茶は当初
薬として用いられていました。桃山末期から江戸時代には、各流派
が競って興り、日本独自の文化として現在に到っています。

Tasuku Yanagisawa

Tea ceremony Club

1

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。

茶道を通して日本古来の伝統文化に触れ、正しい礼儀作法を身に

世 界という舞 台で勝負できる楽しさ
今回は、2本のロープを使って3人以上でおこなう縄跳びの一種「ダブルダッ

つけるとともに、静けさの中で自分を見つめる心を育む。

チ」
で観客を魅了する柳澤さんの登場です。

そんな空間と時間を、留学生の2人が茶道部に飛び入り体験!

軽快な音楽にあわせて、
アクロバティックなステップやジャンプで魅せる
「ダブ
ルダッチ」は、ダイナミックな躍動感が魅力。当日、インタビュー会場に現れた柳

未 経 験 か ら 世 界レベルへ
人 生 を 変 え た ダ ブルダッチ

2

3

4

5

たすく

澤匡さんは、ネットの動画でキレのあるパフォーマンスを披露していた人物と同
じ人？と思うほど、落ち着いてスマートな印象。ダブルダッチのサークル“Double
Eight”にて代表を務め、昨年の12月に成蹊大学賞「スポーツ部門」
で、世界5位入
賞を評価され北川浩学長より表彰されました。

技術より、コミュニケーションの大 切さ
「中高とサッカーをやってたんですが、大学では新しいものにチャレンジしたい
と思っていたところ、
ダブルダッチのパフォーマンスを見て、衝撃を受けたんです。
先輩たちも大学に入って始めた方ばかりだと聞き、
さらに
『基本的には縄跳びな
んだから誰にでもできるよ』
と、
やさしい一言に背中を押され、思わず入部してしま
いました。(笑)」
「一通りのパフォーマンスも、始めてから3か月くらいでマスターできます。実は
一番難しいのは、縄を回す方。
これがキレイにできるまでは、2年はかかると言われ
ています。
できるだけ色んな人と練習をすると、対応力やコミュニケーション力、
さ
らには相手から刺激も受けられます。ただ、
チームとしては1年からずっと同じ、僕
以外は全員女性というチームなんです。
このメンバーとどうコミュニケーションを
取り、他の強豪チームへ挑んでいくか、
４年間すごくいい勉強をさせてもらいまし
た。」
と語る柳澤さん、“技術＋コミュニケー
ション“がダブルダッチのキーワードのよう
です。音楽もほぼ作曲に近い感じで、
ソフト
を買い込み、さまざまな音源から３分間の
オリジナル音楽に仕上げて行きます。
これ
も、
ダブルダッチならではの楽しみとのこと。

大 学で培った力を次のステージへ
1

お茶を点（た）てる本日の亭主は法学部2年飯沼政士郎さん。
「 一服差し上げま

「日本のダブルダッチは現在、世界の舞台で活躍中です。海外のチームはアク

す。」亭主の挨拶でお茶席が始まります。 2 まずは運ばれた本日のお菓子“栗羊

ロバットや身体能力のアピールが中心ですが、
日本の場合は、技術面に加えて、縄

羹”
を頂きます。御懐紙（おかいし）の上に載せ、楊枝で頂きますが、
これがなかな

留学生
キ リンさん

出身 : 中国 河南省

留学生
シュウ シキンさん

か難しい!

3

操作の美しさや、人を魅了する力、芸術的かつ繊細な表現が世界で評価されてい

お運びさんが運んでくれたお茶を頂きます。左手に乗せ、左手で時

るのです。評価のポイントは試合によって違いますが、技術力、構成力、独創力、表

計回りに2回まわして、三口半で頂きます。本日のお茶銘は
「十方の白」。
まろやかで
いて爽やかな苦み。美味しいです！

出身:中国 上海市

4

本日の色紙は
「色紙 桃李不言下自成蹊（桃

現力、
さらには完成度といった要素からの評価で勝敗が決まります。」

李もの言はざれども下おのづから蹊を成す）岩下順太郎筆」
です。 5 最後に亭主

柳澤さんたちの一学年上の先輩たちは昨年、音楽に邦楽を用い、
これまでにな

「御退屈様でございました。」の一言でお茶席は終了。あ、足が…しびれた…!

いダブルダッチの可能性を追求、全国2位の栄冠を手にしています。卒業まで、残

た…立てない…!

柳澤 匡
や な ぎ

茶道部は部員同士とても仲がよく、
堅苦しいところもない楽しい部活です！
欅祭でもお茶会を催しますので
是非いらしてください。お待ちしております。

さ

わ

り2試合、
「ぜひとも、悔いを残すことなく完全燃焼できるように頑張ります」
と語

た す く

さん

Profile

法学部４年。
中高時代はサッカー部に所属していたが、成蹊大学に入

る柳澤さんの横顔は、頂点を目指すアスリートの顔に変わっていました。
卒業後は仕事とは別に、ダブルダッチの普及や大会運営などのお手伝いをし
ながら、
これまでのチームで大会を目指せればと目を輝かせる柳澤さん、今後の
活躍がますます楽しみです。

学し、
ダブルダッチと出会う。
その圧巻のパフォーマンスに魅了され入
部。昨年までダブルダッチサークル
「Double Eight」
にて代表を務める。

サークルデータ
活動日：毎週月、火、木曜日 活動場所：主に14号館前

DoubleEight_88
Club data

成蹊大学 茶道部（流派：宗徧流正伝庵）
活動日
連絡先

6
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平日2日&土曜日 活動場所:西部室3階
t_and_f-tea_cere@ezweb.ne.jp

柳澤さんの
ダブルダッチの動画をCheck！
ZELKOVA 2017. Autumn
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BOOK

Looking around KICHIJOJI

Gourmet

成蹊大生オススメの
お店紹介

ホッと落ち着くカレー屋さん

株式会社制度の全体像を把握する

経済学部3年／舘澤 優里
（左）
、
佐藤 汐音
（右）

会社入門［第３版］

吉祥寺カレー屋 まめ蔵

上田 泰、時岡 規夫、山崎 由香里 著

1978年から創業している老舗のカレー屋さん。吉祥寺駅から徒歩6分、藤村
女子中学・高等学校の近くにあるお店です。
今回私たちが食べたのはお店オススメの
「スペシャルカレー」。
トマトやナスな
ど季節の野菜やマメがゴロっと入っていて、
お肉はチキン、
ポーク、
ビーフの三種
類から選べました。
どこか懐かしいような優しい味わいのカレー。
カレーの辛さ
は一種類で、各テーブルに置かれた香味七味と辛味七味で自分好みの辛さを
楽しめます。
店内は木のぬくもりを感じるお家にいるかのような落ち着いた空間。可愛ら
しい絵やインテリアが飾られていて、
カレー屋さんではなく、
まるでカフェのよう
な雰囲気。
ランチタイムにはコーヒーま
たは紅茶のセットもあり、ゆっくり時間

