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　あけましておめでとうございます。
「一年の計は元旦にあり」と言います
が、皆さまには、それぞれの立場で、
こころ新たに年の始めを迎えられたこ
とと存じます。国の内外ともに激動し、

先の見えにくい今日の社会状勢下に身を置く私たちですが、
せめてこの時節は、過去を振り返りつつ、じっくりと新た
な「一年の計」を立てたいものです。
　こうして、来し方を振り返りながら、今年の、さらには
その先を見据えた構想を練ることは、皆さまがコミットす
る大学それ自体の基本的課題でもあります。しかし、上で
述べたような困難な社会状勢が、大学の将来にさまざまな
問題を投げかけています。ここ数年横ばいであった日本の
18歳人口が2018年、すなわち今年から再び減少に転じる、
いわゆる「2018年問題」もその一つです。
　翻って駒澤大学に目を向ければ、本学は、「学林」に起源
を有する永い歴史の上に、独特の精神文化を醸成してきま
した。それを土台にして、ワンキャンパスの利点を活かし
ながら、学生、教職員、地域の間の共学・共働・共生関係を
促進させるところに、「駒澤イズム」の真面目があると思い
ます。
　130周年記念棟・種月館が竣工し、４月からの利用を控え
て機材・什器等の搬入・設置が進められています。「教育は国
家百年の大計」の諺に倣い、この種月館の完成を、培われ
てきた伝統の上に立つ駒澤大学の新たな、そして大きな歴
史の幕開きにしたいと念願しております。
　最後に、本学のさらなる発展に向けて、関係各位が軌を
一にして進まれることを期待し、私の年頭の所感といたし
ます。

　明けましておめでとうございます。
歳旦に当り、新年が皆さまにとって幸
い多き嘉き年となりますよう、心から
お祈り申し上げます。
　130周年記念棟が美事に完成し、新

学舎で本格的な教育活動が展開できる本年は、駒澤大学の歴
史に新しい一頁を加えることになります。本学に学ぶ学生諸
兄姉、教育研究に精を出す教員諸氏、教育環境の整備に汗を
流す職員諸氏、合わせて愛校心あふれる後援団体の皆さま方、
総ての「駒澤人」が心を一つにして、本学の将来展望を目指
して前進する、そんなダイナミックな一年にしたいものと念
じます。
　長い間、本学で坐禅の講座を担当され、沢山の人に慕われ
た鈴木格禅先生が、ある年、書き初めで揮毫された書を私に
くださいました。「無心常伴白雲坐」（無心に常に白雲を伴っ
て坐る）と書かれています。軸装にし自坊の床の間に掛け、
寺にお越しになる皆さまに折にふれ鑑賞してもらっていま
す。
　人生がどんなに生老病死の苦悩に満ちていようと、日常が
どんなに煩わしく悩ましいものであろうと、いずれ天空に漂
う白雲のようなもの、状況次第でいかようにも変化します。
当面、自分の思いがどうであろうと、しばらく留保して、先
ずは一息一息に改まるリアルな己れのいのちの真実相に想い
を致してみることが大事だと、呼びかけるのです。
　この世の一回こっきりの人生を悔いが残らないように生き
ていかなければいけないと、そう心底うなずいている、歳旦
の私です。

総長 池田　魯參 学長 長谷部　八朗 

無心に常に白雲を伴って坐る 新年を「共」に寿ぐ

年頭にあたり年頭にあたり

イソップ寓話集に
登場する犬は、鶏
に協力して狐を撃

退したり狼を言いくるめて身の危険を免
れたりする一方で、川面に映った自分の
影がくわえている肉を奪い取ろうとして
虻蜂取らずになる話をはじめとして、人
間にとっての反面教師の役回りを演じる
ことがある。寓話集で語られるさまざま
な動物のエピソードは、さまざまな人間
の有り様を映す鏡でもある◆犬にまつわ
るイメージの多様性は、ギリシャ語の表

現そのものにも見て取れる。ソクラテス
は「ゼウスにかけて」の代わりに「犬に
かけて」と言って話し始めることがある
が、そこには諧

かい

謔
ぎゃく

的な響きがあるし、デ
ィオゲネスで有名なキュニコス派（犬儒
派）の名称は講義が行われた場所の名に
由来するとされるが、それはまた、身の
回りの最小限の財産しか持たなかった彼
らの生活スタイルを指し示すものでもあ
り、そこには一定の敬意と皮肉が込めら
れている◆最近の正月の風景の中ではあ
まり見かけなくなったが、江戸いろはか

るたの一枚目「犬も歩けば棒にあたる」に
はどちらが本来の意味なのかはともかく
正反対の二つの解釈がある。何もしなけ
れば平穏無事に過ごすことができそうだ
が、それでは何かを達成することはおぼ
つかない。戌年にあたっては「積極的に
何かを始めなければ幸運は訪れない」と
いう前向きな解釈に従ってこの一年を過
ごしたいところだが、くれぐれも、イソッ
プ寓話集に登場する、貝を卵だと早合点
して丸ごと一気に飲み込んでから後悔す
る犬のようにだけはなりたくない。
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研究こぼれ話

ヘルダーリンの
ブラックボックス

若林　亜理砂畠山　寛
　卒業論文でドイツの詩人フリードリ
ヒ・ヘルダーリン（1770-1843）の詩を扱
って以来、いまだにこの詩人を読み続け、現在はヘルダーリ
ンがドイツ語に訳した古代ギリシアの詩人ピンダロスの讃歌
を読んでいる。
　このピンダロス翻訳が日の目を見たのは、20世紀に入って
からである。ヘルダーリンは出版の予定もなく黙々と孤独に
ピンダロスと格闘したのであったが、その手稿はうつくしく、
確信に満ちた力強い筆致で書かれている。だが、見た目にう
つくしいそのテクストを読み進めることは並大抵の苦労では
ない。ヘルダーリンは、ただでさえ晦

かい

渋
じゅう

なピンダロスのギリ
シア語に寄り添おうとするかのように、ドイツ語の語順を完
全に無視して単語を配置しているのである。そのため、読み
手は単語と単語の繋がりを再構成し、文意を探り当てること
を強いられる。もはやドイツ語とは言い切れないドイツ語（学
生がこの語順を試験で書いてきたら間違いなく０点である）を
「読めている」と言い切る自信はないが、この翻訳がヘルダー
リンの後期讃歌のブラックボックスなのではないかとうすう
す感じている。その作用がどのように及んでいるか、まだは
っきりとはわからないが、ピンダロス翻訳がヘルダーリンの
後期讃歌の語順のみならず神話観をも形成したのではないか。
神々なき時代に神話を語るために、神々がまぢかに存在して
いたピンダロスのギリシア語をドイツ語でなぞろうと試みた
もの、ドイツ語の語順にギリシア語が透けて見えるように書
いたもの、それがヘルダーリンの後期讃歌なのかもしれない。

ストックホルム
での再発見

　2017年６月中旬、スウェーデンのスト
ックホルム大学に出張をさせていただ
き、久々にヨーロッパに赴いた。私も会員となっている
ASCOLA（Academic Society of Competition Law）の年次大
会に出席するためである。ASCOLAは私が専門とする競争法
（経済法）の学会であり、ヨーロッパの研究者がその会員の多
くを占めている。
　年次大会では、現在世界中で論じられている、デジタルプ
ラットフォーム（例えばGoogleやAppleなど）による市場支配
的行為をいかに評価するか等について２日間議論を行った。
そこでのアプローチは哲学や社会学なども含む非常に多様で
自由なものであった。最近私は米国の学会に参加することが
多く、そこでは通常実務家とともに議論が行われる。従って
ASCOLAとは対照的にそのアプローチは非常に実務的であ
り、久々にヨーロッパの議論に接し目が覚める思いであった。
　近年、競争法分野では、特にカルテル分野や執行を中心と
して世界的にハーモナイゼーションが進んでいる。ただし、
今回議論した市場支配的事業者の行為については特に欧州と
米国で大きくその法的評価が分かれており、その理由の一つ
としてこのような議論の背景や視点の違いがあるのではない
かと感じた。インターネットの普及により、世界中の論文が
日本に居ながらにして手に入る時代になったが、完成形であ
る文章上からは必ずしもそのような背景まではわからない。
実際に相対して議論を行うことの重要さに改めて気がつく貴
重な機会となった。

