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定期的に部活内で、
自主製作映画の上映会を行います！ 上映される作品のジャンルは
様々で、時にはパロディー作品などもあり、楽しい時間を過ごしています。

Information
活動日
代表者

法学部 3年 忍足 萌

忍足 萌

欅祭では、毎年自主製作映画の上映をしております。
また今年は、
自主製作映画の上映だけでなく食品の出店もしました!

Seikei University Equestrian club

毎週月曜日 活動場所 12時半より 9号室302・303教室

成蹊大学企画運営部庶務運営課

自主製作映画の撮影現場で
す。
１つの撮影のチームとし
てより良い作品を作るため、
どのように撮影すれば良い
かを全員で意見を出し合い
撮影をしていきます。

こんにちは、
文化会映画研究部です！私たち文化会映画研究部は、
82
名在籍しており、
映画の鑑賞及び、
自主製作映画の撮影を中心に日々活
動をしています。
自主製作映画の撮影は、
出演から監督・脚本・カメラ等
の機材スタッフまですべて部員で役割ごとに分かれて様々なジャンルの
映画の製作を行っています。活動日は、
週に1日の会議と自主製作映画
の撮影日を設けて活動をしています。
映画研究部は他の部活よりも部員同士の仲が良い部活だと感じてい
ます。活動日でない日も西部室棟に2つある文化会映画研究部の部室
には、
多くの部員がおり、
毎日楽しく活動をしています。
また、
映画研究部
は、
撮影だけでなく、
行事にも力を入れており、
部活動をより楽しくできる
ように励んでいます。
映画研究部は、
現在も部員を募集しています! 映画に興味がある方、
また、
監督をしてみたい、
脚本を書いてみたい、
また映画に出演してみた
い、
映像の編集をしてみたい、
カメラやマイクなどの機材を使ってみたい
等、
少しでも興味のある方は、
是非ご連絡ください!

編集・発行

成蹊大学のクラブ活動を
紹介します。

連絡先

理工学部 2年 梅野 直也
成蹊大学

映画研究部

us163019@cc.seikei.ac.jp
@seikei_eiken
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ZELKOVA
公式キャラクター“けーやん”

Winter
2018

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!!
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KEYAKI FESTIVAL

365DAYs REPORT
“欅祭”ができるまで!
～ 欅祭本部 365日密着レポート～

今年で56回を迎えた、年に一度のビッグイベント
“欅祭”。
毎年度約2万人もの来場者を笑顔に導くのは、陰の立役者欅祭本部!
欅祭の成功の裏に潜む、部員たちの奮闘の日々に迫ります!!

Gourmet&ART&BOOK
学生・教員から発信

街ネタ・アート・オススメ書籍

P.14

Campus Information

P.18

四大学運動競技大会 優勝レポート
46年振り悲願の完全優勝！

表4

ACTIVE Club&Team 活躍しているクラブ＆サークルを紹介 !

映画研究部

■Cover Story

「Join us」
吐く息は白くなり、空は高くなりました。 欅並木は葉を落とし、
肌を刺すような風が吹いています。さて、今回の表紙は、ピー
チ君とダブルダッチサークル「Double Eight」の方々に協力
を頂きました。おかげさまで、素
敵な表情を躍動感とともに収め
た表紙にすることができました。
なにかと慌ただしい時期ですが、
体をいたわって過ごしましょう。
写真撮影：
写真部 文学部3年

上西 銀河
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KEYAKI FESTIVAL 365DAYs REPORT

“欅祭”ができるまで!

PR活動のためズムサタさんに映り込んだり、
吉祥寺の商店街へ! 映り込みには、
毎年男子が前日から場所取り!

～欅祭本部 365日密着レポート～

欅祭を影で支える

11月の欅祭本番に向け、ほぼ丸一年掛けて
準備を行っている欅祭本部。
笑いあり、涙あり、怒涛の1年間の
密着レポートお届けします!!

6局1部

部員数は

150
超え!!

の面々!

名
広報局

KEYAKI FESTIVAL
members

ホームページやSNS等、外部向けの広報を行ってい
ます。他にも吉祥寺の商店街を仮装してパレードをし
たり、
ビラを配ったり、正門前アーチを制作したりと欅
祭を盛り上げるため奔走しています!

管理局
欅祭を安全に楽しめるよう、模擬店統括、飲酒の取り
締まり、学内警備等を主に行っています。欅祭を運
営する上で欠かせない大切な役割を担っています。
キリッ!

財務局
総務局

編集局
パンフレットやポスターなどの案内媒体を制作してい
ます。特にパンフレットは、欅祭の全情報が詰まったも
のです。毎年、来場者の方々に楽しんでもらえるよう、
誠心誠意制作しています!

欅祭をイチから創りあげる楽しさ。
1 年のうちのたった2日間の為だけに他の363日（閏年の年は
364日）
を懸けて作り上げる欅祭。毎年2万人の方が訪れるビッグイ
ベントを、
イチから創りあげる楽しさを味わえるのが欅祭本部です!
2017年度はさらに、
「欅祭テーマソング」
を作成したり、
「56キロ
PRマラソン」を敢行したり、目標観客動員数を3 万人に! という大
きな目標を掲げ、初の試みも盛り込んだアツい欅祭本部となりまし
た! 笑いと感動の坩堝 ! 興味を持ったアナタ、ぜひ学生会館 3 階 "
欅祭本部"まで足を運んでみてください! 3階です。1階は食堂、2階
は食堂とブックセンターです。気をつけてくださいね。3階です。

環境部
おソロイの
リストバンド

企画局
神幸弥

11月に行われる欅祭ですが、企画の準備は2月から
始まっています。
タレントトークショーや花火大会、豪
華景品があたるビンゴ大会等、時間と愛情をかけて
企画を作りこんでいます!

文学部3年

趣味：カフェ巡り

欅祭本部
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新入生は各局＆委員長の説明を聞く“局巡り”
がマスト。
たくさんの先輩から話を聞き、
自分の
入りたい局を決めます。先輩たちは個別でやっ
てくる新入生全員に説明しなければなりません
が、何度でも自分の局プレゼンを力説します!

1～3年生まで約100名が参加する春合宿。夜
には直前まで誰がやるかわからない漫才や花
火等、新1年生達は先輩たちの繰り広げる華麗
なエンターテイナーっぷりに魅了＆圧倒されっ
ぱなし!

取材協力／文学部3年
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5月
局決定
レガッタ出場

春合宿
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環境部
各局の選び抜かれたゴミのエキスパート達が、欅
祭中のゴミ分別やリサイクル活動、エコプレート
の運用や廃油の再利用推進などをしています。環
境部でしか得られない笑い＆感動がココに!

年間スケジュール

4月
局巡り

4

毎年5 tものゴミを
分別します！！

全員おソロイの
スタッフジャンパー

第56回欅祭本部委員長

YEARule
d
Sche

団体さんへの物品を貸し出しや、
テントを建てたり、公
演のスケジュールを調整、学内の教室の見回り等、展
示団体さんを支えるお仕事をしています!

お金の管理に加え、
フリーマーケッ
ト企画や 本部員のために寝る場所
やお弁当の確保などを行なっていま
す。
なくてはならない縁の下の力持ち
として頑張っています!!

三ツ屋 香菜
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9

10

7月

8月
夏合宿

9月
活動本格化!

10月
怒涛の準備期間

学内運動競技大会

6月
広告取り

欅祭パンフレットに載せる広告を
取っていく。1年生に最初に任せる
仕事の1つ。電話をかけ、直接企
業の方に交渉。世間の厳しさを知
ることもあるが、広告費は大事な
予算の一部になるので、
めげたり
凹んだりしてはいられない!