SHOP INFO

を過ごせます。平日には予約をすればテ

【店名】
まめ蔵
【住所】東京都武蔵野市吉祥寺本町2-18-15
【電話番号】0422-21-7901
【営業時間】11:00〜22:00 (L.O.21:30)
【定休日】無休

イクアウトをすることもできるそうです。
時間を忘れさせてくれるかのような温
かい雰囲気のカレー屋さん、
みなさんも

多賀出版

2000円＋税 発行2017年

現代社会において株式会社は経済活動の原動

仕組みや会社の調べ方など11の項目に分けて、
わ

力といえます。
消費者の必要とする製品やサービス

かりやすく解説されています。
実例も豊富に紹介さ

を作り出し、
雇用や投資の機会を提供し、
税金を納

れており、
株式会社を身近に感じることができます。

めるなどの形で、貴重な社会貢献をしています。株

経済学部では
「会社入門」
の基本テキストに指定

式会社の経営について学習することは、
経営者にな

されていますが、
他学部の方にもお勧めの本です。

ることを目指していない人にとっても、
重要な意義が

参考図書も豊富に掲載されており、本書を足掛

あります。会社経営の仕組みを理解することで、会

かりにして会社経営に関する知識を広げることが

社にとって貴重な戦力となることが期待できるから

できます。
また、皆様の関心のある会社を対象に

です。
就職活動においても、
会社経営に関する知識

して、実際に研究をしてみると効果的です。
このよ

の有無は、
大きな差別化要因となるでしょう。

うな実践的な学習を通じて、社会において思う存

俊野 雅司

分、能力を発揮できる人材に成長していただきた

経済学部教授。東京大学法学部卒業、
シカ
ゴ大学MBA、早稲田大学大学院商学研究科
博士後期課程単位取得、博士（商学）。専門
分野、行動ファイナンス、証券市場。年金コン
サルタントの経験があり、共済組合等で資産
運用委員会の委員等を兼任。

本書は、
成蹊大学経済学部の教授陣によって書
かれた会社経営に関する入門書で、株式会社の

いと切望しております。

Masashi TOSHINO

一度行ってみてはいかがでしょうか。

私たちが話し、
聞く
「音声言語」
の分かりやすい解説

『音とことばのふしぎな世界―メイド声から英語の達人まで』

｢大英自然史博物館展｣へ行ってきました！

川原 繁人 著

近代における自然科学の
発展を追体験
文学部 2 年／小林

「音声学」
って、聞いたことがありますか？ 音声

世界で最も優れた博物学標本を収蔵する大英自然史博物館。
その初とな
る世界巡回展が国立科学博物館で開かれた。魅力は何と言ってもその膨大な
「至宝」
の展示。大英自然史博物館の発展の歴史を追いながら、研究者の活
動と約370点のコレクションが観覧できる。
同展覧会の目玉である始祖鳥のタイプ標本は絶対に見逃せない。
また始祖
鳥をはじめとするさまざまな化石の
「生きた姿」
が、最近の研究に基づくCG映

て考えます。

取ったりする
「音声言語」
を科学的に研究する分野

実は、母語に限らず、人はある音に対して同じイ
メージを持つことは珍しくありません。
例えば、
下図

にくいのか、
なぜ映画・アナ雪の主題歌は英語では

の架空図形2 種類を見てください。名前をつけると

Let it goなのに日本では
「レリゴー」
というのか、
な

したら、
どっちが
『マルマ』
で、
どっちが
『タケテ』
だと

ぜリスニング試験では高得点がとれるのに海外旅

思いますか？おそらく、丸い図形がマルマ、
カクカク

行に行った時に外国語が聞き取れないのか。
これ

した図形がタケテ、
と思った人がほとんどではない

らの問いには全て音声学が関係します。

でしょうか？なぜでしょう？？ 詳しくは、
本書を読ん
でみてください！

ト的な入門書とは少し違います。例えば「『コシラ』

そして最も興味深かったのは、大英博物館の歴史が、
そのまま近代自然科

と
『ゴジラ』、
どっちの方が強そうなイメージを持

学発展の歴史であるということだ。
この展覧会を通して、近代自然科学発展の

つ？」
や、
「『サタカちゃん』
と
『ワマナちゃん』、
どっち

歴史を全て学べるといっても過言ではない。子供の頃図鑑で見て憧れた動植

の女の子の名前の方が優しいイメージを持つ？」

物・化石・鉱物を間近で観察でき、童心に返った一日だった。

ZELKOVA 2017. Autumn

ている
『音』
とは何か。
『ことば』
とは何か。」
につい

です。
なぜ英語の r や l が日本人にとって聞き取り

本書は、
「音声学入門」
のようないわゆるテキス

像で見られるのも面白い。
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発行2015年

学とは、言語学の一分野で、人間が発したり聞き

真也

ART

岩波書店 1200円+税

といった身近な質問を通して、
「私たちが普段使っ
図 P.13より引用

増田 斐那子

大英自然史博物館展

Hinako MASUDA

理工学部講師。研究分野は音響音声学・聴覚音声学。上智
大学外国語学研究科で修士（言語学）
を取得後、上智大学理
工学研究科で博士（学術）
を取得。2016年4月より成蹊大学に
着任。趣味はヨガ、料理、旅行。

※会期は終了しています
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Seminar&Laboratory
学生による先生＆ゼミ・研究室紹介

Econom

ics

経済学部 丸山ゼミ
ゼミのテーマ

家族と社会保障
「くらし」
に関わる事柄を
経済学の視点から研究
私たちのゼミでは
「家族と社会保障」
をテーマに研究していま
す。
具体的には、
社会福祉、
年金、
医療、
労働、
結婚、
子育てなどの
「くらし」
に関わる事柄を経済学の視点から研究しています。
「く
らし」
に関わる事柄の研究は、私たちに最も身近なテーマで親近
感がある一方、思いこみや誤った情報や偏りのある視点に陥り
やすくもあります。
そこで、制度や現状の正しい知識を身につけた
上で、各テーマの課題を見つめ直し、研究・発表を行なっていま
す。
そのために、確実なデータ収集と発表の評価に力を入れてい
ます。特に、発表では互いに意見を発言し、評価しあうことで、知
識を深めるだけでなく、
自分自身の強みや弱みなども発見するこ
とが出来ます。
この意見交換・質疑応答の経験を通して、就職活
動中にも求められる臨機応変な対応力が身につきました。