総合教育研究部准教授 法科大学院教授

あ ん なあ ん な 授 業授 業 こ ん なこ ん な 授 業授 業
余暇学

経営学部 市場戦略学科2年　真梶 萌香

　皆さんは余暇に何をしていますか？ゆっくりと休息をとる
人、自分の趣味や、やりたいことをする人、体を動かす人など、
人によって余暇の過ごし方は様々だと思います。この余暇学の
授業は、そんな余暇の過ごし方や、そもそも余暇とは何なのか、
そして余暇と健康やスポーツとの関わりなど様々な視点から余
暇を考える授業です。こう聞くと少し難しい気がするかもしれ
ませんが、授業では、自分の生活習慣や健康状態から余暇を考
えたり、具体的なスポーツを例に挙げて余暇を考えたりと、身
近なところから余暇を考えることができます。
　また、座っている授業が長時間続いた時に、体が疲れたり凝
り固まったりするのを感じたことはありませんか？余暇学で
は、そんな時に座ったまま簡単にできるストレッチも紹介し

てくれます。このストレッチは気軽にできるものなので、体が
硬いという人や運動に自信がないという人も全く心配ありませ
ん。また実習授業もあり、先ほど紹介したようなストレッチの
ほかに健康体操や、ウォーキングなどの軽い運動をして、自分
の運動負荷を計測したりします。なかなか自分で運動負荷を調
べる機会はないので私自身良い経験になりました。
　授業の最後には余暇に対するアンケートを行い、その結果が
次回の授業のはじめに紹介されます。自分以外の人の余暇の過
ごし方や、老後はどんな余暇を過ごしたいか、などを知ること
ができて面白いです。
　余暇への知識を身につけることで、これからの皆さんの余暇
の充実につながるかもしれません。
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在在 職職 中中 のの 思思 いい 出出
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文学部教授　
加藤　光也

文学部教授　
湯淺　隆

文学部教授　
廣瀬　良弘

文学部教授　
坪井　健

　大学生活最後の９年間をのびのびした駒澤大学の環
境で過ごすことができたのは本当に幸運だったが、９
年間での一番の思い出といえば、１泊２日に過ぎなか
ったけれど、2013年の夏、曹洞宗の大本山、永平寺で
の研修に参加したときのことだろうか。大きな杉木立

　2002年４月、こちらへ参りました。駒澤を知るには
まず入学式を見ておけ、との助言に従い保護者席から
拝見し、緞帳があがった瞬間を鮮明に覚えています。
　異なる業種からの転身でしたが、何とかなるだろう、
と軽い気持ちでした。ところが、それははかない夢で、

　私の入学は半世紀以上前、東京五輪の翌々年であっ
た。学生時代は泉岳寺から通学した。毎朝４時からの
坐禅は学侶としての出発点となった。道元禅師の「修
証一等〈一如〉」と「行学一如」は表裏一体と確信した。
　歴史学の古文書調査の方法は寺院調査にも生かすこ

　40年前に私が駒澤大学に助手として奉職した時の初
仕事は、旧体育館下の雑居房のような共同研究室から
現在の第１研究館の個室研究室への引っ越しであった。
従って、第１研究館の歴史と共に駒澤大学に奉職した
ことになる。豪州への海外研修も思い出だが、ゼミ生

の中、山腹に並ぶ伽藍で朝早くからの勤行を参観でき
たことも貴重な体験だったが、何よりも、１日目の夜、
班ごとに与えられた課題の報告の席では、若い修行僧
たちが大震災後の福島で熱心に奉仕活動をしていたこ
との熱のこもった報告があり、「行学一如」の精神が見
事に体現されていることに、深い感銘を受けたものだ
った。

すぐ始業ベル恐怖症になりました。往時に受講された
歴史学科の皆さん方を思い出し、隠れたい気分です。
　講義ノートの手直しをひたすら続けた16年でした。
惻隠の情をお示しくださった学部・学科の教員各位、
判読困難な板書の文字に我慢してくれた学生の皆さん、
感謝しています。教場の記憶が、駒澤のすべてです。

とができ、古文書調査の明け暮れは「行学」であり、「人」
を育てた。専任教員として31年間務めた。
　学長在職の４年間は、改革に全力で取り組んだ。皆
さまのご協力により、何とかその緒に着けたかと思う。
いよいよ本学の未来の象徴「130周年記念棟（種月館）」
が完成する。これを機に改革が加速し、飛躍へと向か
うことを願いつつ、学生の歓喜の声を胸に私は発つ。

と過ごした日々が一番の思い出として心に残っている。
台湾・中国・カンボジア等への海外研修や、撫順の奇
蹟の講演会の開催などが懐かしく思い出される。近年
のヒューマンライブラリーは９回開催して坪井ゼミの
定番になり、今も私のライフワークになっているので、
特に感慨深い思い出である。

永平寺の思い出

ご期待に添いかねる日々でした

行学一如・文書調査・駒澤人の半生

学生と共に過ごした40年



2018（平成30）年３月31日に定年退職される先生方に
在職中の思い出を語っていただきました。
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経営学部教授　
高田　光明

グローバル・メディア・スタディーズ学部教授　
白水　繁彦

法学部教授　
金子　昇平

医療健康科学部教授　
青木　清

　私が駒澤大学に勤務しました41年の間には、大学を
取り巻く様々な状況（大学進学率や大学教育に対する
社会的要請など）が著しく変化してきました。いかに
変更してきたかは、そうした状況の変化を象徴的に反
映している学生採用枠の変遷を見れば明らかです。本

　私は教員になって以来、ゼミの学生を連れてフィー
ルドワークに出かけた。かつては日本の地方都市の町
おこしの実態を調査したあと、ハワイのエスニック・
コミュニティのリーダーのインタビュー調査に連れ出
すということもやった。海外調査の場合は費用が嵩む

　思い出として残ることは、ゼミ生とのゼミでの教育・
研究であった。新たな社会的問題が常にわいて、ゼミ
のテーマにとり上げ、学生といっしょに悩み探求して
きた。ゼミの卒業生は社会的に活躍し、今後さらに将
来が楽しみである。各種委員会や組合の活動は、他学

　私が就任したのは1980年で、まだＸ線撮影にフイル
ムが用いられていました。ほどなく登場したイメージ
ングプレートに新鮮な驚きを感じたのを覚えています。
今や、それもフラットパネルに変わりつつあります。
CT、MRI、リニアックの発展も同様で、当時は考えら

学に私が勤務した頃は、入学定員の倍近い人数の学生
を採用していました。今では、入学定員に限りなく近
づくまで採用枠を狭めています。本学での41年間を振
り返ってみますと、一つの身体でいくつかの教員人生
を経た如くと思えるほど、大学を巡る状況が変化して
きた印象があります。

ので、止むを得ず希望者のみ参加としたが、それでも
多くの学生がついてきた。録音してきた英語の音源を
苦心惨憺翻訳して各自がそれなりのレポートにまとめ
た。私も本気で付き合った。これからの世の中、こう
した教育はアカハラとかパワハラと言われるだろうか。

部の教員や職員と親しく交流し、数多くの友人ができ、
友情を培うことができた。これらのことが学問領域や
趣味の世界を広げ、幅広い知識を得る機会となり、人
間的にも成長したと思う。在職中、いくつかの難問に
あたっても、支えていただいた教職員方には、深く感
謝します。

れなかったような精密な診断と治療が可能になりまし
た。診療放射線技師の仕事も高度化し、本学の技師教
育も３年制短大から博士課程を有するまでになりまし
た。教え子たちも病院で活躍しており、その教育に携
わった満足感があります。本学が今後もますます発展
していくことを願います。