ココでも先輩達は大活躍! BBQや、
夜の出し物、
たくさんのイベントで
後輩たちを楽しませます。

花火大会

毎年、部員希望者たちと江戸川の花
火大会へ。夏の過酷な暑さに耐えな
がら、絶好のポジション死守の為、前
日から場所取りを頑張る男子部員た
ち。美しい花火を見ながら恋が芽生
えるとか芽生えないとか。

いよいよ本番に向けて、
それぞ
れの部局がざわつき、活気づい
ていく。
（武者震い）

11
11月
56キロPRマラソン!!

今年度は欅祭をPRすべく、選ば
れし4名が渋谷を出発し山手線
を内回りで一周！さらに渋谷か
ら成蹊大学へ! ナント15時間を
かけ56キロを激走!（ホントだよ! ）

12
12月
反省会

部局ごとにスライドショーを作成し、3日間に
渡り全員で鑑賞しながら反省会を開く。
ほめ
られたり、怒られたり、笑ったり、感動したり。
全ての経験を来年に活かします！

後期納会
委員長選挙→新体制発足

怒涛の欅祭本番
➡P.6へ

立候補者は、朝8時から夜8時まで本部全員
と話さなければいけない過酷な
1週間が待ち受けている。
熱意を切々と訴える候補者の

1
1月
冬休み

2

この辺りから欅祭準備が
ジワジワと活動を開始!

2月
冬合宿

3
3月

卒業式

いよいよ卒業式! またも
や2年生の手作りPVが流
され部員150人で鑑賞。
思い出いっぱい4年間の
名 シーンの 数 々が 流さ
れ、感動の涙、
または笑い
涙でスクリーンがにじむ
先輩たちが続出。

姿に清き1票が集まる。
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“欅祭”ができるまで!
～欅祭本部 365日密着レポート～

Let’s
ENJOY!

2017
欅祭

白熱の 2 日間 !! 一挙公開 !

11.18 SAT .19SUN

ジオラマで中野駅前を再現! 線路は、一直線ではなくポイント
（分岐）
を増やしたり、
地下鉄も。ハッキリ言って力作です!

あの興奮をもう 1 度 !
BINGO

平野ゼミ

1.2年生は着物を着ていてとても華やかなお茶席になりました。心を込めて点てた
お茶や抹茶体験を愉しんで頂きました。

経済経営研究会

硬式テニス同好会

欅祭本部渾身の人気企画ビンゴ大会! 任天堂Switch、
黒毛和牛など豪華商品に会場が湧きました!

毎年、大人気の平安時代の陰陽師・安倍晴明の和歌占い。悩み事がある人もない人も
たくさんの人に楽しんでもらえました。

ボート部

映画研究部

合氣道部

成蹊メディアクラブ
「成蹊メディアクラブのオシャレな
Drink＆Donut！“成蹊のインスタ
映えはここにアリ!”」
経済学部 大島フリーハグ一輝

365DAYs REPORT
安倍晴明にも
会える！

茶道部

汽車旅倶楽部

KEYAKI FESTIVAL

「経済経営研究会、初めての模擬
店はわたあめで勝負! ピーチくん
トイレットペーパーも販売!」
経済学部 江口

「硬式テニス同好会 Creamのあげたこやきです。
出すのは遅いけど、長い行列できてます! キャッチフ
レーズは
“ラブフォーティからの巻き返し”」
理工学部 戸田／法学部 菅野

「映画研究部は明太もちチーズ焼き！
一人でいると不審者ですが、子どもたちには大人気
でした! 売り上げも好調!」
法学部 忍足

「毎年恒例、合氣道部の今川焼。生地から手作りの
今川焼がナント100円! 生産が追いつきません! 」
経済学部 木元

「アツアツで甘くて新食感! 毎年大好評、
オレオ揚げ!
こんなにおいしいスイーツはここでしか食べられない!
本館前で愉快なボート部員が奮闘しました! 」
理工学部 田辺・赤松

キュートな馬に
癒やされる♥
書道って
面白い♪

KEYAKI FESTIVAL
北川ゼミ（動物ポンポン・石鹸・キャンドル）

成蹊フォーミュラ

シートが地面に近く、
フィット感のある車内を体感できると
大好評! 今年度からEV車(電気自動車)を作っています!

北川ゼミ
“起業家体験プログラム”の一環で、
キャンド
ル・動物ポンポン・カラフルアイスバー石鹸を制作・販
売をしました! グッズは可愛くて大人気に!

華道部

赤と黄色を基調に秋の紅葉をイメージし
ました。華道部プレゼンツ“秋の紅葉”
多くの来場者に愉しんで頂きました。

馬術部

可愛い馬たちと触れ合える大人気の体験乗馬! 人参をあげたり、
蹄鉄の購入もできます。

書道部

書道部渾身の圧巻の大作がズラリ! 体験書道教室も盛況でした!

取材記者／文学部3年

6
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肥田 真歩・角屋敷 愛絵・山本 恵未里

撮影／理工学部3年

宮嶋 純也

ZELKOVA 2018. Winter

7

このコーナーでは、社会の気になるニュースや学問を

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！

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.20

消費税の増税と財政規律
昨年10月22日に実施された衆議院議員総選挙では、
消費税増税の

是非やその使い道が争点の１つになりました。
自民党と公明党の与党は、
予定通り2019年10月から10％へ増税することを主張しましたが、
希望の

党を始めとする野党は、
消費税増税の凍結や延期を主張して争いました。
度重なる景気対策の実施や年金等の社会福祉関連の支出増大

の影響で、現在、国の借金は約1,000兆円にも達しており、
１人あたり
1,000万円に近づいています。年間の税収よりも支出額の方が上回る
状態が現在でも続いており、国の借金額は増加し続けています。
いず

れ返済しなければならない金額ですので、将来の働き手の負担が増え

て、労働意欲にも影響が出るのではないかと心配されています。

安倍政権では、消費税の増税分を主に国債の償還に充当すること

で2020年までにプライマリーバランス を均衡させようと計画していまし
※

※プライマリーバランスとは、収入・支出ともに国債関連の項目を除外したうえで、税収などの収入か
ら、一般経費の支出額を差し引いた金額のことを意味します。現在は、
プライマリーバランスがマイナ
スのため、国の借金額が増え続ける状態になっており、
できるだけ早くこれを０もしくはプラスにするこ
とが求められています。

テーマ：

MBT 丸の内ビジネス
研修編

MBT 丸の内ビジネス研修

今年度で5年目を迎えた丸の内ビジネス研修（MBT）
は、夏休みを含む約8カ月にわたり実
施される成蹊大学独自の本格的な産学連携人材育成プログラムです。今回は、学内でも
人気の本プログラムについて経験学生の声も併せてご紹介します！

Let’s think about your own career!

