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◆駒沢公園では
今200本以上の桜
が咲き誇ってい

る。紀友則「久方の　光のどけき　春
の日に　しづこころなく　花の散るら
む」、西行「願はくは　花の下にて　春
死なむ　その如月の　望月のころ」、
梶井基次郎は「桜の樹の下には屍体が
埋まっている」との名文を残し、萩原
朔太郎は花弁の散る様子に涙した──
幾多の文学に残されてきたように、桜
の禍

まがまが

々しいほどの美しさと儚さは、昔
から日本人の心を捉えて離さない◆諸

行無常は世の常としても、満開の桜が
散っていく光景はなんとも儚い。「儚」
を「人の夢」と表わした一字は確かに
的を得ているといえよう。古語にあっ
ては「はか」は区画や空間を意味し、「は
かなし」とは限定された空間の不在性
と解釈する説もあるようだ。古来の文
学においても満開の桜と死のイメージ
は重なっている。ただし、日本人の胸
中では「儚さ」は肯定されている◆こ
の春、半世紀前の1964年に開催された
東京オリンピックの練習会場ともなっ
た本学体育館が、その役目を終えて取

り壊される。ここは授業や部活などの
他、入学式と卒業式の式典会場として、
これまでに延べ17万人の駒大生の晴れ
の日を祝ってきた◆人の生きる意志は
儚さを否定しない。桜の散り際は、決
して消滅のためにあるわけではない。
花は咲き、散り、若葉に季節をゆずっ
ても、必ず年輪というかたちを残して
いく。駒澤大学での学生生活が人生の
中での限られた期間であるからこそ、
よりよく生きようと悩み、咲く時を知
れば、喜びに満ちあふれて咲き誇って
ほしい。

一転語について 一
いっ

転
てん

語
ご

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。

学長　廣瀬　良弘

入学を祝して
ワンキャンパスで多様な学問に触れよう。

　新入生の皆さん、ご入学お
めでとうございます。皆さん
の将来は、この駒澤大学での
４年間で何を学んだのか、何
を身に付けたのかにかかって
いるといっても過言ではない
でしょう。どのような調査を
すればどのようなことがわか

るのか、どの場所に行けば、何をひもとけば何が解明できる
のか、自ら多くのデータを積み重ね、それをいかに有効に使
いこなせるかが重要です。
　「随処に主となれ」という禅の言葉があります。常に主体
となって物事を考え、常に自分が今できることは何かを考え
て行動せよという意味です。目的を持って入学された人も、
これから、勉学していく中で目標と出会う人もいるでしょう。
皆さんのたゆまぬ精進に期待したいと思います。
　さて、本学の特色は、ワンキャンパスで７つ全ての学部が
共に学べることです。専門分野の探求とともに、多種多様な
分野の知識に触れることができ、互いを高め合うことができ
ます。授業時間以外でもオフィスアワーなどを利用して教授
陣に質問をなげかけてみてください。緑豊かな駒沢公園に連

なるキャンパスでじっくりと勉学にいそしんでください。
　本学は、禅の道場として知られる福井県の永平寺を開いた
道元禅師（1200 ～ 1253）が示された「修証一等」、すなわち、
坐禅修行（修）と悟り（証）は一体である、悟りは遠いかな
たにあるのではなく日常の生活の中にあるという教えに基づ
いて「行学一如」という言葉を建学の理念としています。行
と学は一体であるという意味で、学とは学問研究のことであ
り、行とは自己形成のことです。学問研究はアクティブな学
を言い、つまりは、行によって本当の学になるということで
す。本学は禅の精神に基づいた教育により、皆さんに生きる
力、人間力を身に付けます。
　また本学は、総合大学として、最も古い歴史と伝統を持つ
大学のひとつです。1592（文禄元）年、江戸城水道橋のたも
との吉祥寺の中に本学の前身の学林が設立され、1882（明治
15）年、麻布北日ヶ窪、今の六本木ヒルズ付近に移転し、近
代的な大学として出発して133年。そこから、現在の駒沢に
移転し102年を迎えました。本学で最も古い建築物は、1928（昭
和３）年に建てられた禅文化歴史博物館で、菅原栄蔵という
著名な設計者による建築です。銀座ライオンも彼の作品です。
このように駒澤大学は、伝統と歴史が溢れる学びの場なので
す。
　これから始まる駒澤大学でのキャンパスライフを大いに謳
歌されますことを祈念いたします。
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「100円朝食」
今年もやります！