41年間を振り返って

教育とはなにか

思い出は、造るもの

医療技術の進歩に目を見張る



就職活動最前線

「人と関われる仕事がしたい！」
「毎日がわくわくするような仕事が
したい！」これが私の軸でした。面
接の際に意識したことは、“誠実さ”
を相手に伝えることです。上手くこなすのではなく、ミスを
したとしても、自分の言葉で正直に話すことを意識しました。
自分ではミスだと思ったことが、逆に相手に好印象を与える
こともあります。自分らしさを忘れずに最後まで諦めないこ
とが大切だと私は思います。
また、就職活動は一人で頑張るものではありません。周り
の人の支えがあってこそ上手くいくものだと改めて感じまし
た。客観的な意見を聞くことは、自分では気が付かなかった
ことを教えてもらえる良い機会です。悩んだときは周囲の大
人や友人に相談しましょう。
就職活動はゴールではなく、新しいスタートです。だから

こそ自分と逃げずに向き合って、時には息抜きをしながら、
納得のいく就職活動をしてください。頑張った分だけ結果は
必ずついてきます。

飛行機から世界を見下ろすと、鳥
瞰することができます。幅広く見渡
すことで、様々なことに気づくこと
が可能です。就職活動でも多様な業
界や会社を調べ、積極的にインターンシップや説明会に参加
することで、新たな興味や想像していたものとの違いに気づ
くことができました。自らの目や耳で確認することは大切で
す。そこから、チームで一便を飛ばす航空会社に魅力を感じ、
パイロットという職業にも出会うことができました。（JAL
自社養成制度は入社前に特別な技能、資格は不要）
早期から多くの人に相談もしました。社員の方、キャリア

センターの職員の方、友人等と話すことで情報量も増え、社
会人に近い感覚も身についたと思います。
面接では、素直さが大切だと感じました。虚栄心を無くし、
経験や考えなど自分の言葉で自信を持って相手に伝えること
を意識しました。新卒での就職活動は人生で１度。最後まで
夢を諦めず、後悔のない就職活動を行って社会に羽ばたいて
ください。

〇就活スケジュールについて
日本経済団体連合会（経団連）の指針により、現３年生（2019
年卒）の就職活動スケジュールは現４年生（2018年卒）と同
様、企業説明会の解禁は３年生の３月、採用面接は４年生の
６月からとなります。
現行のこのスケジュールでは、説明会から面接までの期間

が３か月と短く、応募企業や自身の適性への理解不足による
入社後のミスマッチに繋がりかねません。そうしたマイナス
面をカバーするため、キャリアセンターでは学内合同業界・
企業説明会（P.7参照）を企画しています。積極的に参加し
てください。
なお、経団連の非会員である外資系やＩＴ系企業等は、日
程の縛りを受けず、指針よりも早く選考を始めることがあり
ます。就職活動についての不安や疑問のほか、何から始めて
いいか分からない方は、一度、キャリアセンターに足を運ん

でみてください。スタッフ一同、全力でサポートいたします。
〇インターンシップについて
ここ数年、インターンシップを１・２月に実施する企業が
増えています。優秀な学生と早期に接触し、自社の採用選考
への応募に繋げることを目的とする企業もありますので、興
味のある企業のインターンシップには積極的に参加してくだ
さい。中には１・２年次から参加できるものもあります。１・
２年次を対象にしたインターンシップについては、キャリア
センター掲示板、KONECOのお知らせ等に掲示します。

櫛とワックス、就活ノートです。櫛と
ワックスは、髪をまとめるために使ってい
ました。女性の先輩に「身だしなみは大切」
ということを教わっていたので、必ず鏡の
前で髪を整えてから、面接に臨んでいま
した。就活ノートは合同説明会や会社説

明会で聞いた内容がメモしてあります。ES（エントリーシート）を書く
際や面接の前などに、企業のことを確認するために使っていました。

ノートパソコンとタオルハンカチです。
就職活動では調べものやWEBでの提出物
が多かったため、説明会や面接後など空
いている時間を使って情報管理をしてい
ました。またSPIの問題もパソコンの中に
入れていたので、参考書などを持ち運ぶ

必要がありませんでした。タオルハンカチは、雨でスーツが濡れてしま
った時や汗をかいた時に、身だしなみを整えるために使っていました。

（株）産業経済新聞社：五大紙の一つである産経新聞を発行する。他に
スポーツ紙や企業向けなどの媒体を持つ。

日本航空（株）：日本の主要航空会社。世界で一番お客さまに選ばれ、
愛される航空会社を目指す。

内定先：株式会社産業経済新聞社 内定先：日本航空株式会社

法学部政治学科４年
押見 寧々さん

文学部英米文学科４年
竹田 祐太さん

みずほフィナンシャルグループ / 三井住友銀行 / 三菱東京ＵＦＪ銀行 / 
七十七銀行 / 第四銀行 / 横浜信用金庫 / 西武信用金庫 / ＳＭＢＣ日興証券 / 
野村證券 / 日本生命保険 / 損害保険ジャパン日本興亜 / 日本郵政グループ / 
東京テアトル / カバヤ食品 / ロッテ / 亀田製菓 / 山崎製パン / ヤクルト / 
コクヨ / イトーキ / 王子製紙 / 産業経済新聞社 / 
バンダイナムコビジネスアーク / ＴＯＴＯ / ディスコ / 日立製作所 / 
日本電気（ＮＥＣ） / 富士通 / 沖縄電力 / 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本） / 
東海旅客鉄道（ＪＲ東海） / 東京急行電鉄 / 東京地下鉄（東京メトロ）/ 
全日本空輸 / 日本航空 / 成田国際空港 / 三菱食品 / 花王カスタマーマーケティング / 
日本出版販売 / 三越伊勢丹 / ニトリ / 千葉テレビ放送 / とちぎテレビ / 楽天 / 
ＪＴＢ首都圏 / エイチ・アイ・エス / 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート / 
吉本興業 / アクセンチュア / ワタベウェディング / 国税庁 / 警視庁 / 千葉県庁 /
東京消防庁 / 東京地方裁判所 / 特別区人事委員会 / 東京都教育委員会 / 
川崎市教育委員会 他

●4年生（2018年3月卒業見込）の主な内定先（2018年１月現在）

■経団連指針
学年 ３年生 ４年生
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
学事 試験 春休み 授業 試験 夏休み 授業
2019卒
（現３年生） 企業説明会 採用面接 内定

私の必需品 私の必需品
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私は同じ目標に向かって努力する
仲間や支えてくれた人々の存在によ
り、教員採用試験を乗り越えられま
した。一次試験の筆記対策では、試
験日から逆算して予定を立て、勉強に取り組みました。しか
し、教員採用試験は１年以上に及ぶ長期戦のため、モチベー
ションが下がることもあります。それでも、私が努力し続け
られたのは、大学の勉強会や予備校で知り合った、同じ目標
に向かう仲間の存在です。その仲間と関わる時間が、息抜き
でもあり、自分のパワーに変わっていました。
二次試験は、面接・場面指導・実技試験でした。対策には、
仲間との協力や予備校の先生からのアドバイス等、第三者の
客観的な視点が欠かせません。私は先生や現役教員として活
躍する先輩に指導してもらいました。
共に戦う仲間からも多くのことを学ばせてもらいました。
教員採用試験では、辛いことや様々な問題に直面することも
ありますが、周りの人の力を借りながら、皆で合格を目指し
ましょう。

公務員試験に合格するために心掛
けたことは、試験当日に合わせた生
活の習慣づけと面接対策のために自
分の経験談を整理しておくことです。
試験当日は午前８時頃に会場へ着き、午前中に教養科目、
午後に専門科目、最後に論文試験が課されることが多いです。
一日中問題を解き続ける集中力と体力は、短期間で身につく
ものではありません。そのために、普段勉強しているときか
ら試験を想定した生活を送るようにしていました。
面接では具体的な志望理由や自分がどのような大学生活