たが、増税に伴う税収の増加分の一部を教育改革などにも活用する
方針を発表し、
目標達成時期の延期を公表しました。消費税の増税を
見送った場合には、
さらに財政状態の悪化は避けられません。

欧米では、景気の回復が確認できたとして、金融政策の正常化を検

討し始めています。
日本では、国が多額の借金を抱えていることから、国
債費の増大を防ぐために金利の上昇は当面是非とも避けたいという事
情があります。
ところが、
このまま金利の低い状態が長期間にわたって続

くと、預金者にとって利子収入がほとんど期待できないなど、国民生活
にも大きな影響が残ることになります。

消費税の増税と財政規律の問題は、皆さんの将来の生活設計にも

影響のある重要なトピックですので、関連するニュースには関心を持っ

て注目していただくようお願いします。

text：俊野

雅司 Masashi TOSHINO

成蹊大学経済学部教授。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。

MBT

Marunouchi Business Training

とは？

社会で飛躍する学生を育てる、

三菱商事株式会社

新菱冷熱工業株式会社

MBTは、三菱系企業を中心とした有力企業約 20 社と成蹊大学が連携し、
4 学部横断で進められる人材育成プログラムです。期間は約 8ヶ月間、全学部
3 年・大学院 1 年の学生から選抜された約 30 名が、文理融合チームで実践的
な学びや、インターンシップに取り組みます。チャレンジ精神溢れる学生が切
磋琢磨し、
自己を成長させる場です。

三菱マテリアル株式会社

株式会社紀伊國屋書店

東京海上日動火災保険株式会社

株式会社岡村製作所

2017年度参加学生体験記

フラワーアレンジメントを勉強している山本さんが、
お気に入りの作品を紹介してくれます。

皆さんは
『フラワーデザイン』
ってご存知ですか? 華道やフラワーア
レンジメントという言葉はよく聞くと思うのですが、
フラワーデザインは
それらを総合的にまとめた事を言います。私は中学生の時に華道と
出会い、
フラワーデザインに興味を持ちました。大学に入り、今後どう

学内準備研修

き

丸の内研修

【発表：企業課題】

各協力企業から提示された課題について、学内準備
研修の成果をプレゼンテーションし、企業担当者と討
論を行います。

他学部の違った価値観、
考え方を知ることができた

【講義：企業の最前線】

第一線で働く企業の方を講師に招いて講義を聴き、
質疑応答を行って理解を深めます。

③8月中旬~9月中旬

し

の

れん

じ

私がMBTに参加したのは、大学生活の中で100％
集中しやり遂げるという経験をしたかったからです。
MBTを通じて、論理的思考力やプレゼンテーショ
ン能力、
さらに物事に対し多角的に考える力が養わ
れたと感じています。
また、研修やインターンシップ
を通じて、普通の学生生活では経験できない多く
の刺激を受け、
自分の将来について真剣に考えるよ
うになりました。遊んでいたいという気持ちを切り替
えることは大変ですが、是非皆さんにもMBTを通じ
て将来について考えてほしいです。

インターンシップ実習

海外・日本各地の協力企業において就業体験をします。営業同行や企画提案

（文系）、研究補助や工場実習（理系）などのプログラムが準備されています。

いうことをやってみたいか考えた時に
「いけばな以外のお花について

視野が広がり
具体的な将来を
描けるように！

耒 住野 蓮 仁さん

【ビジネスマナー研修】
・専門家による実践的研修

②8月上旬

株式会社ニコン

法学部 3 年

【企業課題取り組み】
・経過報告プレゼンテーション
・企業担当者による実践的研修

今回は昨年10月フラワーデザイナー試験3級を取得し、現在2級の取得に向け

このアレンジメントは『共同形
態』というテーマで制作されて
います! 特徴は上からパッと見
た時に塊が3つあること。また、
器の中ではありますが自然に
咲いているかのように見せなく
てはならないので、創作時には
工夫すべき点がたくさん詰まっ
ています。

共同印刷株式会社
大正製薬株式会社

「FREE★DOM」は、学生が自由に発信できるコーナーです。

『フラワーデザインとは？
-花の世界を覗いてみよう- 』

三菱化工機株式会社

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

クラリオン株式会社

【課外準備講座】
・ビジネス討論の基礎
・課題解決のみちすじ
・コミュニケーション力強化

Collaborative form

株式会社三菱総合研究所

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱重工業株式会社

学生フリーページ

Wh a t ' s D e s i g n
Flower

三菱アルミニウム株式会社

三菱電機株式会社

成蹊独自のプログラムです

①4月~7月

vol.8

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

三菱製鋼株式会社

■年間スケジュール

I'm interested in this now.

■協力企業一覧（2017年度実績）

Check

もっと勉強したい」、
「自分がデザインしたブーケを友達にあげたい！」

④10月上旬
11月中旬

と思うようになりました。今は華道と平行してフラワーアレンジメントを
勉強しています。
花は人に癒しを与えることもあれば感動をもたらしてくれることもあ
ります。皆さんも日常生活に花を取り入れてみてはいかがでしょうか?
文学部 3年

山本 恵未里
元華道部・成蹊ラジオクラブ。花を使用した創作が
好きだが、
その他絵を描くことや読書も好き。絵は人の絵を
描くことが多い。
ここ最近で印象に残っている本は浅葉なつの
『神様の御用人』
シリーズ。残り少ない大学生活悔いのない
ように過ごしていきたい。
PROFILE
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Wedding

フラワーデザインの中でも特に女子
が憧れる『ウェディングのテーマ』!
今回は『花嫁が実際に式で持ちた
い花束』というテーマでの制作。共
同形態と比べると一目瞭然でとて
もボリューミー! 薔薇も贅沢に5本
(写真の角度からは4本見えます)
使用しゴージャスな仕上がりに。

学内個人発表会、
丸の内成果発表会

【学内個人発表会】
インターンシップ実習を終えたMBT参加者全員が、実
習の内容や与えられた課題とその解決策、その経験を
今後どう生かすのかを発表します。
自己成長を実感し、
自信がついた!

【丸の内成果発表会】
MBTを通して学んだ最終的な成果を協力企業の担当
者や大学関係者に向けて発表します。

■MBTに参加してみよう!
□ 就職活動前にさらなる成長をしたい。
□ 3年次（修士1年次）の重要な時期を
有意義に過ごしたい。
□ 意欲のある学生と過ごし刺激を受けたい。
こんな思いを持つ、
皆さんのご応募お待ちしています!
詳細はキャリア支援センターまで

ZELKOVA 2018. Winter
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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 松本ゼミ

ogy
Science and Technol
理工学部 細胞分子デバイス研究室

世界の健康・所得・幸福の格差
世界経済の過去と今と未来を考える

どんな問題にも答えは必ずある

私たちのゼミでは、
「 世界の健康・所得・幸福の格差」
をテー
マに研究しています。現在の裕福な国や地域と貧しい国や地域
の間には格差がどの程度存在し、
またどのようなことが原因で
今日まで格差が拡大してきたのか？ このようなテーマを数量経
済史の観点から検討しています。少し難解なテーマではあります
が、世界の格差の実態を捉えることを通じて、物事の正確な捉
え方を学ぶことができます。
ゼミ活動では、
ノーベル経済学賞受賞者のアンガス・ディート
ンの著書『大脱出――健康、
お金、格差の起原』
を題材にグルー
プワーク形式で議論しています。担当の班が該当範囲の調査
報告をして議題を提案し、
その議題をもとに他の班が議論を行
い、報告することでゼミ全体で意見を共有します。
このゼミでは、題材である
『大脱出』
を理解し経済の知識を養
うことができますが、
それ以上に正しいデータを調査・参照する
ことで、通説に惑わされずに物事を多面的に捉える力を養うこと
ができます。
ですから、
グループワークが好きな人にはとても向い
ています。
また、人と話すのが苦手な人でも、
グループワークが多
いのでディスカッション・スキルを得るよい機会となります。
日本経済史、世界経済史、数量経済史、現代日本経済、現代
世界経済、開発経済学などに興味がある人にもオススメです。

日曜日以外毎日研究室は開室しています。実験がやりたい人
には良い環境です。
ここ数年、女性が半数以上を占めている研
究室なので、明るく清潔な研究室で、長時間滞在しても苦には
なりません。
ただ、実験結果が芳しくないとき
「うまくいかない」、
「よくわからない」
と先生へ報告すると２軍行きです。
うまくいかなかったとしても
「そのやり方ではうまくいかない
ことがわかった」
として次に繋げる工夫が求められます。
その意
味で実験には失敗はなく、結果から何を読み取るかが大事で
す。実験の過程と結果を大切にし、
それを次に繋げます。
まさに