　本学は、2012年に開校130周年を迎えました。本学の特長
のひとつであるワンキャンパスというメリットを活かした
環境で皆さんがより意欲的に学べる環境を作ってい
くために、駒沢キャンパスの再開発計画を進め
ています。この計画は長期にわたり行うもの
となりますが、まずは体育館（６号館）と
９号館がある場所に「開校130周年記念
棟」を建設します。これに伴い、５月
から体育館周辺の解体工事が始まる
こととなっており、使用できなくな
る施設等の移転もほぼ完了しました。
詳細は表のとおりで、少しでも快適
に大学生活を送れるよう配慮して
います。
　また体育館ステージ奥にある仏
像「一仏両祖」は今年度の入学式
を最後に記念講堂に移され、新設
した須弥壇に遷座することになり
ます。
　工事期間中は皆さんの安全を重
視します。禅文化歴史博物館（耕
雲館）は外壁保護のためネットで
覆い、構内の通行は工事区画周辺
に危険を避けるための制限エリア
を設けます。ご不便をおかけしま
すが、ご理解ご協力をお願いいた
します。

大学院グローバル・メディア研究科に
博士後期課程を開設

　大学院グローバル・メディア研究
科では、2015年３月に最初の修士課
程の修了生を送り出したのに引き続
き、学際的な専門知識の上に立った
高度な研究・開発能力を有する職業
人の育成を目指して、この４月から
博士後期課程を開設しました。グロ
ーバルに展開されるメディアの利活
用に関する複合的な問題解決につい
て、メディア産業・文化・情報の３
つの視点から問題解決的・実践的な教育を行うことによって、新
しい研究分野や方法論を開拓し、グローバルな経済社会の諸分野
で指導的な役割を果たすことのできる人材の育成を図ります。こ
の目的に沿って社会人の受講への配慮もしております。
　詳細は研究科のホームページ（http://gmsweb.komazawa-u.
ac.jp/gsgm/）をご覧ください。

（前グローバル・メディア研究科委員長　福家　秀紀）

　昨年度からスタートした、在学生を対象に100円の朝定食を
提供する取り組みを、今年度も継続することになりました。
これは毎朝規則正しく朝食を摂ることで健康的な学生生活を
送ることを目的としたもので、父母等の会である教育後援会
の支援により実現しています。また昨年度は企業３社の協力
があり、食材の一部を提供していただきました。和洋の種類
豊富な日替わり定食はとても好
評で、アンケートで継続を希望
する声が多かったことから、今
年度も12月まで実施することが
決定しています。

開校130周年記念棟の建設に向けて

北門 大学会館

図書館

受付・守衛室

学生食堂

第２研究館

体育館

禅研究館

本部棟
記念講堂

１号館

４号館

第１研究館

第３研究会
７号館

９号館

８号館
禅文化

歴史博物館

正門

2015年度
解体予定区域

フロア 施設・設備名等 移転先 移転時期

1階

学生談話室・自習室 北門脇 仮設学生談話室
（新設） ４月初旬

地図室 ７号館　５階 移転済み

学生団体用ロッカー １号館　１階
学生部前 耐震壁付近 移転済み

掲示板
（地理学科・各研究所）

１号館　１階
教務部第３掲示板 今年度中

２階

アリーナ・男女更衣室 第２研究館　101教場 移転済み

考古学実習室 第１研究館　１階 移転済み

心理学実験室 ７号館　５階 移転済み

３階 印刷センター 記念講堂　西側控室 移転済み

屋外 身障者用駐車スペース 正門守衛室　横 ５月上旬

販売場所：駒沢キャンパス学生食堂
時　　間：8：00～ 9：30
販 売 数：平日限定200食
開 始 日：4月13日（月）から

駒　 　沢
キャンパス

体育館内施設の移転先一覧
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学部長から新入生へのメッセージ
ご入学おめでとうございます