を送り、そこで得たものは何かなど細かく聞かれます。大学
生活を振り返り、一つひとつのエピソードを具体的に話せる
ように心掛けました。
公務員試験はやった努力が報われる試験です。コツコツと

努力していれば結果が見えてきます。受験勉強を振り返ると
辛くて心が折れそうな時期もありましたが、私はやってよか
ったと心から思えました。辛い時期は周囲に頼りつつ、あき
らめずに最後までやり遂げてください。

自作の学習指導要領穴埋めプリントと
英単語帳です。学習指導要領穴埋めプリ
ントは、一次試験の専門教養で、その部
分は確実に得点できるよう、過去問題を
分析し自分で作成しました。また、英単
語帳も、一次試験の専門教養の対策とし

て常に持ち歩いていました。両方とも、電車での移動時間や寝る前の数
分など、 間時間を活用して勉強していました。

自作の間違いノートとスマートフォン
です。模試や問題集で間違えた問題だけ
をまとめたノートを作りました。試験開始
の直前までこのノート一冊を見て確認し、
挑みました。スマートフォンでは勉強時間
を管理していました。各科目ごとに分けて

時間を記録することができるので、科目に偏りがないか、また自分の努
力が可視化できるので、自信を持って試験に臨むことができました。

川崎市立中学校・高等学校（英語）：「夢や希望を抱いて生きがいのあ
る人生を送るための礎を築く」を基本理念とし、学校教育を行っている。

東京国税局：納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現すること
を使命とし、国の財政基盤を整える仕事を担う官庁。

内定先：川崎市立中学校・高等学校内定先：東京国税局

グローバル・メディア・スタディ－ズ学部
グローバル・メディア学科４年
陸野 綾菜さん

文学部地理学科
地域文化研究専攻４年
小田 紗弓さん

私の必需品 私の必需品

　３年生対象の第３回就職ガイダンス（10/23 ～ 25開
催）で、「Career Hand Book 2019」を配布しました。
就活ノートとして、本番でも役立つ情報を掲載してい
ます。
　就職活動中は、スケジュールやＩＤ・パスワードの
管理が大変です。黒いリングのみの仕様なので、ダイ
アリーとしても好評です。是非、ご活用ください。

①「第4回就職ガイダンス」※1/29(月)のみマナー講座も行います。

●３年生・修士１年生対象 会場：記念講堂
　【経済・法】 １/29（  月  ）14時～ 17時10分
　【経営・ＧＭＳ】 １/30（火）14時～ 15時30分
　【仏教・文・医療健康科・大学院】 １/31（水）14時～ 15時30分

※対象学部以外の日程でも参加可能です

②「学内合同業界・企業説明会」

●３年生・修士１年生対象 会場：1号館
　 2/27（火）・28（水）・3/1（木）・2（金）
　４日間で300社予定
※リクルートスーツ着用
※詳細は第4回就職ガイダンスで配布

Career
HandBook
2019

イベント情報
（詳細はキャリアセンターHP・掲示板等で確認してください）

キャリアセンターからの
お知らせ

合同業界・企業説明会の様子
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Over the last 4 weeks, my classmates and I have been fortunate 
enough to experience Japan through the KOMSTUDY program. 
Initially we were almost just a group of strangers, but since 
meeting we have become fi rm friends with each other. There 
have been so many aspects of traditional Japanese culture that 
we were able to experience through KOMSTUDY, such as Sado 
and Zazen. Our weekend trip through Disney Sea and Meiji-
Jingu also left us with many fond memories.
To the staff at Komazawa University, for taking a great 
interest in teaching us and ensuring that we understood the course 

content ,  thank 
you. Thank you to 
the President of 
Komazawa Univer-
sity and those at 
the International 
Centre, for allowing 
the program to 

go ahead and organising fun 
activities for us. Also, thank you 
to Ms. Kayoko Uchiyama, who 
supported us with the preparation 
for KOMSTUDY and monitored 
us throughout. Thank you to the 
volunteer students of Komazawa 
University, for befriending us and giving us a local’s guide of Tokyo. 
Above all, thank you to the host families, for letting us into your busy 
lives and making us members of your family. Without you all, this 
wonderful experience would never have been possible.
I can say for sure that KOMSTUDY has encouraged us all to 
soon return to Japan, whether it be to learn, work or travel. 
From the bottom of my heart, I thank all of you for continuing 
to make KOMSTUDY a reality for students of The University 
of Queensland, and I hope that this program can continue to 
run for many more happy years to come. 

Karla Waterman

　９月27日（水）・28日（木）、駒沢キャンパス記念講堂で海外研
修・留学フェア2017を開催し、254人の来場者がフェアを満喫し
ました。
　留学や語学学習、就職活動、ボランティア活動などについて、
留学前後に知りたい情報に精通した専門家を招き、様々な分野の
ブースやイベントを設けました。
　また、交換留学生による協定校の紹介や、「交換留学生と話そう」
など、直接交流を図ることができるイベントを開催し、盛況のう
ちに終了しました。
　海外研修・留学
フェアは2018年も
実施予定です。留
学に限らず、国内
外での様々な経験
を通じてグローバ
ルな人材を目指す
皆さんは、ぜひご
参加ください。

　国際センターでは、協定校からの
来日交換留学生と様々な話題につい
て直接会話ができるグローバルサロ
ンを深沢校舎２階に設置していま
す。
　ここには、各国の言語や文化に触
れながら会話を楽しみ、友だちになって交流を深め、お互いの学
生生活をより充実したものにできるというメリットがあります。
　これまでオーストラリア、台湾、アメリカ、韓国、中国と多彩
な国の交換留学生が、自国の文化などを紹介しながら本学の学生
と交流を持ちました。毎回、参加した学生からは大好評で、回を
追う毎に参加者が増えています。
　これからも定期的に実施していく予定ですので、興味がある方
はぜひご参加ください。開催日程等、詳細はKONECOでお知ら
せしています。

　私は大学卒業後、会社員として働いていました。しかし、仕事をしていく中で直接人の人生の役に立つ仕事がした
いと思い立ち、大学時代に法学部であったこともあり、法曹を目指すことを決意しました。
　法科大学院受験前は会社員として、仕事等で忙しくなかなか勉強する時間がとれませんでした。また、法学部出身
とはいえ、学部時代は卒業さえできれば良いという勉強に終始していたため、法律の基礎すらわかっていませんでした。
　そんな私でも本学の法科大学院に入学してから、少人数教育の特徴を活かしたきめ細かい指導や整備された学習環
境、また、切磋琢磨し合える仲間の存在のおかげで、司法試験に合格することができました。
　受験勉強中はいつ終わりが来るのだろうかと辛く長く感じる時もありました。それでも愚直に基礎基本を大事に努
力し続けることで、確実に成長し、合格に近づいていったと思います。人それぞれいつ伸びるかわかりません。私は試験の直前に自分
の実力が伸びていることを感じました。試験が終わる最後の最後まで諦めずに取り組んでいくことが重要だと思います。

司法試験合格体験記司法試験合格体験記
浅川　拓也さん 駒澤大学法科大学院2017年修了

グローバルサロン

来日プログラム（KOMSTUDY）体験記

海外研修・留学フェア

 「楽しかった！」

学生からの感想 「初心者でもウェルカムな雰囲気でした。」
 「次も参加したいです。」

也拓也也さささん
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駒 大

クイズ

クイ
ズ に

答 え
て

限定
グッズ

をもら
おう！

KOMADAI QUIZ
駒沢キャンパス／深沢キャンパス／

玉川キャンパス
内にある「お釈迦様の像」の数は

合わせていくつ？

駒沢キャンパスでの「学園通信」の
配布場所として正しいのは、
「1号館1階休講掲示板前」と
「8号館1階」と、あとはどこ？

（複数回答可）

A  . 「7号館1階」
B  . 「9号館1階」
C . 「大学会館入口」
D. 「図書館1階」

A  . 「1体」
B  . 「2体」
C . 「3体」
D. 「4体」

KOMADAI QUIZ

Q.2Q.1
KOMADAI QUIZ

■ 正解者の中から抽選で5人の方に駒大オリジナルグッズ「サーモスタン
ブラー」・「Tシャツ」・「マフラータオル」をプレゼント。右記QRコードより
フォーマットに沿って応募してください。必ず氏名・学生番号を明記してく
ださい（記入がない場合は無効となります）。応募は一人一回のみ有効で
す。応募締切は、2月15日（木）です。当選者には総務部広報課より連絡
します。クイズの正解は学園通信331号で発表します。

応募方法

あなたは○○派？

使ってるのは？

タイ焼きを食べるときは？

あなたは  　   どっち派!? 

