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ご入学おめでとうございます

TOPICS 駒沢に移転して100年
　今年2013年は、駒澤大学がここ「駒沢」の地へ移
転して100年目です。
　1913年1月、駒澤大学（当時、曹洞宗大学）は、麻布
日ヶ窪から現在の駒沢（旧東京府荏原郡駒澤村）に
移転しました。本誌では、308号（7月10日発行）、
309号（10月15日発行）で、この１世紀にわたる駒澤
大学、周辺地域の変遷等の特集を予定しています。

移転当時の駒澤大学

未来に繋がる
　　　自分へ繋げる
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入学を祝して入学を祝して

―春眠暁を覚えず
―　春は陽気が心
地よく、いつまで

も寝ていたいのが人情である。この詩
を詠んだ唐の孟浩然もきっと春を好ん
だ一人であったのだろう。この後に
「処

しょしょてい

処啼鳥
ちょう

を聞く　夜来風雨の声　花
落つること知る多少」とつづく◆眠気
をはらい頑張って起きてみると、とこ
ろどころで鳥のさえずりが聞こえて良
い天気であることに気づき、夜中に雨
が降って花がどれほどか落ちていたこ
とか、と朝の情景を知る◆日本では早

起きは三文の徳という。朝早く起きる
ことの効能は昔から強調されてきた。
早寝早起きが身体に良いことも科学的
に分かっている。それは夜中に成長ホ
ルモンが出るからで、深夜に目覚めて
いると成長ホルモンが出にくくなり健
康を害するという。また、良質の睡眠
は学習効果を高めるといわれている◆
一方で春の夜の静けさに価値を見出し
ている詩人もいる。「春

しゅんしょう

宵一
いっこく

刻　
値
あたいせんきん

千金」を詠った蘇軾である。ただ、
高級官僚であったはずの蘇軾の一生
は、左遷に次ぐ左遷で幕を閉じた。お

上に物申すこと多く、主流派から疎ん
じられたのが所以らしい。詩人の好ん
だ春の宵に、あれこれ物思いをし過ぎ
たか◆大学は新学期を迎え、多くの学
生でにぎわっている。学生たちの顔も
冬に比べると笑顔が多いようだ。願わ
くば、入学あるいは進級した喜びを忘
れずに、履修した全ての講義に出席し
次の春の笑顔につなげてほしい。希望
に満ちた大学生活、まずは早寝早起き
という基本的な生活習慣から始めよ
う！

一転語について 一
い っ て ん ご

転語とは、「心機を一転させる語。迷いを転じて悟りを開かせる一語」という意味です。本年
度の執筆は、仏教学部村松哲文先生と総合教育研究部河谷淳先生のお二人にお願いしています。

「未来に繋がる自分へ繋げる」（駒澤大学キャッチコピー）
 2008年7月に学生・同窓生・教職員対象に募集したキャッチコピーから決定された。
現在、本学の広報活動等で広く使用されている。

（2013.4.2）

学長　廣瀬　良弘 420年の歴史・伝統と建学の理念

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。いま私
たち教職員と在校生一同は、皆さんを本学の新たな一員と
してお迎えできた喜びをかみしめております。
　いよいよ皆さんは、駒大生としての一歩を踏み出します。
この出発のときにあたり、今後皆さんの母校となる駒澤大
学の歴史と建学の理念をご説明しておきましょう。駒澤大
学は、我が国はもとより世界的に見ても、最も長い歴史と
豊かな伝統を持つ大学のひとつです。近代的なかたちの大
学になったのは131年前。そのとき校地は麻布北日ヶ窪（現
在の六本木ヒルズあたり）にありました。そして、そこから
この駒沢の地に移転して今年でちょうど100年が経ちます。
　さらに、前身の「学林」（旃檀林）まで遡ればなんと421
年の歴史があります。「学林」は江戸城近くの駿河台吉祥寺
の境内に建てられたことに始まります。徳川家康の江戸入
城の3年後のことでした。
　この「学林」は仏教と漢学を研究し教育する曹洞宗の施
設でした。駒澤大学は、仏教の教えと禅の精神を建学の理念、
つまり教育・研究の基礎としていますが、それはこの「学林」
の伝統を受け継いでいるからです。ただし建学の理念の由