PDCAサイクルが研究室の学生に求められます。PDCAサイクル
の回し方は各自に委ねられています。
理想の答えに到達していれば長期の休みも可能です。
ただ、
簡単に理想の答えに到達するわけもなく、予定より遅れます。遅
れるのは自分の責任でもあるので、
かなり必死になって実験し
ている学生がほとんどです。
思わぬ壁にぶつかってもがく姿は、研究室に入った頃には想
像できませんでした。
しかし、高い壁を乗り越えた時の感動は猫
にハグされるより嬉しいかもと期待しています。努力の方法を間
違えなければ、高い壁を乗り越えられる、正解にたどり着ける。

先生

松本先生はいわゆる
“THE 経済学者”
です。
ご専門の経済史以外にも、様々な
学問の知識が豊富で引き出しがすごく
多い先生です。その幅広い見識と豊富
な知識量に学生は吸い込まれます。厳
格そうな見た目とは裏腹に、学生の恋
愛談を聞くのが好きな一面も。授業に集
中せず私語をする学生には厳しいです
が、授業を真面目に受ける学生には、
ど
んな質問や発言にも必ず真摯に応えて
くれる、
とても学生想いな先生です。

文：中島 健輔・上田 晃大・畠山 尚也（3年）
絵：安田 胡桃（3年）
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文学部 平山ゼミ
ゼミのテーマ

英語の音声、音韻、社会とことば

ゼミのテーマ

データ分析の実践から学ぶ
このゼミは今年度から新しく発足したゼミで、現在は3 年生

9名が所属しています。英語の音声、音韻、社会とことばをテー

先生

企業出身の先生だからか、企業で評価をあげるた
めに欠かせないことや、使える人・使えない人の
相違点などを教えてくれるので、研究室の学生は
使える人になろうと
「超変革」
や「挑む」
などその年
ごとにテーマを持って生活しています。先生は常
識を疑うことから問題提議をします。私の常識も
研究室に入ってかなり変わりました。
ただ、先生の
常識は研究室全員で神宮球場に野球を観戦に行
くことですが、六甲おろしや選手の応援歌まで揃
えることができず、幻のままです。特に近年は野
球のルールすら知らない学生も多く、先生の常識
は非常識になっています。

法学部 野口ゼミ
ゼミのテーマ

政治学のエッセンス
「政治思想」
を通し現代社会が抱える
諸問題を構造的に理解する
野口ゼミは男性 6 名女性 5 名の計 11 名の学生で構成されて

います。具体的に前期の授業では、英語の方言差や音響的特

います。
テキストとしてルソー『人間不平等起源論』
やウェーバー

徴についてデータ分析を通して学び、必要に応じて他言語と

『仕事としての政治』
『 仕事としての学問』
といった古典文献、
そ

の比較をし、
さらに理解を深めてきました。高校までで学ぶ英

れから宇野重規『保守主義とは何か』、杉田敦『境界線の政治

語とは違って、
より専門的観点から英語を研究しています。
さ

学』
など最近の文献講読、内容についての議論を中心に展開さ

らに毎週提出する演習問題により、言語データの分析方法を

れます。
ゼミ冒頭で時事問題についての発表、議論をしてから本

身につけ、
データを整理し分析結果に基づき説明する訓練を

題のテキスト文献の議論に移ります。時事問題について話し合う

行っています。後期の授業ではコンピューターを使用し、英語

ことも野口ゼミの魅力の一つです。

の音声データを分析するなど、前期よりさらに発展した研究を

現代社会が抱える問題には様々なものがあります。政治のポ
ピュリズム化や保革対立の複雑化などはその一例です。例えばト

しています。
また社会的要因（地域差、性差、階級差、
フォーマリティーな

ランプ大統領の政治がどのような影響を与えているのかというこ

ど）が言語に与える影響について、
それらの要因によって話者

とを考える際に、過去に同じような事象はなかったのかを知るこ

の話し方や発音などがどう違ってくるのかを様々な研究や事

とは欠かせません。
また、私たちが実際の政治判断を下す際に、

例を基に分析しています。
さらに、毎学期末にはそれぞれが授

その政治はどのような理念、思想に基づき、
またどのような理論

業で学んできた中で興味を持ったトピックについて発表する

によって構成されるのかを見極めることが重要になります。政治

場を設けています。
このゼミはまだ人数が少ないですが、
その

思想や理論が実際の政治においてはどのように運用されている

分とてもアットホームで発言しやすいゼミです。

のかを学び、
その是非や疑問点などについて議論することで現

英語をさらに専門的に学びたい人、音声学に興味のある人
は是非受講してみてください。

代社会が抱える問題の根本を理解できます。
現実の政治とはあまり繋がりがないように思われがちな
「政治
思想」
を私たちの実際の生活、政治に即したものとして理解する
ことができるのが野口ゼミの醍醐味です。
「政治思想」
というワー

の方法自体にも理解が深められているこの頃です。疑うことから

久富 寿

Law

マとし、授業では先生が英語と日本語を交えて解説してくださ

これも当研究室の教訓です。努力の方法を修正しながら、努力
はじめるのが科学です。

松本 貴典

es

ゼミのテーマ

新しい仕組みの抗がん剤を開発する、
がんの幹細胞を効率良く作出する

ゼミのテーマ

Humaniti

ドに対して親近感のない人でも楽しく学び、考えられるゼミです。

平山 真奈美

先生

平山先生は今年度、成蹊大学に赴任
してきました。先生の専門は音声学・
音韻論で、昨年までは京都で講師を
していたそうです。ゼミでは毎回、流
暢で素晴らしい発音の英語で講義を
してくれます。先生に
「わからない～」
と言えば授業中にしっかり教えてくれ
るし、間違えたりしても優しく教えてく
れます。研究にも協力できて楽しいで
す！とても魅力的な平山ゼミおすすめ
です☆

文：髙木 楓夏・秋田 彩希（3年）
絵：山谷 茉莉江（3年）

野口 雅弘

先生

野口先生は今年度本学に着任なさいました。
マックス・ウェーバーについて研究なさって
います。因みにSNSのアイコンをウェーバー
にする程ウェーバー熱の熱い先生です（笑）
そんな野口先生はお酒が大好きで、吉祥寺
周辺で飲むことが多いそうです。
もしかしたら
お店で見かけるかも
（笑）
。
気さくで話しやすく
私たちの相談にも親身にのってくださる優し
い先生です。ぜひ一度お話してみてください。

文：安藏 啓（3年）
絵：松木 由佳里（2年）

文：マートン ちえみ
（４年）
絵：石井 沙季（４年）
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BOOK

Looking around KICHIJOJI

Gourmet

成蹊大生オススメの
お店紹介

地元民から愛される
安心おやつのたい焼き

so good!!