イマドキの駒大生を調査！

犬派猫派

30% 70%

文学部歴史学科外国史学専攻2年

嶋田 淳也
丈夫だから！

文学部地理学科地域環境研究専攻3年

朽木 康博

一口目から
あんこが
食べたい！法学部法律学科2年

濵田 弓佳

いい匂いが
するから！

ケースの
バリエーションが

豊富！

実家で豆柴を
飼ってるから！

タイ焼き屋でバイト
したら、頭の方があ
んこが多かったから
とっておきたい！

iPhone

Android

8%
92%

頭から
尻尾から

25% 75%

文学部社会学科社会学専攻1年

佐野 愛季

経営学部経営学科3年

井谷 仁
経営学部経営学科4年

山崎 千穂



　馬込研究室には現在３年生４人、４年生３人、修士課
程の大学院生２人が所属しています。馬込研究室では人
の命を救うことを目標に、日々研究に取り組んでいます。
例えば、最新の放射線治療では、腫瘍部分に線量を集中
させ、周囲の組織への線量を最小限に抑えるために、医
用画像情報を積極的に利用しています。生物、物理、医
学などの様々な分野の知識を幅広く活用し、医用画像情
報と組み合わせたシステム開発を行うことで、がん治療
成績の向上を目指します。
　主な活動は３年次の論文講読と４年次から始まる週１
回の研究ミーティングです。論文講読では全て英語で書
かれた論文を読むので英語の読解力が身につきます。週
１回の研究ミーティングでは１週間の研究成果をスライ
ドにまとめてわかりやすく伝えることが求められます。
そのため社会人として必要なスキルであるプレゼン力が
付き、先生と議論を繰り返すことで論理的思考能力が鍛
えられます。少し厳しい研究室ですが、その分得られる
ものも大きいです。
　研究活動だけでなく、サークルや部活動に積極的に参
加している学生もいます。馬込先生もサークルや部活動
に参加することを推奨しており、まさに文武両道の研究

室ではないでしょうか。
　馬込研究室は2016年にできたばかりですので、どのよ
うな研究室になっていくのかは、私たちやこれから馬込
研究室に入ってくる皆さん次第です。一緒に素晴らしい
研究室を作り上げていきましょう！

大学院　医療健康科学研究科　診療放射線学専攻　修士課程１年　水谷　拓也

私のゼミMy Seminar 医療健康科学部　馬込　大貴 ゼミ　vol.144

日本全国、
世界からも学生が集う駒大。
故郷のいろんなことを

アピールしていただきます。 　私の出身地である石川県
は、北陸新幹線が開通し、
観光客が開通以前よりも増
加しました。金沢駅は世界

で最も美しい駅14選に、日本で唯一選ばれ
ました。能登には、国内で唯一砂浜を車で
走ることができる「千里浜なぎさドライブ
ウェイ」があります。車の他にも、バスや
バイク、自転車でも走ることができます。

そして石川県は、国民栄誉賞を受賞した
松井秀喜選手を生んだ県でもあります。「松
井秀喜ベースボールミュージアム」は野球
好きなら一度は訪れてみたい場所です。
　また石川県は、日本一アイスクリームを
食べる県でもあります。冬でもこたつに入
りながらアイスクリームを食べるのは石川
県民独特の県民性ではないでしょうか。

第  5  回
お国自慢

今回のお国自慢

石川県

仏教学部 ２年

速水 翔平
出身高校：
石川県立小松明峰高校

写真提供：小松市役所観光交流課

食べ物 観光地

名物

『ホワイトミニー』

『那谷寺』

『金沢カレー』

〈石川県〉ってこんなところ

【～しまっし】

速水さんのお
すすめ

これぞ石川弁
!

小松市の小中学校の給食によ
く出ていて、毎回争奪戦にな
るほど人気です！今は通販サイト
などでも購入できるそうです。

秋になると紅葉が
とても綺麗で、小
さいころに家族で
行った記憶があり
ます。

ドロっとした黒いルーに千切りキャベツを乗せたカレー。
日本各地の他、アメリカやブラジルにもお店があるほど
人気です。

例文：石川にいっぺん来てみまっし。（石川に一度来てみれば？）
石川県限定のダジャレで、「しましまにしまっしま！（縞々にしなさい！）」とい
うものもあり、県外でこの言葉を話すと笑ってしまいます。

 意味：～すれば？

小松市イメージキャラクター
カブッキー

写真提供：株式会社 庄
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 図書館２階閲覧コーナーMap

　2017年（平成29年）に刊行された本学教職員の著作物（共著、編者、
解説、監修含む）の一覧です。これらは、図書館２階の「教職員著作物
コーナー」などですべて閲覧することができます。
　是非、一度手にとってご覧ください。
※2017年11月30日までに図書館に配架された書籍を掲載しています。

介紹刊新

No. 書名・出版社等 著者・編者

1 ロシア製鉄業史論 / 山縣弘志著. -- 学文社, 2017.1 山縣弘志

2
IoT時代の情報通信政策 
= Info-communication policy in the IoT era 
/ 福家秀紀著. -- 白桃書房, 2017.1

福家秀紀

3 グローバル資金管理と直接投資 / 小西宏美著. -- 日本経済評論社, 2017.1 小西宏美

4
平家公達草紙 : 『平家物語』読者が創った美
しき貴公子たちの物語 / 櫻井陽子, 鈴木裕
子, 渡邉裕美子著. -- 笠間書院, 2017.2

櫻井陽子・
鈴木裕子

5
死者はどこへいくのか : 死をめぐる人類
五〇〇〇年の歴史 / 大城道則編著 ; 伊藤由
希子 [ほか] 著. -- 河出書房新社, 2017.2(河出
ブックス ; 102)

大城道則

6
道元禅師研究における諸問題 : 近代の宗学
論争を中心として / 角田泰隆編著 ; 秋津秀
彰 [ほか] 著. -- 春秋社, 2017.2

角田泰隆

7 組織再編の法理と立法 : 利害関係者の保護と救済 / 受川環大著. -- 中央経済社, 2017.2 受川環大

8
バルザックの文学とジェンダー : 女性作家
との比較から分かること / 東辰之介著. -- 
春風社, 2017.2

東辰之介

9
国家と上座仏教 : タイの政教関係 / 矢野秀
武著. -- 北海道大学出版会, 2017.2 (現代宗教
文化研究叢書 ; 006).

矢野秀武

10 天台維摩経疏の研究 / 山口弘江著. -- 国書刊行会, 2017.2 山口弘江

11 日本国債の膨張と崩壊 : 日本の財政金融政策 / 代田純著. -- 文眞堂, 2017.2 代田純

12
Hatch組織論 : 3つのパースペクティブ / 
Mary Jo Hatch, Ann L.Cunliff e [著] ; 大月
博司, 日野健太, 山口善昭訳. -- 同文舘出版, 
2017.2

日野健太

13
革をつくる人びと : 被差別部落、客家、ム
スリム、ユダヤ人たちと「革の道」 / 西村祐
子著. -- 解放出版社, 2017.3

西村祐子

No. 書名・出版社等 著者・編者

14
古典解釈の東アジア的展開 : 宗教文献を中
心として / 藤井淳編. -- 京都大学人文科学
研究所, 2017.3(京都大學人文科學研究所研
究報告).