　おめでとうございます。待ちに待ってた大学デビューです。「こ
うしなさい」「あれをしてはいけません」といった手かせ足かせ
のようなものから解放されて自由な気分に包まれていることと思
います。その一方で、自分を支え導くものから見放されたような

不安を感じているかとも思います。そう、今日からはあなたがあ
なたの主人です。といっても、あなたがひとりぼっちという意味
ではありません。あなたの傍らには、あなた同様すてきな目標を
もって励み努めている友だちや先輩や教師といったいわば同行者
が多数いることにすぐに気づくはずです。とにかく自分の田を探
しましょう。そして、その田をのんきにまじめに耕したいもので
す。

自分の田を耕せ、のんきにまじめに！

金沢　篤仏教学部長

　皆さん、ご入学おめでとうございます。多くの難関を乗り越え、
駒澤大学合格の栄冠を勝ち取った諸君に心からお祝いを申し上げ
ます。日本でも最も長い歴史と伝統を有する駒澤大学での 4 年
間を、楽しくそして有意義に過ごしてください。そして、心が希

望で漲っている今こそ、ある「小さな計画」を立てることをお勧
めします。それは、「自分の考えを実際に書いてみる」という計
画です。最近はスマートフォンなどを利用することでたいへん便
利になっていますが、その反面、文章を書く機会が少なくなって
いる気がします。また、本学の図書館では、学生に「レポートの
書き方」の指導もおこなっていますので、こちらも是非活用して
みてください。

自分の考えを書いてみよう

谷口　泰富文学部長

　新入生のみなさん、駒澤大学経済学部へようこそ。
　大学では、どの講義を選ぶのか、いつ、どこでランチを食べる
のか、みなさんは自分で決めることになります。まずは新入生セ
ミナーで、次に 2 年次に始まるゼミで、充実した学びの時間を楽

しむスキルを身につけてください。人が行き交うキャンパスで「早
く友だちを作らなくては」と焦る気持ちもわかります。でも、当
たり障りのない話でつながる「友だち」をたくさん作るより、堂々
と一人で行動できる自立心を身につけてほしいと思います。自ら
考え行動するために大学で学ぶのです。ゼミでは、激論を交わす
ことができる仲間との出会いがあるでしょう。貪欲な探究心をも
って充実した学生生活を送ることを期待します。

ランチは一人で・・・むしろ激論を交わすことができる真の友人との出会いを

姉歯　暁経済学部長

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　これから始まる大学での学びと生活は、誰にとってもゼロから
のスタートですから、戸惑うことや面倒くさいこともあるかもし
れません。でも大学というところは、実は色々な面白さに満ちて

いるのです。講義に出れば今までとは違う様々な授業や先生に出
会えます。図書館は情報の宝庫で知的好奇心を刺激してくれます。
食堂のメニューをあれこれ試してみるのもいいし、気分を変えた
くなったら隣の駒沢公園へいってみるのもいい。とにかくこの駒
澤大学と駒沢の地を自分なりに──ときには力いっぱい、ときに
は力を抜いてゆっくり、楽しんでください。そのうちにきっと「学
び」の姿勢も身についてくるはずです。

大学って？──楽しむことから始めよう

高橋　洋城法学部長
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　新入生の皆さん、ようこそ駒澤大学へ！
　皆さんのなかには、念願が叶い希望に満ちあふれている方から、
不本意に入学された方まで、さまざまな学生がいらっしゃること
でしょう。
　しかし、スタートラインにおける心持ちがどうであろうと、4