来ということから、駒澤大学の伝統を厳密にたどれば、「学
林」も一経過点に過ぎず、それは曹洞宗の開祖・道元禅師
（1200 ～ 1253）に連なり、究極的には紀元前5～ 4世紀の釈
迦に至ります。
　大切なのは、この伝統の受け継がれ方です。仏教の教え
と禅の精神は、師から弟子へと、教育・研究の絶えざる地
道な努力をとおして受け継がれてきました。駒澤大学の伝
統には、師から弟子へ、そしてまたその弟子へと連綿と続
く教育・研究が、太い背骨のように貫いているのです。
　この教育・研究の努力の伝統こそが、その後、本学にお
ける多種多様な学問研究の開花を促し、本学を総合大学へ
と発展させてきました。私たち駒澤人が何より誇れること、
それはこの教育・研究の努力の伝統です。
　この伝統を建学の理念として端的に表現するのが「行学一
如」という言葉です。これは、大学では「行」（自己形成）と「学」
（学問研究）は別のことではなく、学問研究を自分の血とし
肉とすることによって自己を形成し人間として成長しなけれ
ばならない、という意味です。この言葉を念頭に、何事にも
積極的に挑戦し、充実した4年間をお過ごしください。
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　本紙を手に取る人で、4月8日が、仏教の開
祖、釈迦牟尼世尊（釈尊）の誕生を祝う釈尊
降誕会（仏生会、灌仏会、花まつり）である
ことを知らない人は少ないはずである。日は
違っても入学式の式場入口に設けられた花御
堂で、小さな誕生仏に甘茶をかけると、春の
うららかな陽気とともにあたたかな気持ちに
なる。
　2500年前の釈尊の誕生に、現代のわれわれ
が思いを寄せることを疑問に思う人がいた
ら、わたしたちが、両親や兄弟、親友、恋人
といった、親しい人の誕生日を祝うのはどう

してだろうと考えてみてほしい。
　それは、その人が今の自分にとってかけが
えのない人であるからに他ならない。多くの
時間を共有し、お互いを認め、信じ、頼り頼
られるように深く関わっている、その人に「い
つもありがとう」「これからも元気で」との
思いを込め、誕生日を祝福するのである。
　新年度を迎え、自分を見守り支えてくれて
いる人との深き縁を感じ、その人にどのよう
に応えられるかを考えてほしい。仏教徒が降
誕会を祝うのは、釈尊との縁を確認し、今の
自分を確かなものとするためである。

釈尊降誕会 仏教学部准教授　松田　陽志

大学ホームページのTOP画面がリニューアル！
トップページがリニューアルされ、より見やすく・分かりやすくなりました。

在学生専用ページへのアクセスは
ここから！

在学生が運営するゼミ・サークルブログや、広報課やキャリ
アセンター、入学センターなどが運営するブログが集まった
駒大のブログポータルサイト。
さまざまな人たちの目線で、駒澤大学の魅力を伝えています。
http://www.komablo.jp/top.php5

広報課が運営する大学公式のFacebook。
授業やサークルの動きを、リアルタイムで発信中です。ここで
しか見られない写真も多数掲載。
是非、「いいね！」してください！
http://www.facebook.com/komazawa.university 

コマブロ 駒澤大学Facebook

学生団体、教職員のブログを集めた
ブログポータルサイト「コマブロ」 
へのアクセスはここから！
コマブロには、現在36のブログが登
録されています。

巨大バナーには、最新のお知らせ
をスライドで表示！
気になるバナーをクリックすると
特設ページにアクセスできます。

大学公式Facebookも、新たにリンク。
アクセスはここから！

経理研究所
　平成24年度公認会計士試験に、本学出身者が６人（うち
１人は４年生）も合格するという快挙が果たされた。
　信田裕介氏（経済学部4年生）、木村知恵氏（2012年経営
学部卒）、倉持寛氏（2011年経営学部卒）、小林慎司氏（2010
年経済学部卒）、小松貴行氏（2012年経済学部卒）、花本慎
太郎氏（2008年経済学部卒）である。
　平成24年の受験願書提出者数17,894人に対して、合格者数
1,347人、合格率は7.5％である。このうちの６人が本学出身