3年次前期では主にグループワークを行い、後期ではグループ
ワークと個人研究を行います。4年次では卒業研究として卒業論
文を執筆しています。
ゼミの雰囲気は明るく元気で、和気藹々としています。
しかし、
演習には真面目に取り組み、時には意見交換に白熱する
「オン・
オフの切り替え」
が上手なメンバーが揃っています。
今後は、3 年生・4 年生の交流を深め、個人研究や就職活動
についての相談にのれるような関係を築いていきたいと思って
います。

丸山 桂先生

丸山先生といえば、優しく可愛らしい笑
顔です。そして、先生の好きなものは、
「ふなっしー」
！ふなっしーグッズを身に
つけている時は、機嫌も良くなると噂で
す。そんなお茶目な一面もありながら、
意外と毒舌なところも…。
しかし、ゼミの
研究に行き詰まると、すぐに的確なアド
バイスをくださいます。個人的な相談に
ものってくださり、学生一人一人に親身
になってくださる優しい先生です。

文：井上 愛香
（４年）
絵：新井 菜月
（４年）
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ogy
Science and Technol
理工学部 コンピュータシステム研究室

Humaniti

es

文学部 牧ゼミ
ゼミのテーマ

町人像、武士像から近世日本を理解する

ゼミのテーマ

ゼミのテーマ

役に立つシステムを作ろう

自分の力で分析する
牧ゼミには3、4年生が所属しており、井原西鶴の
『日本永代

世の中に役立つコンピュータシステム
コンピュータシステムは、筆記具など日常的なものから、地球
の動きを観測したりする学術的なものまで、
あらゆる場面で使
われ、人の生活を快適にし豊かにするものです。私たちの研究
室ではこのように幅広い分野においてのコンピュータシステムに
ついて研究を行っています。例えば、Islay（アイラ）
という対話型
アニメーションを作成するソフトウェアの研究をしています。
これ
は、
状態遷移図という図を使うことで簡単にプログラミングがで
き、
アニメを作れます。
これは小学生以上を対象にしていて、
より
簡単にプログラミングに触れることができます。
卒業研究のテーマは、誰かにとって役に立つものであれば、
ど
んな分野のものでも研究テーマにできます。
そのため、他の研究
室と比べると自由度が高く、
自分の興味のある分野で研究を行
えるのです。先生はコンピュータシステムに関する知識以外も豊
富で、
プログラミング以外でもアドバイスをくれるので、
とても心
強いです。
週に1 回行われるゼミ発表では、一人ひとりが1週間で卒業
研究のために行ったこと、研究そのものの進捗を発表します。
そ
の場で、先生から研究に関するアドバイスをもらいます。
また、学
生からも意見をもらうことができ、
自分ひとりでは見つけられな
いような視点で次を考えられます。

蔵』
と
『武家義理物語』
を題材にして、近世文学作品を読んで
います。
授業では毎回一人が一話ずつ担当し、読むにあたってわか
りづらい言葉や内容、文化について自由に発表します。発表の
形式や深く調べる内容も発表者に委ねられています。発表者
は、当時（江戸時代）の他の作品や文献も参考にしながら資
料をつくります。西鶴は実在の人物をモデルにした作品やパ
ロディーも多く、調べる内容は多岐にわたります。作品の背景
を理解するために、
目を通す資料の数は多くなってしまいます
が、
そのぶん、
自分たちの知らなかった風習や当時広まってい
た伝承を知ることができます。当時の慣習や風俗には現代に
通じるものもあれば違っているものもあり、
とてもおもしろいで
す。発表が終わると、発表者以外の全員が質問者となり、
それ
によってさらに理解を深めます。最終的には、
この作品のどのよ
うな点がおもしろいのか、西鶴がこの作品でどのようなことを
言いたいのかまで考えます。
近世という時代は俳諧や歌舞伎などが現在の形になった
時代でもありますが、現代のサブカルチャーに影響を与えた時
代でもあります。古典文学の中でも言葉がわかりやすいため、
素直に作品を楽しむことができます。読みやすく親しみやすい
ところが、近世文学とこの時代の魅力のひとつです。

私たちの研究室では、合宿や懇親会なども予定しており、堅

綺麗な花には毒があるなんて言葉が
ありますが・・・牧先生は見た目ほん
わか、中身もほんわかしています。
し
かしゼミ発表を舐めている学生には
鋭い指摘でグッサリ・・・と授業に誠
意をもって取り組んでくださる先生で
す。優しそうな先生だからといって舐
めてかかるのはやめましょう。初めは
牧先生独自のテンポに戸惑うかもし
れませんが、近世を学びたい方は是
非牧ゼミをおススメしたいです。

文：岩沢 瞳・新美 晴香（３年）
絵：新美 晴香（３年）
文：根市 奈歩・志賀 麻理香（４年）
絵：福元 領（４年）

ゼミのテーマ

現代の社会問題と法
法の限界と可能性について考える
吾妻ゼミでは
「現代の社会問題と法」
をテーマとし、法社会学
的な見地から、具体的な社会問題・社会現象に対する法のあり
方について学んでいます。例えば、
「いじめ」
「少年犯罪」
「安楽死
と尊厳死」
「生殖医療」
などといった現代の社会現象・問題の特
徴をおさえ、
そうした問題に対して法はどのように対応している
のか、
どのような限界を抱えているのか、限界があるとすればどの
ような法が求められているのかを皆で議論し合っています。
また、
法律学のみではなく社会学や現代思想の知識も学びながら、
よ
り望ましい法と社会の在り方を皆で提案し議論します。班ごとに
分かれ、
それぞれ取り組むテーマを決めて、
その1つの発表をめ
ぐって全員で考えていきます。
「少年犯罪」
や
「いじめ問題」
「自殺
問題」
など、誰しもが聞いたことはあるけれど、
それまで突っ込ん
で学んだことはなかった問題を数多く扱っています。
このゼミで学んでいるなかでとても強く感じることは、社会が
抱えている問題に対して、
「 法がこういった対応をすれば、
また
は、
このように変化していけば、解決するはずだ！」
という答えが1
つではないということです。
ゼミで皆が意見を出し合う際も人そ
れぞれ切り口が違います。吾妻先生自身、学生からの意見を聞
いて新たな発見をすることが多いと話してくださいます。
自分とは
違った観点から物事を見ることの大切さを改めて実感でき、
自
分自身の知識や思考の可能性が広がっていくことを体感できま
があることは大きな強みだと思います。