年後の自分の姿を具体的に思い描き、できる限り早く明確な目標
を設定してください。それにより、大学生活は、とても有意義で
充実したものとなるはずです。卒業時に4年間を振り返ったとき、
満足し自信にあふれ、さらなる未来を思い描いている自分を発見
することでしょう。
　皆さんの一人ひとりが、「駒澤大学に入学して、本当に良かっ
た！」と実感しつつ卒業されることを祈念いたします。
　入学おめでとう！

４年後の自分を思い描いて

兼村　栄哲経営学部長

  ご入学おめでとうございます。いい大学、いい企業に入ること
が人生の目標ではありません。社会に貢献し、自分に恥じない人
生を送りたいものです。数年先、10年先を見据えて、大学生活
をいかに過ごすかを考えてください。基礎力、専門力、コミュニ

ケーション力、プレゼン力、考えて行動する力、人間力といろい
ろ鍛えることがありますが、人を思いやる心が一番大事です。サ
ークル活動やクラスで友だちを作り、ともに切磋琢磨しましょう。
それと笑顔が大切。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。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。

大学生活を楽しみ、アグレッシブに！

瀬尾　育弐医療健康科学部長

　ご入学おめでとうございます。グローバル・メディア・スタデ
ィーズ学部に入学した皆さんの人生には、すでに１つの強みが加
わりました。それは、“グローバル”と“メディア”という言葉
に関して、少なくともより知識が深いと思ってもらえることです。

では、質問です。「日本はどんな国ですか？」皆さんはこの質問
に的確に答えることができるでしょうか。例えば 2020年。世界
中の人々が日本に集まってきますね。「グローバル」とは、単に
世界を均質にすることではありません。むしろ、私たちが暮らす
日本について、誰よりもその“違い”を知っているということ。
大学の 4 年間をかけて、“グローバル”と“メディア”に関する
専門家になってください！

“グローバル”と“メディア”について考え抜こう！

各務　洋子
グローバル・メディア・
スタディーズ学部長

　お笑い芸人のトークはおもしろい。スマホのゲームはおもしろい。
仲間と大騒ぎするのはおもしろい。嫌な奴らが不幸な目に会うのは
おもしろい。まあ確かに、どれもそうかもしれないのですが ･･･。
　この世界には、もう少し持続性があって、人生を豊かにしたり、

運が良ければ社会に貢献できたりするような「おもしろい」もあ
ります。最初は気づきにくく、むしろ退屈でウザイと感じられる
ものも多いようです。
　大学というのは、そういう「おもしろい」の種が、たくさん隠
されている場所のひとつです。見つけ出すには、それなりの忍耐
や努力も必要。ぜひ上質の「おもしろい」の種を見つけて、上手
に育ててみましょう。

「おもしろい」の種を見つけよう

池上　良正総合教育研究部長

　ご入学おめでとうございます。
　法科大学院制度そのものの見直しを迫られているなか、小規模
校こその法曹養成に求められる社会的使命をより強く自覚し、９
月入学制度・半期完全セメスター制度、一定の法律知識を有する

有職者のための昼夜開講制度、学修環境を変えて勉学を続けたい
方のための転入学制度を導入するとともに、各種奨学金を充実さ
せるなどの種々の改善策を導入し、皆さまをお迎えいたしました。
　わたくしたち教職員、そして後進の育成に力を注いでいる出身
法曹が一致団結して、個々の学生の指導にあたります。皆さまに
おかれましても、見縫挿針、人に寄り添い社会と繋がる「駒澤法
曹」の一員となるべく、ぜひ志を貫徹してください。

寸暇を惜しんで

對馬　直紀法曹養成研究科長
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通学路の交通マナーゴミのマナー