文学部2年／濱田 佳美
（左）
中島 雅暖
（右）

ハンサムは得なのか 身近な格差をデータで読みとく

正門を出て10分。
中道公園を曲がってつきあたりにある隠れ家的なたい焼き

『ライフスタイルの社会学』

屋さん
「そら」。3年前に吉祥寺で店を開き、夏はかき氷屋さん、冬はたい焼き屋
さんとして営業しています。他のたい焼き屋さんとは一風違う手法、天然ものと

東京大学出版会

いわれる一丁焼きという技法で一匹ずつ丁寧に焼き上げています。甘さ控えめ
で優しい味のたい焼きは、卵・乳製品不使用で国産・無農薬の素材にこだわっ
た安心おやつとして地元の方から愛されています。
私たちが食べたのは店主おすすめ、一

ルクスイートという焼き芋が絶妙にマッチ

味しい」
の一言。

人気No.1の“やき芋入りつぶあんたいやき”（税込200円）。
SHOP INFO

大通りから少し外れた閑静な場所に
あるお店はゆっくりとたい焼きを味わう
ことのできるどこか家庭的で居心地の良
い空間です。
ホッと一息つきたい時にぜ
ひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

【店名】
たいやき そら
【住所】東京都武蔵野市吉祥寺本町3-10-3
【電話番号】080-2265-1704
【営業時間】11:30～18:00(売り切れ次第終了)
【定休日】火曜・水曜(イベント出店時は臨時休業)
【SNS】taiyakisora(Facebook/Twitter/Instagram)

HOKUSAIが西洋に与えた衝撃

ジャポニスムとは、19世紀後半、新たな表現方法を求めていた欧米の芸術
家たちが、
日本美術に影響を受け、
自身の作品にその表現方法を取り入れて
いった現象だ。特に北斎は人気が高く、
モネやドガも浮世絵の構図に学んだと
いう。本展では約110点の北斎作品と、彼に影響を受けた欧米の芸術家作品

この本をもとに7月に週刊スパから取材を受け
て、私のインタビュー記事が雑誌に掲載されまし

人びとの間の美容格差、
就職活動格差、
恋愛格差

た。
また、今年前期に文学部の
「社会心理学」
とい

などとして、統計データで分析していきます。
「なぜ

う授業で、
この本を教科書にしたところ、
「統計でこ

海藻格差は階層格差なのか」
という章では、教育

んなことが分かるんですね」
と言われました。
本書に

など
「階層」
の高い人ほど、
ワカメ、
ひじき、
海苔など

は、
こうした私の授業やゼミの写真が多数掲載さ

の
「海藻」
をよく食べることが、統計データから分か

れています。皆さんの知り合いが写っているかもし

りました。
誤植ではありません。

れませんね。

小林 盾

このように、
どの疑問にもデータから明確な回答

Jun KOBAYASHI

文学部教授。専門は社会心理学、数理・計量社会学。
ゼ
ミでは社会心理学をテーマに、人びとの恋愛、結婚、幸
福感、美容などを学生たちと一緒に分析しています。
ま
た、婚活、
ライフスタイル、嗜好品の研究について、企業
や自治体とコラボしています。

東京大学出版会 3,200円＋税

皆さんは
「歴史」
に興味はありますか？ 歴史とい

物館を観るのが好きだという人、古い時代を舞台

うと、
中学・高校での歴史の授業や大学の講義を

にした映画や小説、漫画に興味があるという人も

思い浮かべる人も多いかもしれません。歴史の授

いるかもしれませんね。
これらが空想の物語と違う

業では教科書や参考書が使われますが、
それを書

のは、歴史家たちの研究成果をもとにしているとい

いているのは誰でしょうか？

う共通点があるからです。

この本は、大学で歴史家たちが日々研究してい

約220点（会期中展示替えあり）
を比較対照できるのがみどころだ。例えば、北
斎が描いた、
力士が腰に手を当てる姿が、
フランスでは可憐なバレリーナの姿
に反映されているのには、思わずクスリとさせられた。
代表作「冨嶽三十六景」
の波と富士、
『北斎漫画』
の人物、動物、植物など作
品のテーマごとに、6章にわたり展示室が分かれている。各部屋の壁が鮮やか
に色分けされていることで、
より作品の魅力を引き立てているように感じた。

歴史研究の成果はどのように社会に取り入れら

る
「歴史学」
が、歴史の授業だけでなく、
テレビドラ

れているのでしょうか。本書は歴史を研究し、社会

マや小説、映画、博物館、新聞、漫画などの形で社

に伝える仕事に携る39人の歴史家や教師、
ジャー

会に広がり、様々な歴史像を作り出していく様子

ナリスト、博物館で働く職員や研究員が、
日本を含

を描いたものです。皆さんにとって歴史を伝える一

めた様々な国の事例を紹介しています。本書を通

番身近なものは教科書かもしれませんが、NHKの

して、歴史の新しい楽しみ方を見つけてください。

大河ドラマを毎週楽しみにしている人、城跡や博

絵画のみならず彫刻やポスターの展示もあり、
これまで見ることのなかった

ZELKOVA 2018. Winter

ください。

歴史学研究会 編

文学部 3 年／肥田 真歩
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どちらが役だつでしょうか。結婚するには、何人と

『歴史を社会に活かす 楽しむ・学ぶ・伝える・観る』

北斎とジャポニスム

ART

に楽しみながら、本書の中から答えを見つけてみて

新しい歴史の楽しみ方を見つけよう

世界が惚れた、HOKUSAIの魅力

北斎と西洋美術の融合を楽しめる。
きっと彼の新たな魅力に気づくだろう。

を出すようにしています。
ぜひ推理小説を読むよう

この本では、皆さんが日頃感じる身近な疑問を、

しっぽまでぎっしりと詰まったあんことシ

て食べる組み合わせに感動! 思わず
「美

皆さん、
美人やハンサムは、
どれくらい得をしてい
ると思いますか。就職活動では、
「学歴」
と
「コネ」
の
交際すればよいのでしょうか。

丁焼きならではの薄い皮の中に頭から

した“やき芋入りつぶあんたいやき”。初め

3,800円＋税

EVENT INFORMATION

【展示会名】北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃
【会期】2017 年 10月21日～ 2018 年 1月28日
【会場名、会場住所、TEL 番号】
国立西洋美術館、東京都台東区上野公園 7 番 7 号、03-5777-8600（ハローダイヤル）
【開館時間】午前 9 時 30 分～午後 5 時 30 分（金、土曜日は午後 8 時まで。）
【休館日】
月曜日
（ただし1月8日は開館）、12月28日～ 1月1日、1月9日
【展示会のHP 】http://hokusai-japonisme.jp

立石 洋子

Yoko TATEISHI

法学部助教。専門分野はロシア現代史で、
ロシアや旧ソ連地
域の歴史教育と教科書、記念式典などを研究している。東京
大学大学院法学政治学研究科修士課程、
同博士課程修了。
博士（法学）。

ZELKOVA 2018. Winter
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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」

January-March

1-3

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

			

〜 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/

TEL.0422-37-3543／job@jim.seikei.ac.jp

 財務部管財課 本館３階

〜 キャリア支援センター 1号館1階
〜 国際教育センター国際課

TEL.0422-37-3511

1号館2階

 総務課 本館2階

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

TEL.0422-37-3503

〜 大学保健室

〜 入試センター本館１階

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

学内イベント

◆２０１８年度

詳細お問い合わせ先

TEL.0422-37-3533

Campus events

教務部

教務部

 就職四季報読み方セミナー

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月20日（土）月曜1・2限
振替授業実施について

 2018年度入試日程

 航空管制官業務説明会

◆事前問診入力
期間：3月22日（木）～29日（木）

本学で実施される2018年度一般入試日程および
大学入試センター試験日程は、 次のとおりです。

 国税専門官業務説明会

台風21号の影響を考慮して、10月23日（月）1・2限
の学部および大学院（法科大学院を除く）
の授業を休
講としましたが、この振替授業を1月20日（土）1・2限
に、授業時間割のとおりに実施します。

 年度初めの日程について

「面接の疑問」
（とか）を
先輩社会人から聞いてみよう

 卒 業・修了延期願受付期間

(卒業・修了年次生)