牧 藍子先生
先生は情報科学のソフトウエアを専門
としており、授業ではプログラミングや
コンピューターシステムについて様々
な知識をもとに教えてくれます。いつも
穏やかな笑顔で私たち生徒を見守っ
てくださり、研究室は非常に和やかな
雰囲気。それぞれの研究に対し、親身
になって考えてくださりアドバイスをし
てくれます。

法学部 吾妻ゼミ

す。卒業論文を作成する上でも1つの問題に対し多くの引き出し

苦しさはなく、意外と和やかな研究室です。

岡本 秀輔 先生

Law

吾妻先生のゼミは雰囲気がとても和やかでとても居心地が良
いです。是非是非、法と現代社会問題というテーマに興味がある
方は受講してみてください。

吾妻 聡

先生

吾妻先生はいつも和やかな雰囲気でゼミを
支配しています。僕達学生ととても親しく接し
てくれて
「お堅いイメージのある法学部の教
授」
とは全く異なります。ゼミ中もオンとオフ
の切り替えが早く笑うときは笑う、考えるとき
はひたすら考えるといった非常に充実したゼ
ミです。学生の言葉足らずな意見も拾ってく
れて、理解してくれる心優しい先生です。

文・絵：志波 拓哉（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

1日、10分！
？

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。

Teacher's comment

Vol.19

天皇退位問題と摂政
2017年6月、
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立し、

その論点の一つが、摂政の読み方です。多くの人は摂政を「せっしょ

う」
と訓読すると思いますが、大正時代では、多数派の「セツシヤウ」に

この問題で度々言及されるのが「摂政」
です。2010年に天皇が宮内

いう
「セツシヤウ」が採用されたようです。読み方を決める上では、明治

加えて、
「セツセイ」
という説がありました。宮内省では、古来の訓読だと
以前と以後の摂政の比較によって、摂政とはどのようなものなのかが考

庁の参与会議で譲位の意向を示した時、
参加者たちは摂政を置くとい

慮されていました。
なお、
沖縄の琉球王国にも
「摂政」
という役職が存在

う対処法を提案したと言われています。
また、
「天皇の公務の負担軽減

等に関する有識者会議」のヒアリングでも、摂政設置を求める声があり

し、読み方は「せっせい」
（しっしー）
だそうです。

によって国事行為をみずから行うことができない時に置かれ（後者の

ものが数多くあります。代替わりへの動きが進む中で登場する言葉につ

摂政だけでなく、天皇・皇室制度に関する用語は、歴史性を帯びた

ました。摂政は、天皇が未成年の時、精神・身体の重患か重大な事故

いて、
その読み方と歴史に注意してみるのも興味深いかもしれません。

場合には皇室会議の議による）、天皇の名で国事行為を行います。

摂政という名称自体は、古くから存在し、現在の日本国憲法と同様

に、大日本帝国憲法と旧皇室典範の下でも、摂政の規定はありました。
実際に、大正天皇の病勢悪化に伴い、1921年、当時の皇太子（後の

text：国分航士 Koji KOKUBU

では、摂政設置に伴う問題点が検討されていました。

文学部助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士（文学）。専門は日本近代
史、
日本政治史。明治以降の天皇・皇室制度について、法制度と政治という視点から研究を行って
いる。論文「明治立憲制と
「宮中」」
（『史学雑誌』124編9号）
など。

昭和天皇）
が摂政となりました。
この時、現在の宮内庁にあたる宮内省

日本経済新聞の読み方（入門編）

大学生からビジネスマン、企業経営者に至るまでみんなの
共通の話題
「日本経済新聞」
（以下、
日経新聞）
。
でも難しそう
…と敬遠している人も多いのでは？ そこで、
日経読み方認
定アドバイザーの田中さん直伝、
「10分で読める日経新聞
の読み方（入門編）」
を紹介します！

Let’s think about your own career!

皇室典範第4条の特例として、
「天皇陛下の退位及び皇嗣の即位」が
可能となりました。

テーマ：

日経新聞の
読み方編

大学生活でできるキャリア形成って何だろう？
就職活動を乗り切るためには？
皆が気になるキャリアにまつわる話をお届け！

極意その一

日経読み方認定アドバイザー

田中 康史さん

キャリア支援センター主催イ
ベント「日経新聞【読み方】
ガイド」など講座を多数担当。
日経新聞の読み方を学生に
教えるカリスマアドバイザー。

要約文 見出し

新聞の文章構成を知るべし！

新聞の文章は見出し、要約文、本文
で出来ています。
基本的に、

要約文が独立して存在しない場合は、本文の１段落目が要約文になっていることが
多いです。まずは、どの記事においても、文章構成を把握することが重要です。

極意その二

毎日 10 分！ 見出し読みすべし！

日経新聞を全部読もうとすると、新書２冊分の読書量になるんだとか…。
そこで、毎日10分でOK! 日経新聞を読むコツを３つ紹介します。

◆日経新聞を読むコツ

① 全部読もうとしない
② 見出し読みで OK
③ １日10 分を習慣づける!
（続けるとわかりやすい。たまに読むといつも１から）

学生フリーページ

「FREE★DOM」は、学生が自由に発信できるコーナーです。
今回は
「東京武蔵野シティフットボールクラブ」
を応援する団体、
『武蔵野シティ応援プロジェクト』の代表 法学部3年鶴田くんの登場です!
I'm interested in this now.

vol.7

極意その三

“東京武蔵野シティFC”って
知っていますか？

◆時事問題はココ！

１面：今日１番のニュース
３面：最近の重要ニュースの解説・分析
５面：大きな経済の流れ、国の施策、金融のニュースなど
７面：金融経済 金融に興味のある人は必須

ラブ”があるのを知っていますか？ 武蔵野市を拠点にするサッカー
チームで、将来のJリーグ入りを目指して1年間のリーグ戦を戦ってい

先日は試合会場にて、
サンロード商店街の
「東北物産館」
さんの商

品を、代理販売する物販ボランティアを行いました。
「いぶりがっこ」
や
「なかよし」、
「Cava缶」
といった東北の名物を販売。試合にいらした
方々からも好評でした！ 今後も企画から運営まで、
クラブ職員の方と
も連携して、試合運営ボランティアを続けていこうと思います。
サッカーが好きな方はもちろん、
そうでなくても、運営を通して沢山の
人と関わることができ、
あまり
「ボランティア」
らしくないのが特色です。
興味を持った方はお気軽にご参加ください！