インターネットのマナー

喫煙のマナー

飲酒のマナー

➡歩道では広がらず、左側通行をしてください。

➡定められた通学路を歩き、生活道路・住宅路の通り抜けは
しないでください。

➡歩きタバコ、ゴミのポイ捨て、路上駐輪・放置は禁止です。

➡自動車・オートバイでの通学は禁止です。

➡自転車通学の場合は、交通規則を守り歩行者優先の安全運
転をしてください。

➡駒沢大学駅構内での待ち合わせはしないでください。

➡大学専用道路と北門利用については「学生生活ガイドブッ
ク」をご覧ください。

➡学内での飲酒行為は禁止です。

➡一気飲みや飲酒の強要は絶対にやめてください。

➡タバコは副流煙からより多くの有害物質が出ています。　
受動喫煙を起こさないことが喫煙者の
マナーです。

➡決められた喫煙所で喫煙してください。

➡歩きタバコ、吸殻のポイ捨ては絶対に
しないでください。

➡一般家庭とは異なる分別が必要です。ゴミ箱の表示に従っ
てください。

➡ゴミの減量と、3R（Reduce 発生抑制、Reuse 再利用、
Recycle 再生利用）にご協力ください。

➡個人情報・公序良俗に反する内容・他人
の名誉を毀損する内容は発信してはいけ
ません。倫理的な基準・道徳を守りましょう。

➡無関係な第三者が閲覧できることを忘れ
ず、軽率な書き込みはしないでください。

空き缶・ビン・
ペットボトル

弁当ガラ、
ビニール類、
プラスチック類

紙、割りばし

リサイクル
します可燃ゴミ 不燃ゴミ

学生生活
ガイドブック

2015

燃やせるゴミ

紙

割りばし

等

燃えないゴミ

弁当ガラ
ビニール類
プラスチック類

等

空き缶
ビン

ペットボトル

　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、自分で考える以上に周囲の
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！
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大大大大大大学学学学学学学学ののののののの大大大大大大学学学学学学学学ののののののの

ママママナナナナナーマママナナナナナナナーーーマママママママナナナナナナーーーーーー
大学の

マナー

　保健管理センターは、学生や教職員の健康管理を担当し、
学校医による診察や看護師による健康相談、病気やけがな
どの応急対応や医療機関の紹介も行っています。
　４月９日（木）から実施される健康診断は、法律により受
診が義務づけられており、必ず受けなければなりません。
この診断結果をもとに就職活動や教育実習、アルバイト等
で必要となってくる健康診断証明書が発行されます。
　健康な体こそが有意義な学生生活を送る源です。スタッ
フ一同、皆さんが充実
したキャンパスライフ
を過ごせるようお手伝
いをさせていただきま
す。

　学生相談室は、皆さんが安心して充実した学生生活を送
れるようサポートします。
　何か困ったこと、心配なこと、不安なこと、どんなこと
でも構いません。「どこに相談すればいいのかわからない」
ことも、ひとまず禅研究館２階にある学生相談室の総合相
談窓口を訪ねてみてください。秘密厳守で対応しています。
　悩みの解決に困ったらどうぞお気軽にご利用ください。

▶ 学生相談室 開室時間
月曜〜金曜 9:00 〜 18:00・土曜 9:00 〜 12:00
※開室日・時間は変更することがあります。
学生相談室掲示板・KONECO・大学HPで確認してください。
総合相談窓口 03-3418-9755 相談予約 03-3418-9067

保健管理センターだより
̶ 健康診断の受診は必須です ̶ 利用しよう！学生相談室
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　日本では、仏教の開祖である釈尊の誕生日
が４月８日とされ、この日を「降

ごう

誕
たん

会
え

」「花祭り」
「灌

かん

仏
ぶつ

会
え

」などと呼んで各寺院でお祝いがなさ
れている。釈尊誕生の際、甘露の雨と美しい
花が天から降ってきたという伝説に基づいて、
誕生仏に甘茶をかけるのである。
　釈迦国の王子として生まれた釈尊は、将来
世間にあっては聖なる王となり、出家すれば真
理に目覚める仏陀となろうと予言された。その
予言の通り、やがて釈尊は、人間に付き纏う
生老病死の苦しみを解決するために、王子の