日程： 2017年12月1日（金）～ 2018年1月31日（水）

※配付・受付は窓口にて行います。卒業・修了延期制度に係る納
付金納入期間、その他手続き日程の詳細については、教務部窓
口、ポータルサイトで確認してください。

 授業評価アンケートについて
後期履修科目の授業評価アンケートを下記の期間に
実施します。
～2018年1月22日（月）
回答期間：2017年12月11日（月）
結果開示期間：3月3日（土）～4月27日（金）
授業評価アンケートに回答いただいた内容は、授業を
担当されている先生方へお伝えし、授業内容の充実や
改善に向け、活用されます。皆さんからのご回答、お待
ちしています。

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）

 履歴書（自己ＰＲ）作成ワークショップ
日程： 1月11日
（木）、12日
（金）、15日
（月）、16日
（火）

 卒業生による仕事理解セミナー
日程：2月17日
（土）

日程：2月24日
（土）
※全就職支援行事の申込方法・時間・会場他詳細については、
キャリア支援ポータルをご確認ください。

国際課
 2017年度後期成蹊大学
清水護英語能力試験受験奨励金
過 去 1 年 間（2017年1月10日以 降 ）にTOEFLiBT・
IELTSアカデミックモジュール・IELTSforUKVIを受験
した学生で、下記いずれかのスコアを取得した者に対
し、選考により受験奨励金（TOEFLiBT・IELTSアカ
デミック・モジュールは15,000円、IELTSforUKVIは
20,000円）
が支給されます。

TOEFLiBT…68点以上
IELTSアカデミックモジュール・IELTSforUKVIオーバー
オール・バンドスコア…5.0以上
申請期間：1月10日（水）～1月23日（火）
※国際課にて「奨学金ガイド」を配付していますので
ご確認ください。

 協定留学生修了式

 就職活動マナー講座（実践編）

日時：1月23日（火）12時20分～
場所：本館大講堂

日程：2月21日
（水）
、23日
（金）

 海外留学・旅行危機管理セミナー

 グループディスカッション準備講座

春期休業中に海外渡航を予定している学生などを対
象に危機管理セミナーを実施します。危機管理の専門
家を講師にお招きし、渡航前に知っておくべき海外で
の安全・危険の基礎知識や現地で取るべき行動、国
別の最新情報などをお話いただきます。休業期間を利
用して海外旅行や短期留学を控えている学生、来年
度から中・長期海外留学を予定している学生は積極
的に参加してください。

日程：2 月26日
（月）、27日
（火）

 筆記試験対策演習講座
日程：2月21日（水）
、23日
（金）

 学内セミナー
日程：3月1日（木）～
◇ ～ 対象：全学年
（主に現 3 年次生・大学院（前期）
1年次生（ 2019 年 3月卒業（修了）
予定者））

 日経新聞〔読み方〕ガイド
日程：1月17日
（水）、18日
（木）

 業界研究セミナー
日程：2月 5日
（月）～ 2月28日
（水）
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 定期健康診断について

日程：2月5日
（月）
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日時：2月2日（金）12：30～14：00
場所：大学７号館201教室（予定）

 TOEFL ITP
【第6回】
日程：3月24日（土）
受付期間：12月21日（木）～3月16日（金）

 IELTS学内試験
日程：3月15日（木）
受付期間：12月18日（月）～3月12日（月）

※ポータルサイトに、問診入力に必要な情報を掲示しますので、
必ず確認し事前問診入力を行ってください。

◆2018年度定期健康診断
（金）
期間：4月2日（月）～4月6日

※次年度は健診日程が変更になりますので、必ず3月に送付する
定期健康診断要項で詳細を確認し、指定された時間に健診を受
けてください。

 健康診断証明書の発行

2017年度の発行は、3月30日（金）15：00までとなり
ます。次年度の発行開始は 、5 月中旬を予定してい
ます。
※就職活動に必要な健康診断証明書は、原則毎年定期
健康診断を受けている場合のみ発行します。

情報図書館
 卒業後の図書館利用について
卒業後も図書館を利用することができます。詳細につ
いては図書館HPをご確認ください。

2. 学生の大学11（研究助成課事務室を除く）、
12、13 、14号館への立ち入りが禁止されます。
3. 入試本部となる10号館への入館が規制されます。
4. 1月13日、2 月3日、10日、13日、14日は、各事
務室は通常どおり業務を行います。
5. 図書館、学園史料館は休館となります。
6. 東門は、2 月13日、14日の7：00 ～ 8：30 、
12：30 ～18：30 のみ開門します。
7. 3月9日（金）は、入試会場となる3 号館への入館
が規制されます。

入試センター

日程：2月5日
（月）

日程：2月7日
（水）

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

大学保健室

1月13日
（土）大学入試センター試験日
1月14日
（日）大学入試センター試験日
2月 3日
（土）2 教科型全学部統一入試、
センター・独自併用5 科目型国公立
併願アシスト入試試験日
2月10日
（土）
【理工学部】3 教科型学部個別入試試験日
2月12日（月・振替休日）
【文学部】3教科型学部個別入試試験日
2月13日
（火）
【経済学部】3 教科型学部個別入試試験日
2月14日
（水）
【法学部】3 教科型学部個別入試試験日
3月 9日
（金）センター・独自併用5 科目型
多面評価入試試験日

構内駐輪場を有効利用するため、大学構内の駐輪場
に長期間放置されている自転車の整理をします。以
下の日程のとおり移動・保管し、持ち主から申し出が
ない場合、一定期間保管した後、処分します。
移動予告期間：3月20日
（火）～4月13日
（金）
（土）～4月20日
（金）
移動期間：4月14日
（土）～6月22日
（金）
保管期間：4月21日

総務課
 第4回 地域清掃活動
「いつもお世話になっている吉祥寺の街をきれいにしま
しょう」
日程：3月23日（金）
時間：10時05分～11時20分（予定）
場所：本館大講堂集合
対象：全学生・全教職員
※参加希望者は申込みを行ってください。
※詳細は右QRコードをご覧ください。