プロジェクトメンバー募集中！

●同じテーマを続けて読むことによって、理解が深まる！
●見出しを見ただけで内容まで予測が付くようになる！

業界・企業研究に！
主要30業種の天気図（年4回

1・4・7・10月掲載）

◆各業界・各企業のニュース

ます。でも成蹊内で知名度が全くない・・・
（笑）
そんな武蔵野シティを
うのが
です。
「武蔵野シティ応援プロジェクト」

●ニュースの連続性に気づく！

主要な面のみキチンとチェック！

主要なページをピックアップ！ 以下ページを毎日“見出し読み”
を習慣づけよう。

成蹊から徒歩15分の近距離に“東京武蔵野シティフットボールク

試合運営ボランティアを通じて盛り上げ、地域を活性化しよう！ とい

まずは、見出しを毎日読みましょう！興味があれば要約文を、
もっと興味があれば本
文を読むようにしましょう！無理に内容を読む必要はありません。見出しだけなら10
分間で80記事分読むことができます！

毎日10分間、見出し読みをすると……

武蔵野シティの選手たち。チームには
りょうた
成蹊大学4年の佐藤稜大選手も
在籍しています。
代表：法学部3年

鶴田 大介

武蔵野シティ応援プロジェ
クトの他、
日本旅行企画研究会、政治
学研究会、SAなどで活動中。高校まで
サッカー部だったが、やるより観る方
が好き。2年の秋にボランティア支援セ
ンターを訪ね、コーディネーターの日
比野さんにこのプロジェクトを紹介さ
れ・・・。
いつのまにか中心メンバーに。
PROFILE

Email：seikei.footballpj@gmail.com
@seikei_MCFC

企業総合面、企業１面、企業２面、主要30業種の天気図
投資情報面
「東北物産館」代理販売ブースの様子。
東北のおつまみ、お菓子をメインに販売しました。

日経新聞ひとつで、社会背景（時事問題）だけでなく、
業界・企業研究もできます。社会背景にあわせて事業
展開していくのが企業。就活生は時事問題とあわせて
業界・企業の活動記事もCheckしましょう！

全40ページのうち、
この8〜9ページ分だけ
見出し読みすればOK！

志望業界の動向はここでチェック！
各業種の生産、
販売、
操業率、
収益などから記者が産業景気を予測
イ

マ

したもの。各業種の現在が簡潔にわかりやすく解説されています。

Information
■キャリア支援センター主催

日経新聞［読み方］ガイド開催

日付：10月26日
（木）
・27日
（金）、2019年1月17日
（水）
・18日
（木）

時間：12：25〜13：00（共通） 場所：大学内教室（SEIKEI PORTALにて告知します）
対象学年：全学年対象

10月から学内では就職準備講座実施強化期間がスタート。
田中 康史さん
（日経読み方認定アドバイザー）
を講師に
お招きし、就職活動を見据えた日経新聞の読み方を講演。
本誌の内容を直接学べるチャンス！ぜひ参加しよう。

※詳細・事前申し込み方法は、SEIKEI PORTALまたはキャリア支援センターで確認してください。

詳しくは、鶴田まで
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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」

October-December

10-12

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

			

詳細お問い合わせ先
〜 教務部

情報図書館

6号館1階

TEL.0422-37-3553／kyoumu3@ jim.seikei.ac.jp

TEL.0422-37-3544／http://www.seikei.ac.jp/university/library/

〜 キャリア支援センター 1号館1階

〜 財務部管財課 本館３階

TEL.0422-37-3543／job@jim.seikei.ac.jp
〜 国際教育センター国際課

TEL.0422-37-3807

1号館2階

 総務課 本館2階

TEL.0422-37-3536／siis@jim.seikei.ac.jp
〜 学生部学生生活課

TEL.0422-37-3503

本館1階

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

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
確認してください。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で確認してください。

 【１年次・２年次生対象】
成蹊国際コース登録者募集

10月18日
（水）
：アジアパシフィック大学（マレーシア）
10月19日
（木）
・24日
（火）
：オークランド大学（NZ）

 合格者報告会（公務員）

上記募集説明会（共通事項）

日程：11月30日
（木）

 業界研究まとめセミナー

説明会： 10月24日
（火）12：20 〜13：00
場所：
４号館ホール
（火）〜12 月15日
（金）
登録受付： 10月24日

日程：12月 8日
（金）……商社・運輸
15日
（金）……製造・不動産
18日
（月）……金融
19日
（火）……ＩＴ・地域限定

 卒業・修了延期願受付期間（卒業・修了年次生）

 履歴書（自己ＰＲ）作成ワークショップ

期間：12 月1日
（金）〜 1月31日
（水）

日程：12月4日
（月）
・5日
（火）
・7日
（木）
・
8日
（金）
・11日
（月）
・12日
（火）

 【 1年次生】英語力テスト
（スーパー英語「TOEIC mini テスト Vol.15」）

1年次生の皆さんを対象に、自らの英語学修の成果を
確 認することを目的にe-Learningスーパー 英 語 の
「TOEIC mini テスト Vol.15」
を下記の期間に実施いたし
ます。本テストの「結果」は評価に反映され、2年次
「College English」
のクラス分けにも利用しますので、必
ず受検してください。
受検対象：「College English（L&S）Ⅱ」
「College English AⅡ」
の履修者
受検期間：12月1日（金）〜 15日（金）9:00
受検方法：ポータルサイトからスーパー英語にログイン
→TestBank→クラスを選択して受検

 【2年次生】英語力テスト（TOEIC-IPテスト）
2年次生の皆さんを対象に、2年間の英語学修の成果を
自ら確認することを目的に、入学時に受検したTOEICIPのテストを実施いたします。本テストの
「取組」
が評価
に反映されるので、
必ず受検してください。
受検対象：
「College English（Local T）
Ⅱ」
「College English BIV」の履修者
（水）
受検日： 12 月20日
集合時間： 9時 45 分（13時頃終了予定）
会場：	
学部学科で教室を指定します。
詳しくはSEIKEI PORTALで確認してください。
当日の持参物：学生証、HBの鉛筆、消しゴム、
時計
（通信機能のないもの）

キャリア支援センター
◇ ～ 対象：現3年次生・大学院
（前期）
1年次生
（2019年3月卒業
（修了）
予定者）

 第2回 進路・就職ガイダンス
日程：10月10日
（火）
・13日
（金）
、
11月9日
（木）
・10日
（金）

 筆記試験のための演習講座
日程：10月31日
（火）
、
11月1日
（水）
・7日
（火）
・8日
（水）

 筆記試験 傾向と対策講座

◇ 対象：全学年

 日経新聞の読み方セミナー
日程：10月26日
（木）・27日
（金）

 業界研究セミナー
日程：12月1日
（金）〜12月14日
（木）
※時間・会場・申し込み方法他詳細については、
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
 2018年度長期協定留学派遣生募集
◇募集説明会
10月2日（月）：エディンバラ大学（英）/アメリカン大
学（米）/ウェスタン・ワシントン大学
（米）/ニューファンドランド・メモリア
ル大学（加）/ビクトリア大学（加
10月4日
（水）：サンティアゴ・デ・コンポステラ大学
（西）
10月5 日
（木）：リヨン第三大学
（仏）
10月6 日
（金）：広
 東外語外貿大学
（中）
/復旦大学
（中）
/
華東政法大学
（中）
/上海交通大学
（中）
上記募集説明会（共通事項）
時間：12：20 〜13：00
場所：1号館 212 室
募集期間：10月23日
（月）〜27日
（金）