地位を棄てて出家し、厳しい修行の末、菩提
樹の下で悟りを開き、真理に目覚めた人（仏陀）
となったのである。しかも、釈尊は自己の問題
の解決に満足せず、その後のすべての人生を
かけて、一人でも多くの人が苦しみから解放さ
れるように、その真理を説き続けられたのであ
る。これこそが、今日の仏教の原点なのである。
　降誕会に際し、人間として正しい生き方を示
された釈尊を追憶し、釈尊によって解き明かさ
れた人生の苦しみを解決する真理に接するこ
とのできた幸福に感謝しつつ、手を合わせよう。

釈尊降誕会

KOMAZAWA NEWS

　本学サッカー部からJリーグへ2015シーズンから６人の選手
が新加入しました。所属チーム等は、以下のとおりです。
　小牟田洋佑選手（FW）・川岸祐輔選手（DF）＝J2・ザスパ

クサツ群馬、伊藤槙人選手（DF）＝J2・ジェフユナイテッド市
原・千葉、大木暁選手（DF）＝J2・
東京ヴェルディ、小牧成亘選手（MF）
＝J2・ロアッソ熊本、斎藤純平選手

（MF）＝J3・ブラウブリッツ秋田。

サッカー部から６人がJリーグへ

文学部社会学科の坪井ゼミが
優秀賞を受賞

Green Growが学生ボランティア団体
助成事業に採択

経済学部の遠藤拓也さんが努力賞を受賞

経済学部番場ゼミの学生4人が
優秀賞を受賞

　社会学科坪井健ゼミが、世田谷区せたがや自治政策研究
所主催の「世田谷まちづくり大学生プレゼン大会」で優秀賞
を受賞しました。プレゼンテーマは「ヒ
ューマンライブラリーによる多様性に
寛容なまちづくりプラン」です。今年
度は８大学21チームが応募しました。

ECO・環境保護サークルGreen Growが、学
生サポートセンター主催の「学生ボランティ
ア団体助成」事業に採択されました。採択分
野は「流域思考に基づく環境保全活動」です。
同団体はエコキャップや古着の回収、河川
環境整備、森林保全活動を行っています。

　経済学部ITプロフェッショナルクラスに
所属する経済学科４年の遠藤拓也さんが、
学生サポートセンター主催の「学生ビジネ
スプランコンテスト」で努力賞を受賞しまし
た。プラン名は「～田舎で学ぼう～ 地方へ
の外国人留学生派遣サービス」です。

　経済学部番場ゼミの松岡遥さん、堀由樹子さん、大澤佑
介さん、峯崎真実さんが、九州運輸振興センター主催の懸
賞論文募集で優秀賞を受賞しました。
受賞テーマは「アジア人リピーターに
よる地域活性化 ～東京から見た大分
県観光地化の可能性～」です。

毎日学べる英会話　説明会開催！
　在学中に英語を話せるようになりませんか？英会話力の
獲得には、どれだけ英語で話す機会を増やすかが重要です

が、日常生活の中では
それほど多くはないは
ずです。そのため本学
では、英会話力の育成
を目的に「毎日学べる
英会話」を課外講座と
して用意しています。

　この講座はプロのネイティブスピーカー講師による40分
のレッスンを100回受講できるもので、大学に通いながら毎
日英語に触れる事が可能となります。英会話に興味がある
方も苦手な方もぜひ講座説明会に参加してみてください。

講座説明会
日　　時　4月13日、15日、16日
　　　　　（1）12：15 ～（2）14：40 ～（3）16：20 ～　各40分
会　　場　9号館173教場
問合せ先　㈱KUサポート　03-3418-9743