者であることは、心強く、また本当に喜ばしい。本学からは、
毎年コンスタントに合格者を輩出しており、今後が期待さ
れる。
　経理研究所では、公認会計士・税理士試験の基礎として、
日商簿記検定試験３～１級講座を開設し、バックアップしてい
る。３級は初歩、２級は経営・経済学部生が履歴書に記載
できるレベル、１級は公認会計士・税理士直前レベルである。

〔経理研究所： 深沢キャンパス５階　TEL・FAX 03（6381）8905〕

公認会計士試験に6人が合格！公認会計士試験に6人が合格！

入学を祝して入学を祝して
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　受験で明け暮れるような高校生か
ら晴れて大学生に生まれ変わったよ
うなわくわく気分で今日を迎えたこ
とでしょう。色々な希望や夢や計画
を温めていることと思います。では
次に目指すゴールは？ そのゴールの
輝きで現

い ま

在は新たな勉学の道もむし
ろ輝いて見えているかも知れませ
ん。この事態を仏教やそれが否定し
たヒンドゥー教では輪

り ん ね て ん し ょ う

廻転生と呼び

ましたが、それを上昇の契機とポジ
ティヴに捉えたのが後者のヒンドゥ
ー教、一方、環境がいくら変わろう
と心持ちが変わらない限り似たり寄
ったりと否定的に捉えたのが前者の
仏教でした。
　皆さんには是非その仏教の精神を
汲んで、日々の勉強そのものを喜び
と感じて生きる爽

さ わ

やか無比な若者を
目指して欲しいものです。

さわやかな人間たれ！

仏教学部長

金沢    篤

　ご入学おめでとうございます。
　数々の難関を乗り越えた諸君に心
よりお祝いを申し上げます。　
　今、諸君の胸は希望で光輝き大き
く膨らんでいることと思います。駒
澤大学は諸君の色々な要望に応えら
れる大学ですので、これから 4 年間
の大学生活を十分に堪能してくださ
い。しかし、大学生活には試練もつ
きものです。時々、学問上の悩みだ

けでなく人間関係など色々な理由で
悩む人がでてきます。そういう場合
は、物事を他の視点から考える訓練
をしてみてください。単に自分の視
野を広げるのではなく、色々な方向
から眺めなおすと、意外に問題が解
決することが多いのです。クイズな
どで、見方・考え方を変えると問題
が解けることがあるのと同じです。

視点を広げよう

文学部長

谷口　泰富

　入学おめでとうございます。
　月並みな言葉ですが、大学に入っ
たら大いに勉強してください。日本
の大学生について世界からは「もっ
とも勉強しない学生」と言われてい
ます。不名誉なレッテルを貼られな
いように勉強しましょう。これまで
のような試験のための受け身の勉強
ではありません。日本の経済や社会
には問題が山積しています。答えの

無い問題を解くための勉強が求めら
れます。そのためにはまず質問する
力を付けましょう。分からないこと
を恥ずかしがらずに聞くというのが
質問の基本です。そのつもりで聞く
と疑問が湧いてくるはずです。質問
は理解につながり自分の意見が生ま
れます。私たち教員は皆さんから質
問攻めに会う日を待っています。

質問する力を

経済学部長

小栗　崇資

　新入生の皆さん、駒澤大学へよう
こそ。
　これからの 4 年間は、おそらく皆
さんの長い人生のなかでも一番時間
に余裕があり、しかも体力、気力の
充実した素晴らしい時期になるでし
ょう。でも、うかうかしていると時間
は駆け足で過ぎていってしまいます。
　有意義な学生生活を送るにはどう
すればよいのでしょうか。もちろん