 2018年度中期協定留学派遣生募集
◇クィーンズランド大学（豪）/
ダブリンシティ大学（アイルランド）
募集説明会：9月29日
（金）
・10月3日
（火）
時間：12：20 〜13：00
場所：1号館 211室
（月）〜10月20日
（金）
募集期間：10月16日

日程：11月13日
（月）
・27日
（月）

 2017年度春期短期協定留学派遣生募集

 就職活動マナー講座（基礎編）

◇募集説明会
10月16日
（月）
：ミュンヘン大学（独）
10月17日
（火）
：高麗大学（韓）

日程：11月21日
（火）
・22日
（水）
・24日
（金）
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 内定者報告会（民間企業）
日程：11月29日
（水）
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時間：12：20 〜13：00
場所：1号館 212 室
（木）〜11月2日
（木）
募集期間：10月26日

 2018年度夏期短期協定留学派遣生募集
◇ケンブリッジ大学（英）
募集説明会：10月3日（火）
・13日（金）

※両日とも同内容です。いずれか1回に参加してください。

 国際交流会館学生アドバイザー募集説明会
2018年3月から約1年間、成蹊大学国際交流会館に
居住し、国際交流を深めることに関心のある学生アド
バイザーを募集します。
説明会：10月10日
（火）12：20 〜13：00
場所：1号館212室
募集期間：10月16日
（月）〜10月27日
（金）
◇国際交流会館居室公開日
10月11日
（水）〜13日
（金）
いずれも12：20〜13：00

※直接、国際交流会館へお越しください。

「国際交流賞」候補者募集

第
 2回こころの豊かさのための
プログラム ～マインドフルネス体験～

 奨学金返還説明会
（成蹊大学貸与・日本学生支援機構・成蹊会）

マインドフルネスの技法はGoogleの研修でも取り入れ
られ、継続することで集中力が増し、ストレス低減、内
面充実に繋がるとされています。ちょっと立ち止まって
「今、ここ」
に気づき、とらわれず、あるがままに受容す
る、マインドフルネスのワークを体験してみませんか。

日程：11月中旬〜12月中旬

※最終学年在籍者は出席必須です。

 日本学生支援機構奨学金継続手続期間
12月上旬〜1月下旬（継続願配布・提出）

 、の詳細は決まり次第学生生活課HP・

日時：11月2日
（木）14：55〜16：25（4時限）
講師：関屋 裕希氏
（東京大学大学院医学系研究科 研究員）
場所：本館304会議室
定員：30名（定員になり次第締め切ります）
会費：無料
申込み：ポータルサイトからお申込み下さい

ポータルサイト・掲示板等でお知らせします

情報図書館
 2017年度企画展示
「小栗虫太郎 成蹊大学図書館収蔵資料展」
日時：11月13日
（月）〜12月1日
（金）
場所：情報図書館2階アトリウム

日時： 10月19日
（木）12：15〜13：10
場所：本館101会議室
会費：無料
申込み：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。

情報教育用施設
学生生活課

平日

土・日・祝日

 四大学運動競技大会

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

日程：10月20日
（金）〜22日
（日）
会場：成城大学

7号館 2 階パソコン教室
3 階パソコン教室

9：00 ～ 17：50

 欅祭期間
日程：11月 17日
（金）………………準備日
18日
（土）
・19日
（日）… 本祭
20日
（月）………………片付け

※欅祭期間中授業は行われません。

（2）
芸術部門
文学、美術、音楽、演劇等の分野において
発表された作品

 第2回、第3回 地域清掃活動

2.受賞部門

※参加者を募集します！ぜひご参加ください♪
※詳細は下QRコードをご覧ください。

（3）
スポーツ部門
日本代表としての国際大会への参加、
日本記録の樹立、全国大会における
上位入賞その他これに準ずるもの
（4）
文化活動部門
本学および学外における課外文化活動の
成果発表、展示等
（5）
社会活動部門
ボランティア活動、人命救助その他
社会の範となる活動
（6）
環境学術部門
公表された環境問題に関わる
学術研究成果

3.応募方法

自己推薦または他者推薦による一般公募

4.選考

成蹊大学学生表彰審査委員会により決定
する。ただし、受賞候補者として推薦された
者が、受賞部門に掲げる成果等と同一のも
ので 大 学（学 園 国 際 教 育センターを含
む。）の他の表彰規定による表彰を受けた
場合又は表彰を受けることが決定した場合
は、選考の対象外とする。

5.正賞・副賞

賞状および金一封を授与する。

6.発表

学生部掲示板・ホームページにおいて
発表する。
尚、受賞された方
（団体の場合は代表者）
は
12月12日
（火）
の12：20 〜13：10に行われ
る
「成蹊大学学生表彰式」
（会場：本館大
講堂）
に出席していただきます。

情報図書館

各種施設開館時間（10月～12月）

受付期間：10月16日
（月）〜12月13日
（水）

※大会期間中授業は行われません。

（1）
学術部門
公表された学術研究成果

「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！」
日程：10月11日
（水）、12月13日
（水）
時間：10時35分〜12時00分
集合場所：本館大講堂
清掃範囲：成蹊大学から吉祥寺駅周辺まで

 TOEFL ITP
【第4回】
日程：10月14日
（土）
受付期間：9月19日
（火）〜10月6日
（金）
【第5回】
日程：12月20日
（水）

記
本学の学部生および大学院生
（応募資格）（個人または団体）

総務課

 らんちょんミーティング秋

※対象用件：スポーツ・ボランティア活動・地域活動等の
国際交流活動で優秀な成果を収めたもの、又は本学専任
教員の推薦により成果が認められるもの。海外渡航は要
件とせず、国内で行われたものも対象とする。
※活動の対象期間：2016 年12月〜2017年11月
※募集要項や応募書類は国際教育センターHPよりダウ
ンロードしてください。

2016年12月から2017年11月の期間に、学術、芸術、
スポーツ、文化活動、社会活動、環境学術活動に
おいて他の学生の範となる活動を行い、かつ、優
秀な成果を収めた学生を対象に成蹊大学賞を授与
します。また、受賞者の中から、特に優れた者に
対して、学長特別賞が授与されます。つきましては、
以下の要領で申請を受け付けます。