藤井淳

15 『摩訶止観』を読む / 池田魯參著. -- 春秋社, 2017.3 池田魯參

16 英国小説研究 / 『英国小説研究』同人著 ; 第26冊. -- 英宝社, 2017.4 川崎明子

17
インターンシップ実践ガイド : 大学と企業
の連携 / 折戸晴雄, 根木良友, 山口圭介編. -- 
玉川大学出版部, 2017.4

菊原武史

18
ジェイン・オースティン研究の今 : 同時代
のテクストも視野に入れて / 日本オーステ
ィン協会編. -- 彩流社, 2017.4

中村哲子

19 国会を考える / 大石眞, 大山礼子編著 ; 山本龍彦 [ほか] 執筆. -- 三省堂, 2017.5 大山礼子

20 「ものまね」の歴史 : 仏教・笑い・芸能 / 石井公成著. -- 吉川弘文館, 2017.6 石井公成

21 詩について : アンドルー・マーヴェルから / 加藤光也著. -- 松柏社, 2017.6 加藤光也

22
シュレーディンガーの猫を追って / フィリ
ップ・フォレスト著 ; 澤田直, 小黒昌文訳. 
-- 河出書房新社, 2017.6

小黒昌文

23 芥川追想 / 石割透編. -- 岩波書店, 2017.7 (岩波文庫 ; 緑(31)-201-2). 石割透

24
道元さまが教えてくれた心のコンパス :『正
法眼蔵随聞記』に学ぶ / 晴山俊英著 ; 1. -- 
曹洞宗宗務庁, 2017.7

晴山俊英

25 自由意思と刑事責任 : 脳科学を顧みて / 松村格著. -- 八千代出版, 2017.8 松村格

26
日本人が知りたいイギリス人の当たり前 : 
英語リーディング / 唐沢一友, モート、セ
ーラ著. -- 三修社, 2017.8

唐沢一友・
モート、セーラ

27 鎌倉寺社の近世 : 転換する中世的権威 / 中野達哉編. -- 岩田書院, 2017.9 中野達哉

図書館２階閲覧 ナ M
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仏教行事について仏教行事について

仏教学部講師　大澤　邦由 仏教学部講師　加納　和雄

　高祖とは、一般的には創業の
皇帝、転じて宗派の開祖のこと
を指し、わが曹洞宗では道元禅
師を讃えて高祖と称する。降誕
会とは誕生を祝う法会のこと。
つまり、道元禅師の徳を称えそ
の誕生をお祝いする日が、１月
26日に行われる高祖降誕会であ
る。
　道元禅師は正治二年（1200）正
月二日（陰暦）にお生まれにな
り、貞応二年（1223）、24歳にし
て宋国に渡られた。渡航後間も
ないころ、船中にて日本の椎茸
を求めてやってきた阿育王山の
老典

てん

座
ぞ

（典座とは禅寺で食事の
準備を司る役職）に出会った。
老典座は典座職を坐禅などより低く見ていた道元禅師に、
食事の準備もが大切な仏道修行の一部であることを教えた。
老典座との出会いは道元禅師にとって印象深い出来事だっ
たのだろう。この話は帰国後、38歳の時に著わされた「典座
教訓」に詳細に語られる。
　同書には次のような一文がある。「不可一念疎怠緩慢、一
事管看、一事不管看。」一時もなまけたり気をゆるめたりす
ることなく、何事も些細なこととしてなおざりにしてはな
らない。
　道元禅師は老典座の教えを受け、すべての行いが仏道修
行であることを強調した。効率化、合理主義が尊ばれる現
代社会において、今一度この言葉の意味を考えたい。

　毎年２月15日、本学では涅槃会という仏教行事が行われ
ます。涅槃とは、梵語の「ニルヴァーナ」を漢字に写したも
ので、「蝋燭などの火が吹き消されること」を意味します。
それは煩悩の火が鎮まった安らかな、ブッダ境地を指しま
す。ひいてはブッダが生身の身体を捨てて世を去ったこと
を意味します。80余歳で寿命を全うしたブッダはその後、
消えていなくなってしまったのでしょうか。その弟子や信
者たちは、ブッダが消えてしまったとは考えませんでした。
むしろブッダの存在のあり方が、生身から、「骨とことば」
という別の存在のあり方へと移行したのだと信じました。
つまりブッダの遺骨（舎利）は「色身」、そしてその教えは「法
身」、つまり物と心という二重の存在へと姿を変えて人々に
崇拝され続けることになります。私たちに馴染み深い姿と
しては、ブッダの「お墓」（仏塔）と「お経」という形で今日も
信奉されています。仏塔は、本邦では五重の塔等という形
でお参りする事ができます。日本でより馴染みのある仏像
は、この仏塔
に由来します。
このようにブ
ッダが私たち
の身近に居ら
れることを改
めて肌で感じ
ていただき、
涅槃会にてそ
の想いを深め
てみてはいか
がでしょうか。

高祖降誕会 涅槃会

グローバル・メディア・スタディーズ学部
グローバル・メディア学科３年 白石　陸

靴を送って「スナノミ症」から
子どもの命を守ろう

～駒大生が取り組む海外ボランティア～

　水、電気がないアフリカ・ケニアの村で20歳の誕生
日を迎えた。駒澤大学に通う今もスナノミ症で歩けな
い子どもたちを思い出す。スナノミ症は砂にいるノミ
の一種が手足に寄生、強い痛みを伴いながら進行、全
身を壊死させる恐ろしい病だ。だが、国際社会で議論
されてこなかった。靴を履くことで予防できるが、現
地住民は貧困のため裸足で生活していた。私がきっか
けとなって始まった靴の寄付の輪は、日本中へ瞬く間
に広まった。これまでに１万足以上が寄付され、あら
ゆる垣根を越え「一億総活躍」で取り組む流れができ
てきた。

　農村部とスラム
街で丸１年生活し
た。ボランティア
でスナノミ症根絶
に邁進、NGOの現
地所長としてスラ
ム街での感染症対
策事業を公的資金
を用いて主導した。様々な人に無理を言い、迷惑をかけた。
その中で学んだのは謙虚に自己分析し、わからないことは
専門家に頼り、学びに貪欲になることだ。我々はそれをす
る素晴らしい環境にいる。皆、やってやろうではないか。

（2018.1.15）12



ートだ。浅野さんも高校時
代はホッケー部に所属して
いた。他にも高校時代はバ
スケットボール部、吹奏楽部だった人など運動部と文化部
の様々な部から入部している。
　射撃部ならではの良さを「他にはない、銃を扱えるところ」
と浅野さんは話す。銃といっても本格的な競技用の銃を使
うので、警察に所持の許可を申請する。警察の許可を得て
いるため、鉛でできている弾の管理などは徹底している。
　新入生に向けて、「入部する人はみな未経験者。強くなり
たいという意志があれば周りに追いつける」と主将は語る。
一時期ではあるが、昨年はリーグ戦の１部に昇格した。ト
ップレベルの戦いも視界に見えた。春のリーグ戦に向けて、
部員一同で再び昇格することに照準を合わせている。
（学生記者　駒大スポーツ所属　法学部政治学科２年　田上 佳雅）

　指先に意識を集中させ、50メートル先のA4用紙ほどの目
標を狙い撃ち。これ、何の競技か分かるだろうか。正解は
射撃競技だ。
　駒澤大学にも、射撃部が存在する。「射撃競技というと、
クレー射撃に代表される、動く物を撃つイメージがありま
すが、固定された対象を撃ちます」と話すのは、主将の浅
野遼志さん（経済３）。射撃競技では、何よりも集中力が不
可欠だ。というのも、何十メートルも離れている同じ的に
対して、50分間で60発の弾を撃つ種目もあるからだ。同じ
姿勢で撃ち続けるのは大変なので、専用の射撃用コートを
着る。

　射撃部は、体育会に
所属している。という
と、厳しいクラブとい
う印象を受けるかもし
れないが、大半の部員
は未経験者からのスタ

射撃部射撃部

公式サイト：http://komabarret.webcrow.jp/

151回
サークル訪問

■教務部からのお知らせ

 