仏教学部准教授　程　正
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■体育会  
アメリカンフットボール部
秋季リーグ戦　1部（BIG8）3位
居合道部
第21回東京都女子居合道大会
　個人戦　二段の部3位
第36回東京都城南地区居合道大会
　段外の部　優勝1人　準優勝1人
空手道部
春季関東学生会定期リーグ戦
　男子団体１部リーグ優勝
　女子団体１部リーグ優勝
内閣総理大臣杯第57回全国空手道選手権大会
　男子団体形・組手優勝　女子団体形・組手優勝
◎船越義珍杯第13回世界空手道選手権大会
　男子団体形・組手優勝　女子団体形・組手優勝
秋季関東学生会定期リーグ戦
　男子団体1部リーグ優勝
　女子団体1部リーグ優勝
剣道部
第46回関東女子学生剣道選手権大会　準優勝１人
第48回全日本女子学生剣道選手権大会
　ベスト８・敢闘賞２人
第46回全日本仏教系大学女子剣道大会
　団体戦　準優勝
第60回全日本仏教系剣道大会
　個人戦　優勝1人
第40回関東女子学生剣道優勝大会
　団体敢闘賞（ベスト8）
硬式テニス部
関東大学テニスリーグ
　男子2部リーグ4位　女子2部リーグ2位
第25回関東大学対抗テニス選手権大会
　男子Ａチーム本戦11位　女子本戦7位
ゴルフ部
関東大学春季Bブロック対抗戦　準優勝
関東大学秋季Bブロック対抗戦　3位
サッカー部
第88回関東大学サッカーリーグ戦　1部リーグ7位

「アミノバイタル」カップ2014第3回関東大学サッカ
ートーナメント大会　準優勝
第38回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
出場
自転車部
◎世界大学選手権大会自転車競技大会
　日本代表1人選出
全日本学生ロードレースカップシリーズ第8戦山形村
ヒルクライムラウンド　女子1位1人
自動車部
全関東学生ジムカーナ選手権大会
　団体戦男子の部11位
射撃部
関東学生ライフル射撃選手権春季大会
　男子2部リーグ6位　
関東学生ライフル射撃選手権秋季大会
　女子3部リーグ1位　2部昇格
準硬式野球部
東都大学準硬式野球連盟春季2部リーグ優勝　
　最優秀選手賞1人
東都大学準硬式野球連盟秋季2部リーグ6位　

◎第21回グアム フレンドシップジュンコウベースボ
ールトーナメント大会　日本代表4人選出
相撲部
第93回東日本学生相撲選手権大会　Bクラス優勝
第92回全国学生相撲選手権大会　Bクラス3位
第69回国民体育大会相撲競技　個人戦ベスト16
体操競技部
第29回東日本学生体操競技グループ選手権大会
　女子団体総合選手権2位
第68回全日本学生体操競技選手権大会
　男子1部団体総合選手権9位　
　女子2部団体総合選手権2位
関東学生新人体操競技選手権大会
　男子団体選手権の部4位
　女子団体選手権の部5位
卓球部
春季関東学生卓球リーグ戦　1部リーグ5位
第49回会長杯争奪卓球大会
　男子シングルスベスト16
秋季関東学生卓球リーグ戦　1部リーグ6位
◎2015サフィール国際オープン　選手派遣1人
バスケットボール部
第90回関東大学バスケットボールリーグ戦
　3部リーグ優勝
バドミントン部
関東学生バドミントン春季リーグ戦
　男子4部Ｃ6校中2位　女子4部Ｄ6校中1位
関東学生バドミントン秋季リーグ戦
　男子4部Ｃ6校中4位　女子4部Ｄ6校中2位
男子バレーボール部
春季関東大学男子バレーボールリーグ戦　1部11位
秋季関東大学男子バレーボールリーグ戦　2部2位
ボクシング部
第67回関東大学ボクシングリーグ戦　1部5位
◎JOC第17回アジア競技大会ボクシング競技出場
　フライ級銅メダル
第69回国民体育大会ボクシング競技
　フライ級優勝　バンタム級3位
第84回全日本ボクシング選手権大会
　フライ級優勝1人　フライ級準優勝1人
硬式野球部
東都大学野球春季リーグ戦　1部3位
東都大学野球秋季リーグ戦　1部優勝
第45回明治神宮野球大会　優勝
洋弓部
関東学生アーチェリー連盟男女リーグ戦
　男子Bブロック6位　女子Bブロック2位
陸上競技部
◎第15回世界ジュニア陸上競技選手権大会
　日本代表1人選出
秩父宮賜杯第46回全日本大学駅伝競走　優勝
　区間賞3人
第91回東京箱根間往復大学駅伝競走　総合2位
　区間賞2人
オーストラリアンフットボール部マグパイズ
◎AFLインターナショナルカップ
　日本代表6人選出
■文化部  
囲碁部
春季関東学生囲碁団体戦　1部7位