場

所

情報教育用施設窓口
7号館 1階スタディホール
7号館 2 階パソコン教室
3 階パソコン教室
3 号館 2 階スタディホール

（２/２～３/２１）

9：00 ～ 16：50

9：00 ～ 17：50
9：00 ～ 18：50

情報図書館

Closed

Closed
Closed

Closed

未定

補講日
（3日）

6 月23日（土）
・6 月 30日（土）
7 月14 日（土）

学内運動競技大会

7 月 6 日（金）～ 7 日（土）

祝日授業日

7 月 16日
（月）
「海の日」

補講期間（当該授業日の6限目）

7 月 11日（水）～ 7 月24 日（火）

前期授業終了

7 月 24日
（火）

授業予備日

7 月 21日（土）

学期末試験

7 月25 日
（水）～8月 1 日
（水）

学期末試験予備日

8月 2 日
（木）

夏期休業期間

8月 3 日
（金）～9 月17日
（月）
9月 3 日
（月）～ 9 月 7 日
（金）

夏期集中講義期間

【後期】
後期授業開始

9 月 18日（火）

祝日授業日

9 月 24日
（月）振替休日

11月23日（金）～11月 26 日
（月）

補講日
（２日）

12月 8 日
（土）
・12月15日
（土）

◆2017年度成蹊大学学位授与式について

英語テスト
（2年次TOEIC-IP）

12月 20日（木）

日時：3月19日（月）10：00～
場所：大学体育館

祝日授業日

12月 24日（月）振替休日

冬期休業期間

12月 25日（火）～ 1 月 6 日
（日）

後期授業再開

1月 7 日
（月）

期間

2月・3月

補講期間
（当該授業日の6限目）

1月 7 日
（月）～ 1 月 21日（月）

（1月15、
16日を除く）

火曜科目補講日

1 月15日（火）

水曜科目補講日

1 月16 日
（水）

授業予備日

1 月12日（土）

後期授業終了

1 月 21日（月）

学期末試験

1 月 22日（火）～ 1 月30日
（水）

学期末試験予備日

1 月31日（木）

春期休業開始

2 月 1 日（金）

学位授与式

3 月 19日（火）

●法科大学院

場所

平日

土曜

日・祝日

1階

8：45～ 20：45

9：00 ～ 16：45

2階~5階

9：00 ～ 20：30

9：00 ～ 16：45

1階~5階

9：00 ～ 16：45

9：00 ～ 16：45

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。

Closed

休館

3 月24日
（土）

前期授業開始

4 月 3 日（火）

祝日授業日

4 月 30日（月）振替休日
5 月 3 日（木）
「憲法記念日」
5 月 4 日（金）
「みどりの日」
5 月 5 日（土）
「こどもの日」

前期授業終了

7 月 16日（月）
「海の日」授業実施

※詳細は別途発表

補講期間

7 月 17日
（火）～ 7 月20 日（金）

前期学期末試験期間

7 月 21日
（土）
～ 7月30日（月）

夏期休業期間

7 月 31日（火）～9月14日（金）
【後期】

※最新の情報は図書館HPで確認してください。

図書の春季休業
長期貸出について

【前期】

オリエンテーション
Closed

1月1日
（月）～8日
（月）、1月13日
（土）、
2月3日
（土）、2月10日
（土）～2月14日
（水）
3月21日
（水）

※振替授業日は平日に準じます。

5 月19 日
（土）
・6 月16日
（土）

学内競漕大会（レガッタ）

10月27日
（土）

Closed

※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。

5 月 12日（土）

金曜不足分授業日

欅祭期間

10：15～16：45

※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。

4 月 9 日（月）

木曜不足分授業日

10月 19日（金）
～ 10月 21日
（日）

3月23日
（金）

情報図書館の開館に準ずる

4月 2 日
（月）～ 4 月 6 日
（金）

前期授業開始

金曜不足分授業日

土・日・祝日 春期休業期間

平日

3 月 22 日（木）～ 4 月 6 日（金）

健康診断

四大学運動競技大会

1月

情報教育用施設

4 月 4 日（水）

オリエンテ－ション

9 月29 日
（土）

情報図書館

各種施設開館時間（1月～3月）

4 月 3 日（月）

入学式

10月 8 日
（月）
「体育の日」

管財課
 放置自転車移動 ・ 保管 ・ 処分のお知らせ

【前期】
新入生プレースメントテスト

祝日授業日

式場が手狭なため、入場は卒業生・修了生のみ
となります。9：30までに入場してください。それ
以外のご来場の方々は、モニター会場受付（大
学6号館1階ロビー）
で式の様子をご覧いただくこ
とになります。詳細はポータルサイトで確認してく
ださい。
お問い合わせ：庶務運営課（本館２階）

の入試期間中は入構制限を設けませんが、以下
の点に注意してください。
1. 入試会場となる建物（ 2、3 、5 、6（１階教務部を
除く）、8 、9 号館）のほか、4号館への入館はで
きません。証明書自動発行機は 6号館１階教務
部内のものをご利用ください。

●大学

学位授与式

※入試会場の平穏を保つため、入試期間中の不要不急の来校は
ご遠慮ください。ご協力をお願いします。

 大学入試センター試験および
一般入試期間中の来校の自粛について

学年暦◆

今後の変更もあり得ますのでご注意ください。

1月15日（月）から、春季休業長期貸出を
行います。返却期限は3月31日（土）です。

食堂等

後期授業開始

9 月15日（土）

祝日授業日

9 月17日（月）
「敬老の日」
9 月24日（月）振替休日

学位授与式

9 月29日
（土）

祝日授業日

10月 8 日（月）
「体育の日」
11月 3 日（土）
「文化の日」
11月23日（金）
「勤労感謝の日」

冬期休業期間

12 月23日
（日）
～1月 6 日
（日）

後期授業再開

1 月 7日
（月）

後期授業終了

1 月11日
（金）

補講期間

1 月12日（土）～1月18日
（金）
1 月14日（月）
「成人の日」
補講実施

学期末試験期間
(1/23～1/31)

春期休業期間
(2/2～3/21)

第一学生食堂

10 : 00 ～ 16 : 00

11 : 00 ～ 14 : 00

通常営業

11 : 00 ～ 14: 00

第二学生食堂
第三学生食堂

11 : 00 ～14 : 00

Closed

Closed

Closed

６号館カフェ

08 : 00 ～ 18 : 00

Closed

通常営業

Closed

ファミリーマート

08 : 00 ～ 19 : 00

08 : 00 ～ 17: 00

通常営業

08 : 30 ～ 16:30 (入試期間は別途対応)

ブックセンター

10 : 00 ～ 17 : 00

Closed

通常営業

通常営業 (入試期間は別途対応)

後期学期末試験期間

1 月19日（土）
～ 1月28日
（月）

理容室

09 : 30 ～ 15 : 00
07 : 00 ～ 17: 00

通常営業

通常営業

春期休業開始

1 月29日（火）

トラスコンガーデン

（火）～（金）9：30～16：00
07 : 00 ～ 19 : 00

通常営業

通常営業

ATM

08 : 45 ～ 20 : 00

08 : 45 ～ 18 : 00

通常営業

通常営業

学位授与式

3 月19日（火）

場

所

平日

土曜

※オリエンテーション期間中は、第一学生食堂・ファミリーマート･ブックセンター･理容室のみ営業予定です。
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Campus Information
September-December

9-12 まとめて 読 む 出 来 事
成蹊学園にてインターンシップ
研修を実施

9.21

S EPT EM B ER

10.7,14,21 11.4

2017年度後期協定留学生歓迎式

NOVEM BER

O C TOBER

2017年度後期公開講座
「ロシア」

本学在学
昨年8月31日から9月6日の5日間にわたり、

昨年 10月7日・14日・21日、
11月4日のいずれも土

生を含む10名が成蹊学園にてインターンシップ研修

曜日、
2017 年度後期公開講座
「ロシア」
が開催さ

を行いました。
昨年は学園6部署を回り、
各部署の業

れました。今年はロシア革命から100 年という節

務内容をはじめ、
現場見学やグループワーク実習を

目の年でもあることから注目が集まり、
ロシアの歴

通じて大学職員の業務について学びました。

史や文化について様々な切り口で講演が行われ、
各回とも大盛況でした。来年度も、
前期・後期に

11.2

NOVEM BER

こころの豊かさのためのプログラム２
「マインドフルネス体験」
昨年 11月2日に、今この瞬間に気づき自分の呼
吸・身体に意識的に注意を向ける体験をしまし
た。参加者からは
「今」
に集中することで心が穏や
かになった、普段どれだけ意識が散っていたか等
の感想が寄せられました。