勉強も大事ですが、しっかり遊ぶこ
とも同じくらい大事です。ただし、シ
ョッピングやゲームだけが遊びでは、
本当の意味で人生を楽しむことはで
きません。
　「遊びにも教養が必要だ」とは、あ
る遊びの達人の言葉です。皆さんも
人生の楽しみをみつけるために、学
生時代に楽しみのタネを蒔き、じっ
くり育てていってください。

楽しみのタネを蒔こう

法学部長

大山　礼子

　「どんぐりの背比べ＝みな同じく
らい」という言葉があります。私は
会計の教員なので、税理士と公認会
計士試験に例を取ります。
　毎年、この試験に合格する学生が
います。「あの子が？」と友人たちは、
まず一様に驚きます。ごく普通の駒
大生が栄えある栄冠を得たからで
す。
  憧れと努力の成果です。「どんぐり

の背比べ」から、わずか 2 〜 3 年の
ことであり、若い人の成長には目を
見張るものがあります。
　一気に増える自由時間。青春を謳
歌しながら、4 年後の卒業を見すえ、
打ち込める何かを探してください。

ご入学おめでとう！  

経営学部長

片桐　伸夫
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　ご入学おめでとうございます。医
療健康科学部は、医療をとおして社
会に貢献できる人材を育てます。今、
社会に求められているのは、自分で
考えて行動できる人です。そのため
には、基礎力が大切です。また、４
年生最後の診療放射線技師国家試験
でも基礎学力がないと、後半にどん
なにがんばっても合格できません。
もう一つ大事なのは、人間力です。

患者さんの痛みがわかって行動でき
る、「利他」の精神を身につけてくだ
さい。それと笑顔も。大学の４年間
は、人生で最も時間のある時なので、
たくさんの本を読み、人生を考えて
ください。また、日記をつけるとい
いですよ。
　では、４年間を意義あるものに。
勉強でも遊びでも大事なのは、それ
を楽しんでやることです。

考える力と基礎力を！

医療健康科学部長

瀬尾　育弐

　新入生の皆さん、入学おめでとう。
まず、努力を積み重ね合格をされた
ことを誇りに思ってください。しか
し、同時に、多くの人々、家族や先生、
友人等に支えられたことも忘れない
でください。
　入学にあたり、GMS 学部として
心から歓迎します。そして、本当に
大変な時代を生き抜いていかねばな
らない、あなたたちに、シンプルな

メッセージを伝えます。第一に、自
分の人生の見取り図を早い学年から
描くようにしましょう。それも単線
でなく、複線で。第二に、自分の当
たり前は他の人の当たり前でないこ
とを認め、様々な当たり前を正面か
ら受け止めましょう。最後に、日本
の外に出る経験を、早めに計画し、
何度も体験してみてください。何か
が見つかるはずです。

Welcome to GMS学部！

グローバル・メディア・
スタディーズ学部長

川崎　賢一

　夢があっても環境や能力に恵まれ
ていない。努力しても運が悪くて失
敗ばかり。こんな思いにとらわれた
時は、考えてみてください。苦しみ・
悲しみ・不安・後悔などは、まとも
に生きている人の「証し」なのだと。
外からは順調で輝いて見える人が、
重い苦難を背負っていることも多い
のです。
　世界に冷たい嵐が吹き荒れていた

ら、心だけは温かくして過ごしたい
ものです。その温かさが、ほんの少
しでも周りの人たちの救いになるこ
とだって、あるかもしれない。そん
な奇跡のようなことが一度でも起こ
れば、この世も捨てたものではない
よ。きっと。

心だけは温かくして

総合教育研究部長

池上　良正

　ご入学おめでとうございます。心
からお祝いを申し上げます。
　法曹教育制度そのものが揺らいで
いるなか、あえて法科大学院に進学
なされた皆さまには、それぞれ確固
たる志があることかと存じます。わ
たくしども教職員は、一丸となって、
お一人お一人の志を実現するお手伝
いをいたします。
　皆さまにおかれましても、入学さ

れたこの日から、砂時計の砂は刻一
刻下に向かって落ちていっているこ
とを自覚し、わたくしどもとの誠実
で緊密な信頼関係のもとで、真摯に
かつ意欲的に日々の学習に取り組ん
でください。そして、是非、皆さま
の先輩方が作り上げてきた「人に寄
り添い、社会と繋がる駒澤法曹」の
伝統を受け継ぎ、さらに後輩へと引
き継いでいってください。