演劇研究部
第167回　春公演「BEGINNER」
第168回　夏公演「危機は回避の方向で」
第169回　秋公演「想稿・銀河鉄道の夜」
合唱団
第16回ジョイントコンサート（6月）
第52回定期演奏会（12月）
ギタークラブ
ウインターコンサート（11月）
吹奏楽部
Summer Concert 2014（6月）
第54回東京都吹奏楽部コンクール　金賞
第38回東京都アンサンブルコンテスト
　サックス四重奏銀賞
書道部
柊展（11月）
第48回書作展（12月）
企画展「俺、この展示が終わったら卒業するんだ」（1月）
落語くらぶ

「こいこい寄席」（4月）
「米林の会」（6月）
「駒大寄席」（12月）
軽音楽部ジャズ研究会
夏ライブ（6月）
軽音楽部ミュージック研究会
クリスマスライブ（12月)
軽音楽部ポピュラー研究会
楽曲発表ライブ（6月）
軽音楽部ハワイアン研究会
談話室ライブ（5月)
■任意団体  
回想録（メモアール）
新入生顔見せライブ(4月)
夏休み前ライブ(7月）
クリスマスライブ（12月）
管弦楽団
第32回春季演奏会（5月）
第37回定期演奏会（11月）
Creative Square
新入生歓迎ライブ（4月）
夏ライブ（7月）
クリスマスライブ（12月）
サウンドアスレチック
新入生歓迎ライブ（4月）
七夕ライブ（7月）
卒業ライブ（2月）
将棋愛好会
春季団体戦　B1級5位
秋季団体戦　B1級6位
應援指導部ブルーペガサス
東都大学野球応援（4月～ 5月、9月～ 10月）

「神宮への誘い」（6月）
大学駅伝応援（11月、1月）

「第10回天馬祭」（12月）
野球サークルファイヤーベアーズ
第32回関東大学軟式野球同好会選手権大会
　優勝
アカペラサークル鳴声刺心
夏ライブ（9月）　
写真美術部
写真展「紫陽花」（6月）

サークルの活動状況（平成26年度）

◎は世界規模の大会に日本代表として参加したものです。

　東京都文京区の後楽園ホールで開催された
「一般財団法人日本ボクシングコミッション 
2014年度年間優秀選手表彰式」（アマチュア
部門）で、本学ボクシング部の林田翔太選
手（2015年３月商卒・フライ級）が殊勲賞を、
田中亮明選手（商４・フライ級）が努力賞を
受賞しました。
　林田選手は第17回アジア競技大会の銅メダ

ル獲得が、田中選手は第69回国民体育大会優
勝による国体４連覇達成が大きく評価されて
の受賞となりました。
　「年間優秀選手表彰」は、東西のボクシン
グ記者によって当該年度に活躍したプロおよ
びアマチュアの各種優秀選手を選考し、表彰
するものです。

（広報課）

2選手が年間優秀選手表彰を受賞ボクシング部

左から田中選手、林田選手
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