新テーマで開催予定です。
本学の学生をはじめ、
どなたでも事前の申込みなく参加可能です。
是非

11.27

お越しください。
詳細については、
本誌および大学

HPにてお知らせします。
昨年 9 月 21 日、本館大講堂にて後期協定留学

いました。前期受入れの 2 名と合わせて 18 名と

生歓迎式が行われました。7 カ国 10 校の協定大

なった協定留学生は、成蹊大学での日々を過ご

学より 16 名の留学生を迎えました。留学生の皆

しつつ、日本の文化を学んでいます。

さんは、緊張しながらも日本語で自己紹介をして

10.11-14

O CTOB E R

ブックハンティング

昨年 10月11日、12日、14日にジュンク堂書店吉祥

寺店にて図書館主催によるブックハンティングが

経済学部特別表彰式について

10.16

O C TO B ER

開催されました。参加した計 18 名の学生は思い思

10.19

第28回欅賞（日本文学科研究奨励賞）

昨年11月27日
（月）
、
欅賞
（日本文学科研究奨励賞）

O C TOBER

表彰式が行われました。
受賞者は次のとおりです

学生相談室主催
―らんちょんミーティング秋報告―

【大学院生の部】
優秀作・佳作 該当作なし

昨年10月19日の昼休み、
らんちょんミーティング

【学部生の部】

が開催されました。
パンとワークを楽しみ、学部・

優秀作 該当作なし

学年を越えた交流ができたようです。大学は、知り

佳作
小笠原 はづき
（日本文学科3年）
『源氏物語』外見から見る朱雀帝論

合いや気の合う友人を作るのに案外苦労するこ
ともあります。
そんな時、
どうぞ学生相談室のドア
をたたいてみてください。

いにフロアをまわり、図書館に所蔵したい本を選び

N OVE MBE R

辻 志織
（日本文学科3年）
紫の上と明石の君─嫉妬する女と嫉妬される女─

ました。今年度は合計で 164 冊の本が選書され、
参加者からは「普段手をのばすことのない様々な
ジャンルの本を見てまわることで興味を広げること

11.30

ができた」などの感想が寄せられました。選書され
た本は現在、参加学生制作によるPOPとともに、図
書館内に展示されています。ぜひ足を運んで手に
とってみてください。

10.20

■2017年度前期成績優秀者特別表彰
※展示終了時期は図書館HPを確認してください。

O CTO BE R

2017年度後期国際交流バスツアー

2017年度体育会総会

学業に対するモチベーション向上を目的に、各学
期において人物・品行・成績等において特に優良

であると認められた学生を表彰しています。
今回の特別表彰対象者は9名で、
内8名が昨年10
月16日に行われた表彰式に出席しました。表彰学
生には賞状と副賞（図書カード）
が贈られました。

昨年 11月30日、2017 年度体育会総会が本館大

11.17

講堂にて開催され、本年度の活動報告のほか、来
NOVEM BER

2017年度丸の内ビジネス研修
（MBT）成果発表会

年度の新役員が紹介されました。
また、
この１年間の活動で特に優秀な成績を収め
た団体および個人に対する表彰式が行われ、体
育会会長（学長）
より表彰されました。

昨年11月17日に、
東京・丸の内のコンファレンスス

■優秀団体賞

クエアエムプラス
（三菱ビル）
にて成果発表会が行

・

われました。
半年間にわたるプログラムで得られた
様々な学びと経験をもとに、
学生によるインターン
シップ成果発表および丸の内研修課題発表が行
■スペシャリスト認定証授与式

経済学部が提供する7つのスペシャリストコース

（通称：チャレンジセブン）
は、卒業後に各分野の

16

昨年 10月20日、留学生との交流を目的とした国

材の保管庫としても使用されていたそうです。
ネイ

際交流バスツアーを催行しました。青木ヶ原樹海

チャーウォークで冷えた身体も甲州名物のほうと

ネイチャーウォークでは、富士山の地底に眠る火

うで温まり、
ぶどう狩りではお腹いっぱい巨峰をい

山洞窟を探検。
ごつごつした崖を降りた先の暗闇

ただきました。
さまざまな体験を通じて富士の雄

に広がる洞窟内は年中気温が低いため、昔は食

大な自然を満喫したバスツアーとなりました。

ZELKOVA 2018. Winter

スペシャリストとして活躍する人のために設けられ

われ、
当日は協力企業19社・30名の方々にお越し
いただきました。

の成績で修めると、
その専門分野の
「スペシャリス
昨年10月16日に行われた認定証授与式に出席し
ました。認定学生には賞状が贈られました。

水泳部
関東学生水球リーグ戦 2部優勝、第93回
日本学生選手権水泳競技大会水球競技出場

■優秀個人賞
・

弓道部 石原魁人
第47回全関東学生弓道選手権大会男子個人
ベスト16

・

硬式野球部 澤木恒成
東都大学野球3部リーグ秋季リーグ戦で
本塁打、打点の2冠王

・

ゴルフ部 多戸仁一
平成29年度関東大学秋季C、Dブロック
対抗戦最優秀選手

ている制度です。各コースで指定する科目を所定
ト認定証」
が授与されます。今回対象者は5名で、

NOVEM BER

11.13-12.1

NOVE MBE RDECE MBE R

2017年度図書館企画展示
昨年11月13日から12月1日まで、図書館2階アトリ
ウムにて、
「小栗虫太郎

～PANDEMONIUM（大

魔城）の扉を開く～」
を開催しました。2016 年度
に購入・寄贈により本学図書館の収蔵となったミ
ステリー作家・小栗虫太郎の関係資料の中から、
『黒死館殺人事件』の草稿や創作メモ、
『 完全犯
罪』
の完全揃い清書原稿などが一般公開され、学
内外から多くの見学者が訪れました。昨年11月25
日には文学部浜田雄介教授によるギャラリートー
クも開催され、
こちらも多くの方が参加されまし
た。収蔵資料は今後の研究に資するよう、適切な
管理を行っていきます。

ZELKOVA 2018. Winter
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第68回

四大戦

第68回 四大学運動競技大会
去年度の雪辱を
晴らし念願の

完全優勝!!

昨年 10月20日から22日までの3日間、成城大学に
おいて開催された第 68回四大学運動競技大会。
今年度は昨年度の雪辱を晴らし、見事完全優勝を
勝ち取りました！

四大学運動競技大会は、戦前に旧制高等学校であった共通の歴史を持つ、4つの大学が集っ
て行われる伝統ある競技大会です。体育会所属団体同士で行われる正式種目と、各大学の代
表で行われる一般種目に分けて勝敗を競います。
総合（正式種目と一般種目の合計）

第69回四大戦推進局長

法学部4年

法学部3年

正式種目

一般種目

教職員種目

1位

成蹊大学 114.5点

成蹊大学 82.0点

成蹊大学 32.5点

成城大学 4点

2位

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

武蔵大学 84.5 点

武蔵大学 63.5点

成城大学 20.5点

学習院大学 1点

今 年 度は完 全 優 勝 でしたが 、来
年は学習院の追い上げの勢いが
増しそうなので、新たに気合を入
れ直し、二連覇に向けて頑張りた
いです! 応援宜しくお願いします!

第68回四大戦推進局長

小泉 直也さん

勝利の
寿司ケーキ！
！
！

■四大学運動競技大会（四大戦）
とは？

!!
の大快挙
46年振り

自分の代で46年ぶりの完全優勝
を勝ち取るという大 役を果た せ
て、胸がいっぱいです！大学生活
での1 番 の思い出となりました。
ありがとうございました！

歴史的
大勝利！

FIGHT!
FIGHT!

体育会本部一同！

小林 彩さん

優勝
おめでとう！
！

ZELKOVA NEWS

編集委員交代の挨拶

旧 編集委員

法学部

湯原 心一 先生

原稿の執筆や取材に協力して下さった学生及び先生方に御礼申し
上げます。紙面レイアウトの改編を経て、新しくなった
『 ZELKOVA 』
がますます発展することを一読者として楽しみにしています。

『ZELKOVA』
編集スタッフ募集！

撮影：写真部
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しばらくお休みをいただいておりましたが、ZELKOVA編集委員に復帰いたし
ました。お休み中のほんの一年くらいの間に
『 ZELKOVA 』が色々と「進化」を
遂げていて正直少し驚いていますが、さらなる進化を楽しみに、
『 ZELKOVA 』
がより皆さんのものとなるように頑張っていきたいと思います。

『 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
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、
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。
編集：

熱戦を
ありがとー！
！

新 編集委員

法学部 北島 典子 先生

2018 年 1 月 10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） 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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