さらなるステップへ

法曹養成研究科長

對馬　直紀

４月から学長が代わり新体制スタート！
　廣瀬良弘新学長が就任し、新体制が発足しました。「新入生へのメッセージ」を寄せた学部・研究部・研究科長と
ともに、以下の先生が皆さんのキャンパスライフをサポートします。

副学長････････････････････桑田　禮彰　　教授（総合教育研究部）
副学長････････････････････久保田　昌希　教授（文学部）
図書館長･･････････････････日笠　完治　　教授（法曹養成研究科）
教務部長･･････････････････猿山　義広　　教授（経営学部）
学生部長･･････････････････長谷部　八朗　教授（仏教学部）
入学センター所長･･････････瀧音　能之　　教授（文学部）

国際センター所長･･････････上野　勝広　教授（総合教育研究部）
総合情報センター所長･･････舘　健太郎　教授（経済学部）
コミュニティ・ケアセンター所長
･･････････････････････････遠藤　司　　教授（総合教育研究部）
保健管理センター所長･･････西尾　誠示　教授（医療健康科学部）
禅文化歴史博物館長････････永井　政之　教授（仏教学部）
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困ったときはここで解決！

　図書館では、試験期間を含む授業期
間中、図書館1階を8時30分から利用で
きる『図書館モーニングサービス』を
行っています。1階の利用者ＰＣ、新

図書館HP
www.komazawa-u.ac.jp/cms/library

図書館の利用について
「図書館モーニングサービス」

聞・新着雑誌の閲覧が利用できますの
で1時限の授業前に是非ご利用くださ
い。なお、9時からは貸出・返却など
すべてのサービスを利用できる通常開
館となります。利用についての詳細情
報は図書館のホームページに掲載して
いますのでご確認ください。

＊８時30分から9時までは１Fカウン
ターを含む各カウンターのサービスは
行いませんのでご注意ください。

こんなとき 窓　口 場　所
学部の履修、試験、成績 教務部⑦〜⑩番窓口

本部棟１階
大学院の履修、試験、成績 教務部⑤番窓口
教職課程・資格講座 教務部②番窓口
証明書、保証人住所等の変更 教務部①番窓口
奨学金 学生部③番窓口

１号館１階落し物・忘れ物 学生部②番窓口
就職・キャリア キャリアセンター
健康診断・体調相談 保健管理センター 禅研究館１階
パソコンを使いたい パソコン自習室 ４号館１階

海外留学 国際センター事務室 深沢校舎２階 
※駒沢キャンパスから徒歩５分

　履修、授業、奨学金、就職相談…など、入学後に聞いてみたい、相談して
みたいのにどちらの窓口へ行けばいいのかわからないことが多いのではない
でしょうか？困ったときは、直接、事務取扱窓口でご相談ください。

KOMAZAWA
CAMPUS
MAP

駒大生として、
誇りある行動を
心がけてください

246号

左側通行

１ ．国道246号の歩道は左側を歩きましょう（住宅街は通り抜けできません）。
２ ．歩道では2列通行、雨天時は1列通行をしてください。
３ ．友人と入退構する際は、大声で話さないよう気をつけてください。
４ ．北門に続く「大学専用道路」は住宅が近接しています。特に静かに歩いてください。
５ ．大学警備員の指示に従ってください。
６ ．混雑時は、北門の時差退構をお願いします。

正門は終日、北門は8時～14時の間は入構専用・14時～19時の間は退構専用で利
用できます（北門は授業のない時期など閉鎖される場合があります）。通学路のマナー

リサイクル

キャンパス内のゴミは、一般家庭とは異なる分別を行っています。ゴミのマナー
１ ．ゴミ箱の表示に従って、分別してください。

　　　

２ ． ゴミの減量と、3R【リデュース（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再生利用）】
にご協力ください。