平成29年度後期・通年科目定期試験の日程
定期試験（集中）

定期試験

1月15日（月）・16日（火）・17日（水）
1月18日（木）・22日（月）～26日（金）

上記期間の試験は、すべて駒沢キャンパスで実施します。
学生証は必ず持参のこと。
試験日、試験教場、レポート課題の詳細はKONECOで確認してください。

※仏教学部の新3年次生は、学部による学科振り分け説明会（学生証交換含む）があります。KONECO・仏教学部ホームページで日時・場所を確認してください。

ICカード学生証交換　学部指定日時に現在の学生証持参 【3号館指定教場】
履修要項配付　3月29日(木)・30日(金）　9：00～17：00 【本部棟教務部臨時窓口】

3月29日（木）・30日（金）に平成30年度学生証交換・在校生オリエンテ
ーションを開校130周年記念棟「種月館」（3号館）で実施します。詳細
はKONECOで確認してください。

平成30年度からの主な変更

○英語必修（選択必修）科目は、英語能力判定
　テストの得点によるクラス分実施

○平成30年4月より「駒澤大学進級規程」改正

○単位修得放棄制度の導入

○ICカード学生証の導入

○電子掲示板（休講・教場変更）廃止

※詳しくは大学ホームページへ

17ゼミ、総勢約170人の学生が参加して開催された「第
3回学生シンポジウム」は、「経済学部同窓会総会」が同
日に開催されたこともあり、来賓の方々にも多くご参加
いただき、様々な意見交換を行うことができました。格
差や労働問題、資源の問題、地域活性化など、議論した
テーマは多岐にわたりました。参加した学生からは「他
学部の勉強を知る貴重な経験になった」との感想をいた
だきました。来年度以降も、参加学部や学生数をさらに

増やし、学業における駒澤大
学の一大イベントとなるよう
努めたいと思います。
（経済学部ゼミナール連合会）

参加ゼミ一覧

経済学部
明石ゼミ 浅田ゼミ 姉歯ゼミ
齋藤ゼミ 田中ゼミ 長山ゼミ
西村ゼミ 百田ゼミ 深見ゼミ
福島ゼミ 堀内ゼミ 宮田ゼミ

法学部
富崎ゼミ

経営学部
青木ゼミ 鹿嶋ゼミ 菅野ゼミ
中野ゼミ

普段は交流できない他学部、他ゼミの方々
と日頃の活動や研究成果を共有し、更なる学
びの契機をいただくことができました。

今回初参加で他ゼミの方々との議論や発表
の中で、私たちに無い視点を授けられ非常に
有意義な時間でした。

経済学部ゼミナール連合会主催経経済済学学部部ゼミナナールル連連合合会会主主催催
第 3 回学生シンポジウムを開催第第第 333 回回回学学学生生生シシシンンンポポポジジジウウウムムムををを開開開催催催

\ 参加者から寄せられた声 /

鹿嶋ゼミ（経営学部）

西村ゼミ（経済学部）

福島ゼミ（経済学部）
今回初めて学生シンポジウムに発表者、司会

者として参加させていただきました。発表では
準備がうまく進まず、司会では会の進行を円滑
に行えるか不安でしたが、周りの支えもあり、
とても勉強になりました。今後の活動の糧とな
り意味のある会となりました。
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KOMAZAWA

総合教育研究部の中村哲子教授が
日本学術振興会から表彰されました

空手道部が各種大会で活躍

「学生が選ぶベスト・ティーチング賞」受賞者決定
山形県とUIターン
就職促進に関する
協定を締結

男子バレーボール部の2選手が
Vリーグへ新加入内定

経営学部の中村公一ゼミが世田谷区玉川総
合支所のイベントに企画参加しました

　総合教育研究部の中村哲子教授が、独立行政
法人日本学術振興会より、特別研究員事業等の
審査員を務めたことによる「有意義な審査意見
を付した専門委員等」として表彰されました。
９月23日（土）に学内で
表彰式が行われ、長谷
部八朗学長より表彰状
が授与されました。

◆第10回世界ジュニア&カデット空手道選手権大会／10
月26日（木）～29日（日）／スペイン・テネリフェ
　杉本りさ選手（心理２）が、組手の部に日本代表とし
て出場し、金メダルを獲得しました。この大会は、様々
な流派が存在する空手において全流派の世界大会であ
り、杉本選手の今後のさらなる活躍が期待されます。
◆第61回全日本大学空手道選手権大会／11月19日（日）／日本武道館
女子団体組手　第３位　女子団体型　準優勝

◆第60回関東大学空手道選手権大会／10月９日（月）／日本武道館
男子団体組手　ベスト８
女子団体組手　準優勝
男子団体型　　第３位
女子団体型　　準優勝

  12月22日（金）に「平成29年度 学生が選ぶベスト・ティーチング賞」の授賞式が開催
されました。
　このイベントは、学生目線による教育改善を目指し、学生から見て効果的な教育方
法を実践する教員を表彰し、その教育方法を全学的に共有することで、大学全体の教
育の質を向上させることを目的としています。
　単なる人気投票ではなく、「授業の内容を理解しやすくするための工夫がなされて
いる」と学生が感じた授業を具体的な理由も添えて投票してもらい、今年度は４人の
教員を表彰しました。
　FD推進委員会委員長の長谷部八朗学長より表彰状が手渡され、本イベントの実施・
運営にあたった学生FDスタッフより花束が贈呈されました。
　また、表彰された教員はそれぞれ受賞の言葉を述べ、普段の授業に対する取り組み
や工夫についても説明しました。
「刑法総論」　　　法学部　　富樫 景子 講師
「経営戦略論」　　経営学部　中村 公一 教授
「経済学入門ａ」　経済学部　矢野 浩一 教授
「英語ⅠＡｂ」　　総合教育研究部
　　　　　　　　フレンチ，ナサニエル 助教

　本学は、11月20日（月）に山
形県と学生UIターン就職促進
に関する協定を締結しました。
これは、学生のUIターン就職
を促進するため、相互に連携・
協力をして取り組むことを目的
としたものです。
　本学では現在、栃木県、長野
県、茨城県、新潟県、札幌市と
既に学生UIターン就職促進に
関する協定を結んでいます。

　戸嵜嵩大選手
（経済４）が、V・
プレミアムリー
グの「東レアロ
ーズ」に、土井
友登選手（禅４）
が、V・チャレンジリーグⅠの「つく
ばユナイテッドSunGAIA」に新加入
することが内定しました。

　中村ゼミが、10月７日（土）に世田谷区玉川総合支
所庁舎・玉川区民会館の解体に合わせて開催された
「区制85周年 玉川地域のみなさまこれまでありがと
うフェスティバル」において、「呪われた庁舎からの
脱出」というアドベンチャーゲームを企画・運営しま
した。中村ゼミでは、「学んだことを社会にも還元しよう」という目標
を掲げており、地域社会貢献の一貫として実施されました。
　11月10日（金）に行われた表彰式では、玉川総合支所長、担当課長が
ご出席され、感謝状が贈られました。

ゼミ・研究ゼミ・研究

◆第10回世

クラブ・サークルクラブ・サークル
課外活動課外活動

その他その他
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体育会
●女子ラクロス部
¡第17回　LACROSSE/つま恋/SPRING CUP／
3月8日（木）～10日（土）／静岡県掛川市「つま
恋リゾート 彩の郷」 
●洋弓部
¡2018年度 関東学生アーチェリー 男女リーグ
戦／ 3月下旬～5月上旬／各大学の射場