1.対象

 精神科医による相談

学生相談室
今年も秋にらんちょんミーティングを開催します。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過ごしましょ
う。新たな知り合いができるかも？！

候補者募集のお知らせ

日時：月1回、第3水曜日14:30〜17:00
精神科医：福田真也先生
必ず学生相談室に問い合わせの上、予約してください。
費用は無料です。

今年のテーマは、「小栗虫太郎 成蹊大学図書館収
蔵資料展」
です。
2016年度情報図書館では、ミステリー作家小栗虫太
郎の草稿や創作ノートを含む資料を購入しました。今
回の企画展示にて初公開となります。ぜひお立ち寄り
ください。

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（賞
状および金一封）
を授与しています。
応募期間：9月19日
（火）〜11月18日
（土）

「成蹊大学賞」

場

所

場

所

平日

1階

8：45~20：45

2階~5階

9：00 ~20：30

Closed

10月20日
（金）、11月17日
（金）
、11月20日
（月）、
12月20日
（水）、12月25日
（月）、12月26日
（火）

Closed

11月18日
（土）、11月23日
（木）
、
12月27日
（水）～1月8日
（月）

9：00 ～ 18：50

情報図書館

情報図書館の開館に準ずる

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

日・祝日

9：00 ～ 17：45

Closed

下記日程については開館時間が異なりますので、ご注意ください。
10月9日
（月）、10月28日
（土）、11月3日
（金）

3 号館 2 階スタディホール

土曜

1.対象

2017年11月18日
（土）

2.受賞部門

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、
開催要項等のコピー）
③その他、関連書類

（応募資格）

9：00 ～ 18：45
（1階は8：45から）
9：00 ～ 16：45
休館

※最新の情報は図書館HPで確認してください。

図書の冬期休業
長期貸出について

応募手続要領

3．
提出場所 学生部学生生活課窓口
4．
書類返送 上記の応募書類は返却いたしません。
問い合わせ先

学生部学生生活課 (TEL 0422-37-3806)

12月4日（月）から、冬期休業長期貸出を
行います。返却期限は1月12日
（金）
です。

※振替授業日は平日に準じます。

ZELKOVA 2017. Autumn

15

Campus Information
June-September

6-9

まとめて 読 む 出 来 事

成蹊会振興助成金（スポーツ・文化）
贈呈式

6.22

7.15

JUNE

7.8

JU LY

大学の体育会と文化会に所属する皆さんの活躍
を期待し、
成蹊会
（卒業生団体）
は毎年
「スポーツ
振興」
と
「文化振興」
を目的とした助成を行ってい
ます。
今年度の
「スポーツ振興助成金」
の贈呈式は

6月22日に本館304会議室で行われ、
成蹊会から
体育会所属14団体
（後述）
に対し助成金が手渡さ
れました。
成蹊会スポーツ振興委員長・赤石益輝氏
（経済16回卒）
からは、
母校のクラブ活動に対する
卒業生の熱い期待が伝えられるとともに、
各団体の
今後のより一層の努力、
活躍を期待する激励もあ
りました。
また、
「文化振興助成金」
も3団体
（後述）
に贈呈されています。
成蹊会では、
卒業生からの会
費を原資として母校支援のため各種活動
（育英奨
学、
学術・教育助成、
スポーツ振興、
国際交流、
文
化振興の各事業）
を行っており、
この助成もその一
環として行われています。

7.6

理工学部 三浦正志教授の
若手科学者賞受賞記念講演会
■スポーツ振興助成金（総額100万円）

■体育会イベント助成（総額15万円）

水泳部／ラクロス部（女子）／硬式野球部／軟
式野球部／ゴルフ部／ライフセービング部／ヨッ
ト部／アーチェリークラブ／ラグビーフットボール
部／アメリカンフットボール部／バレーボール部／
蹴球部／スキー部／軟式庭球部

学内運動競技大会／レガッタ
■文化振興助成金（総額35万円）

文化会本部／欅祭本部／新聞会

JU LY

海外留学・旅行 危機管理セミナー

7月8日に大学3号館101室にて、夏期休業を利用

エスティーエートラベル大山氏をお招きし、渡航

して海外旅行や短期留学を控えた学生、長期海

前に知っておくべき海外での安全・危険の基礎知

外留学を予定している学生などを対象とした危機

識や現地で取るべき行動、各国別の最新情報な

管理セミナーが実施されました。講師に株式会社

どをお話しいただきました。

7.24

JU LY

7月15日、
本館大講堂にて理工学部システムデザイ
ン学科 三浦正志教授が4月に科学技術分野の文
部科学大臣表彰
「若手科学者賞」
を受賞したこと
を記念した講演会が開催されました。
「医療・エネルギーに役立つ超伝導」
をテーマ
に、
超伝導研究のこれまでの歴史や超伝導の仕組
みのお話に続いて、
三浦教授の研究と発明によっ
て現時点での世界最高の磁場中超伝導特性を実

JU LY

現し、
その成果が超伝導線材や電流リードなど製

七夕パーティー

品化につながっていることを報告。
来場者は、
超伝
導の仕組みで浮いて走るリニアモーターカーのデ
モンストレーションにも参加し、
未来の技術を直に
体験していました。

8.11-15

AU GU ST

協定留学生修了式
7月24日、本館大講堂にて協定留学生修了式が
行われ、学長補佐の小田宏信先生より修了生代
表へ修了証が手渡されました。
その後 17 名の留

ピーチくんが
「キャラダイスジャパン2017」
に出演！

学生一人ひとりが、大学や日本での思い出を語
り、留学生活を共に過ごした仲間や教職員へ感
謝の気持ちを述べました。心のこもったスピーチ
に、会場で見守る学生や教職員は涙ぐみながら
拍手を送っていました。

9.12

S E P TE MBE R

平成29年度
司法試験に本学から7名が合格
7月6日、国際交流会館入居者主催の七夕パー

た。サプライズゲストとして成蹊学園マスコット

ティを開催しました。浴衣を身にまとった参加者

キャラクターのピーチくんの登場に参加者は大喜

は短冊に願い事を書いたり、盆踊りを楽しみまし

び。
ピーチくんは留学生にも大人気です。

7.7

JU LY

7.12

9月12日、法務省より平成 29 年度司法試験の結
果が公表されました。本学法務研究科（法科大学
院）
より7 名（内訳：既修 5 名、未修 2 名）
が同試験
を受験しました。
その結果、短答式試験の合格に
必要な成績を得た者が44名、論述式試験を経て
最終的に合格した者が7 名となりました。全国で
の総受験者数は5,967名、最終合格者は1,543名
です。合格したみなさん、
おめでとうございます！