可燃ゴミ……… 紙、割りばし
プラゴミ……… 弁当ガラ、カップ麺容器、コンビニ袋、ビニール類
空き缶・ビン… リサイクル
ペットボトル… リサイクル

１ ． 喫煙は、必ず喫煙室・喫煙所で行ってください。
２ ． 吸殻は必ず灰皿に捨ててください（ポイ捨てはしないでください）。
３ ． 設置された灰皿に、ゴミ・空き箱・缶・ペットボトルを捨てないでください。
４ .  吸う人も吸わない人も、心地よく過ごせる環境づくりにご協力ください。

喫煙のマナー

　世田谷という閑静な住宅街の中にある駒澤大学。日頃の通学やキャンパス内での行
いは、自分で思うよりも周囲の方の目に留まるものです。大学生として、駒大生として、
心身ともに大人であることが求められています。
　これからもマナーや節度を守りながら、楽しい大学生活を送りましょう！

駒澤マナー キャンパスライフを楽しく過ごすために

〔訂正とお詫び〕　3月25日発行　学園通信306号6面「平成24年度　学長賞表彰」に掲載した氏名に誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。　　誤：信田　祐介　　　正：信田　裕介
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■体育会  
合気道部 
第50回全日本合気道演武大会
女子合気道部
第50回全日本合気道演武大会
アイススケート部
関東大学アイスホッケーリーグ戦2部リーグ
アメリカンフットボール部
関東学生アメリカンフットボール2部リーグ
　Aブロック優勝
居合道部
第44回東日本学生居合道新人戦　3位
一般スキー部
全国学生岩岳スキー大会
空手道部
第48回東日本大学空手道選手権大会
第55回全国空手道選手権大会　大学総合優勝
弓道部
男子リーグ戦　4部優勝
剣道部
第５８回全日本仏教系大学　男子団体準優勝
第31回全日本女子学生剣道優勝大会
硬式テニス部
平成24年度全日本学生テニス選手権大会
平成24年度関東大学テニスリーグ男子2部　6位
平成24年度関東大学テニスリーグ女子1部　6位
ゴルフ部
日本学生ゴルフ選手権
サッカー部
2012年度第36回総理大臣杯全日本大学サッカー
トーナメント　3位
JR東日本カップ2012第86回大学サッカーリーグ戦
自転車部
第28回全日本学生選手権　個人ロードレース
第６８回全日本大学対抗自転車競技大会
自動車部
平成２４年度全日本学生ジムカーナ選手権大会
射撃部
平成24年度関東学生ライフル射撃大会兼関東学
生AR・SBR大会
柔道部
全日本学生柔道優勝大会
全日本学生柔道体重別選手権大会
準硬式野球部
平成24年度東都大学野球準硬式野球2部リーグ戦
　優勝　1部昇格
少林寺拳法部
第46回少林寺拳法全日本学生大会
相撲部
第91回東日本学生相撲選手権大会　Ｂクラス優勝
第90回全国学生相撲選手権大会　Ｂクラス優勝
体操競技部
東日本学生体操競技選手権大会
第66回全日本学生体操競技選手権大会

（女子1部昇格）
第66回全日本体操競技団体・種目別選手権大会
　個人女子跳馬4位入賞
卓球部
平成24年度全日本卓球選手権大会
平成24年度関東学生リーグ戦
　春季1部4位、秋季1部5位
軟式庭球部
首都リーグ戦　2部　3位
日本拳法部
第46回少林寺拳法全日本学生大会

バスケットボール部
第88回関東大学バスケットボール2部リーグ戦　4位
バドミントン部
関東学生バドミントン選手権大会
男子バレーボール部
第31回東日本バレーボール大学選手権大会
平成24年度第65回秩父宮杯全日本バレーボール
大学男子選手権大会
ハンドボール部
関東学生ハンドボール秋季リーグ戦　6部　4位
競技ダンスクラブ
全日本学生選抜競技ダンス選手権大会
ボウリング部
第43回東日本学生ボウリング選手権大会
第43回東日本学生選手権大会
ボクシング部
第67回国民体育大会ボクシング競技2階級　優勝
第80回全日本アマチュアボクシング選手権大会
　２階級　優勝
関東大学ボクシングリーグ戦　1部　3位
硬式野球部
東都大学野球リーグ戦1部春季リーグ　4位
　首位打者　ベストナイン3人
東都大学野球リーグ戦1部秋季リーグ　3位
　首位打者　ベストナイン2人
洋弓部
関東学生アーチェリー連盟春季リーグ戦
　女子3部ブロック優勝（2部昇格）
ヨット部
関東学生ヨット春季選手権大会
関東学生ヨット秋季選手権大会
ラグビーフットボール部
関東大学ラグビーフットボール2012秋季リーグ戦
陸上競技部
第24回出雲全日本大学選抜駅伝競走
第44回全日本大学駅伝対校選手権大会
　優勝（大会新）　区間新1人
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走
　総合第3位　復路優勝　区間賞3人　
ワンダーフォーゲル部
甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山登山
チアリーディング部　BLUE　JAYS
全日本学生選手権大会
男子ラクロス部
第25回関東学生ラクロスリーグ戦
　2部リーグAブロック　2位
女子ラクロス部
第２５回関東学生ラクロスリーグ戦
　3部Bブロック　5位
オーストラリアンフットボール部“マグパイズ”
TOP　LEAGUE　2012　３位

■文化部  
囲碁部 
春季学生囲碁大会
演劇研究部
第161回公演『今夜は死ぬまでバンガロー』
第162回夏公演『ヴェニスの商人』
第163回秋公演『彼らはバナナで鯛を釣る』
合唱団
第50回定期演奏会
第14回ジョイントコンサート
ギタークラブ
ウィンターコンサート
ギターマンドリン倶楽部
第42回定期演奏会
ジョイントコンサート

写真部
紫陽花展
駒澤大学写真部2年展
書道部
第46回駒澤大学書道部書作展
吹奏楽部
サマーコンサート　2012
東京都アンサンブルコンテスト　1位
第49回定期演奏会
鉄道研究会
松屋銀座鉄道模型ショー
美術部
心展　ところてん
オール駒展
落語くらぶ
駒大寄席
軽音楽部ジャズ研究会
第2回定期演奏会
軽音楽部ポピュラー研究会
七夕ライブ

■任意団体  
管弦楽団
第３０回春季演奏会
第35回記念定期演奏会
Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｓｑｕａｒｅ
6月ライブ
11月ライブ
駒沢フォーク村愛好会
駒沢フォーク村愛好会クリスマスライブ
サウンドアスレチック
定期ライブ
手話サークル「かえで」
前期・後期交流会
将棋愛好会
平成２４年度関東大学将棋連盟　秋季団体戦
戦国史研究会
古代史研究会
歴史研究会合同研究発表会
陶芸倶楽部
展示会
應援指導部ブルーペガサス
陸上競技部（出雲・伊勢・箱根）・硬式野球部　応援
天馬祭
神宮への誘い
放送研究会
番組発表会
Ｍｏｄｅｌｅｒｓ
静岡ホビーショー
駒澤Ｒ＆Ｂ同好会
秋刀魚ライブ
ジャズダンスサークルＦＬＡＰ
ジャズダンスサークルＦＬＡＰ第3回公演
写真美術部
紫陽花展
写真展
法学研究会
第62回全日本学生法律討論会

サークルの活動状況（平成24年度）

　3月 11日（月）駒沢キャンパスの記念講堂にお
いて、龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部とチャ
リティージョイントコンサートを行いました。
　交流会なども行い親睦を深め、本番をとても良
い雰囲気で迎えることができました。3部の合同

ステージでは両大学がともに演奏をし、互いに良
い刺激を受けましたので、今後の活動もより一層
気合いをいれて臨んでいきたいと思います。

（経済学部経済学科４年　黒崎　優美子）

法人諸学校ニュース

法人 諸学校ニュース

龍谷大学吹奏楽部×駒澤大学吹奏楽部
チャリティージョイントコンサート2013開催！

大 学からのお 知らせ
は、駒澤大学ケータイ
サイトでも見られます。

（2013.4.2）8