J U LY

防災・減災ボランティア講座

国際交流バスツアー

「大災害に備えて～これだけは知っておきたい
7つのポイント～」
7月12日、
「大災害に備えて〜これだけは知ってお
きたい7つのポイント〜」
と題し、防災・減災ボラ
ンティア講座を6 号館 301 教室において行いまし
た。講師に災害救援ボランティア推進委員会主任
の宮崎賢哉氏をお迎えし、防災・減災のための具
体的な活動をはじめるためのヒントを散りばめた
講座となりました。首都直下型地震への備えのほ
か、近年夏場に毎年のように相次ぐ豪雨災害に関
する話題にも言及し、
もし荒川が氾濫したらどの

7月7日、留学生との交流を目的とした国際交流
バスツアーで群馬県へ出かけました。
マスのつか
み取りや鍾乳洞見学の後、わたらせ渓谷沿いの
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遊歩道を散策しました。暑い一日でしたが、せせ
らぎに入って涼を感じつつ交流の輪が広がって
いました。

ような被害が想定されるか、
というシミュレーショ
ン映像の放映や、非常用持ち出し袋に入れる中身
を、
カードゲームを通じて考えるなど、直感的に楽
しく分かる内容の講座でした。

成蹊マスコットキャラクターのピーチくんが、
8月11
日〜15日にかけて、
品川で開催された夏キャラ祭り
「キャラダイスジャパン2017」
に出演しました。
このイベントは、全国のご当地・企業等のキャラク
ターたちが一同に集結し開催するもので、
屋内では
最大規模のイベントです。
ピーチくんは、
有名ご当地キャラクターや他大学の
キャラクターと一緒にステージイベントに出演し、
大
学や吉祥寺の魅力をPR。
また、
成蹊学生スタッフとと
もに、
テレビ中継やブースのアピールもこなす懸命な
姿に、
多くの来場者が虜になっていました。

9.18

S E P TE MBE R

図書館システム
リニューアル
9月18日、図書館のシステムが新しくなりました。
OPACのリニューアルにより、資料が探しやすくなっ
たことに加え、
自動貸出機を導入し、
スムーズな貸
出処理が可能となりました。
ぜひご利用ください。

ZELKOVA 2017. Autumn
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今年は学陸から学運として
新たな行事となり、
最大規模のものとなりました。
来年、再来年と成蹊の大切な
行事にしていきたいです。

#Zelkovagram

10月20日
（金）〜22（日）成城大学にて

学内運動競技大会責任者
経済学部 3 年

四大学運動競技大会開催!!

成田 和真

学内運動競技大会

体育会本部からのお知らせ

去年は惜しくも1点差で2位!! この雪辱を晴らすべく、
正式種目
（体育会各団体が参加）は一致団結して今年こそ1位を!
一般種目
（誰でも参加OK）は例年通り1位を! 応援宜しくお願いします!

今年は狙うぜ!
完全優勝!!

SEIKEI Tシャツ着て
みんなで応援しよう！

学生会館2階 体育会本部にて

2016

四大戦オリジナルTシャツ
絶賛販売中!

2016
第 68 回四大戦推進局長
法学部 4 年 小泉 直也

機能性を重視した洗練されたデザイン
1,500円
（税抜）

体育会本部
文学部3年 山﨑

欅祭本部からのお知らせ

経済学部3年

柏倉 澄也

梓乃

成蹊大学欅祭開催

今年のテーマ は

「COLORE」
(コローレ)

開催日時

11月18日（土）
・19日（日）9：00 ～18：30頃

本部目玉企画
ビンゴ企画

体験型宝探し企画

豪華賞品が当たる伝統の人気企画！非日常的な空間で進行する
ビンゴ。
驚きの景品を揃え皆様をお待ちしています！

今年の謎解きは大学内を歩きながら謎を解いてもらう
周遊型謎解きです！手に汗握る宝探し、
ぜひご参加を!!

グランプリ企画

アート企画

18日(土)

14：00〜15：00 @5-102教室

18日(土) 12：00〜13：30、19日(日) 11：00〜15：00

投票受付／11月18日、
19日 @本館横テント
表彰式／11月19日(日)15：50〜 @本館前
模擬店・展示・公演、
各部門の1位を決める
“KEYAKI award
2017”
、
選りすぐりの推しメン1位は誰の手に!?

OP：18（土）9：45〜10：30、ED：19（日）18：30〜19：05
オープニングでは大ゲーム対決!
エンディングでは花火も上がりますよ〜!

19日
（日）
12:00〜13:00 @4号館ホール

18日
（土）
・19日
（日）
10：00～16：00
＠トラスコンガーデン前芝生

毎年大人気のタレント企画、
今年もあの有名芸能人が！
誰が来るかは9月下旬発表!!

今年は職業体験ゲームと毎年大人気の移動動物園を実施！
遊ぶと仮想通貨ケヤッキーが貰えるよ! チビッコの皆集まれ～!

『ZELKOVA』
編集スタッフ募集！

ろう！
！
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皆様のご来場を心より
お待ちしています。

成蹊大学欅祭本部
委員長 神 幸弥
学生会館 3 階
【TEL】0422-51-6102
【E-Mail 】keyaki.fes@gmail.com
【URL】http://keyaki-fes.com

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、
ぜひ私たちと一緒に
『 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、

編集：

No.91

開催されますので、

イラストなどを募集しています。
くわしくは、
メール
（zelkova@jim.seikei.ac.jp）
、
または本館2階庶務運営課まで。

#超楽しい #笑った #青春 #燃えつきた

by 北川学長

サークルによる模擬店や展示、
その他公演などの催し物も

『 ZELKOVA 』編集部では、
ただ今、学生編集スタッフを大募集中！学生による企画や取材記者、
「Brilliant Student」
「Active CLUB&TEAM」
「FREE★DOM」への掲載

撮影：写真部

四大戦も頑張

18日（土）
・19日（日）10：00〜16：00 @ 図書館前芝生
吉祥寺やその周辺地区にある話題のお店をお呼びしたり、
ワークショップを開催！お楽しみに～!!

親子企画

タレント企画

#seikei #成蹊大学 #学内運動競技大会

LEDライトたちが欅祭の夜を幻想的に彩ります!
心に残る想い出の1ページに！

吉祥寺密着企画

オープニング・エンディング企画

♥2017 likes

19日(土) 16：30～18：30、20日(日) 17：30～19：30

これらの他にも本学部活・

2017 年 10 月 3日発行
（年 4 回発行：4 月・7 月・10 月・1 月）

俊野雅司（経済学部） 脊戸和寿（理工学部） 有富純也（文学部） 湯原心一（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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