●自動車部
¡新人戦／ 2月下旬／未定
文化部
●吹奏楽部
¡スプリングコンサート2018 ／ 3月11日（日）／駒
澤大学記念講堂

任意団体
●アカペラサークル鳴声刺心
¡鳴声刺心冬ライブ【愛】／ 3月10日（土）／牛込
箪笥区民ホール

声援歓迎

サークルの活動予定 駒大生の輝く姿をぜひご覧くださいサークルの活動予定

NEWS

文学部社会学科の松信ひろみ教授が
日本学術振興会から表彰されました

ボクシング部が「第72回国民体育大会」に
各府県代表として出場

石井清純教授が世田谷区上馬地区地域活性化事
業「大人の習い事」で坐禅講座を開催

駒澤大学附属苫小牧高等学校の
2年生203人が大学訪問

陸上競技部が駒沢小学校で
長距離走指導を行いました

経済学部の長山宗広ゼミが
「うまいもん大学2017 at ルミネウィング」に参加

　文学部社会学科の
松信ひろみ教授が、
独立行政法人日本学
術振興会より、科学
研究費助成事業の審
査委員を務めたことによる「有意義な審査意見
を付した審査委員」として表彰されました。10
月11日（水）に学内で表彰式が行われ、長谷部
八朗学長より表彰状が授与されました。

  10月５日（木）～９日（月）に愛媛県で開催された「第72回国民体育大会
（愛顔つなぐえひめ国体）」において、ボクシング部の部員８人、卒業生
３人が各府県代表として出場し、下記の選手が優秀な成績を収めました。
南出仁（和歌山県・商４） 　　バンタム級 準優勝
牧野拓矢（静岡県・政治４） 　ウェルター級 ３位
嶋田淳也（大阪府・歴史２） 　ライト級 ３位
長谷部大地（岡山県・経済１） ライトフライ級 ３位
市川春希（新潟県・経営３） 　フライ級 ５位

　仏教学部の石井清純教授が、９月14日
（木）・15日（金）の２日間、上馬地区地域
活性化事業「大人の習い事」の講師として
坐禅講座を開催しました。この事業は上
馬まちづくりセンターが主催する、地域の活性化を目的に
年間を通して地域住民にさまざまな「講習の場」を提供する
企画です。「心に身体に 坐禅講座」と題した今回の講座は、
上馬地区在住の方を中心に多くの参加者が集まりました。

　駒澤大学附属苫小牧高等学校２年生の生徒203人が、10
月25日（水）に高大接続授業の一環として、本学を訪れま
した。同校出身OB８人との座談会も開催され、高校と
大学の違い、授業について、課外
活動、一人暮らしやアルバイト等
の実体験が語られました。生徒の
皆さんには、大学進学に向けて良
い機会となったようです。

　陸上競技部の
藤田敦史コーチ
と加藤剛史コー
チが、11月７日
（火）に世田谷区
立駒沢小学校で
長距離走指導を
行いました。
　これは、地域連携の一環としてはじめら
れ、今年で５年目になります。当日は５年
生と６年生の約120人が参加し、長い距離を
走るコツやフォームの指導のほか、藤田コ
ーチ考案のインナーマッスルトレーニング
も行いました。

　長山ゼミが、10月21日（土）・22日（日）に開催
された「うまいもん大学2017 at ルミネウィング」
に参加しました。「うまいもん大学」は、鎌倉・
湘南の食材を元に大学生が考えた商品を、企業と
コラボして生産販売するイベントです。今回は、
駒澤大学を含めて７校×７企業が出展しました。
　長山ゼミは、サラダや惣菜で有名な企業「RF１」とコラボして、「湘
南野菜入り 精進サラダ」という禅パスタサラダを開発・販売しました。
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　１月２日（火）・３日（水）に開催された 第94回箱根駅伝（東京・
大手町～箱根・ 芦ノ湖往復、全10区間217.1km）において、本学
陸上競技部は11時間15分13秒で総合第12位となった。
　往路は、１区の片西選手（地
理３）が区間３位の快走でスタ
ートを切ったが、その後は苦戦。
４区を任された主将の高本選手
（経済４）が区間新記録となる
意地の走りで７位に順位を押し
上げたが、５区で他大学の猛追にあい、13位で往路を終える。
　迎えた復路では、故障を押して７区に登場したエースの工藤選
手（政治４）だったが、本来の走りができず苦しい展開が続く。

９区の堀合選手（国文３）が区間２位の力
走で12位としアンカー伊勢選手（経済３）
へ。10位以内の熾烈なシード権争いを繰り
広げるも一歩及ばず12位でゴール。52年連
続完走を果たしたが、９年ぶりのシード落
ちとなり、来シーズンの飛躍を誓った。

　10月９日（月・祝）、島根県出雲市（出雲
大社～出雲ドーム　６区間45.1km）で行われ
た「第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走」に
おいて、本学陸上競技部は２時間16分12秒で
ゴールし、第７位となった。

　11月５日（日）、名古屋・熱田神宮～伊勢・伊勢
神宮（８区間106.8km）で行われた「秩父宮賜杯第
49回全日本大学駅伝対校選手権大会」において、本
学陸上競技部は５時間15分59秒のタイムで第４位と
なった。
　１区の片西選手（地理３）が区間２位の好走で順
調な滑り出しをみせ、その後５位以内をキープし、
レースを進めた。６区の堀合選手（国文３）が区間賞の走りで勢い
をつけ、７区の中村選手（政治２）が順位を１つ上げて、最終８区
の山下選手（市場戦略２）に繋ぎ、３位の青山学院大学に37秒差に
迫る第４位でフィニッシュした。
第49回全日本大学駅伝対校選手権大会記録
総合成績
（106.8㎞）

第１区
（14.6㎞）

第２区
（13.2㎞）

第３区
（9.5㎞）

第４区
（14.0㎞）

第５区
（11.6㎞）

第６区
（12.3㎞）

第７区
（11.9㎞）

第８区
（19.7㎞）

４位
駒澤大学
5:15:59

片西 景
（2） 43:25

工藤 有生
（4） 38:41

物江 雄利
（6） 27:48

下 史典
（7）　40:46

加藤 淳
（7）　35:13

堀合 大輔
（1）　35:57

中村 大聖
（5）　34:49

山下 一貴
（7）　59:20

（2） 43:25（2）1:22:06（3）1:49:54（5）2:30:40（5）3:05:53（5）3:41:50（4）4:16:39（4）5:15:59

■■■■ 区間賞 上段  （個人順位）タイム
下段  （通算順位）タイム
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の
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４
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間
新
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録
の

　
　
　
　
　
　

高
本
主
将

第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走記録
総合成績
（45.1㎞）

第１区
（8.0㎞）

第２区
（5.8㎞）

第３区
（8.5㎞）

第４区
（6.2㎞）

第５区
（6.4㎞）

第６区
（10.2㎞）

７位
駒澤大学
2:16:12

加藤 淳
（13） 24:27

下 史典
（3） 16:15

工藤 有生
（ 7 ） 25:35

堀合 大輔
（5） 18:46

小原 拓未
（7） 19:56

片西 景
（7） 31:13

（13） 24:27（9） 40:42（10）1:06:17（8）1:25:03 （8）1:44:59 （7）2:16:12

上段  （個人順位）タイム
下段  （通算順位）タイム

第94回東京箱根間往復大学駅伝競走 
52回連続完走　総合第12位

第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走で第7位

第49回全日本大学駅伝対校選手権大会で第4位

第94回東京箱根間往復大学駅伝競走記録
総合成績
（217.1㎞）

往路
（107.5㎞）

第１区
（21.3㎞）

第２区
（23.1㎞）

第３区
（21.4㎞）

第４区
（20.9㎞）

第５区
（20.8㎞）

総合12位
駒澤大学
11:15:13

往路記録
（13）5:36:01

片西 景
（ 3 ）1:02:32

山下 一貴
（13）1:09:58

下 史典
（ 9 ）1:03:58

高本 真樹
（ 5 ）1:03:06

大坪 桂一郎
（16）1:16:27

（ 3 ）1:02:32（11）2:12:30（10）3:16:28（ 7 ）4:19:34 （13）5:36:01
復路

（109.6㎞）
第６区
（20.8㎞）

第７区
（21.3㎞）

第８区
（21.4㎞）

第９区
（23.1㎞）

第１0区
（23.0㎞）

復路記録
（10）5:39:12

中西 亮貴
（14）1:00:46

工藤 有生
（14）1:07:07

白頭 徹也
（13）1:08:33

堀合 大輔
（ 2 ）1:10:47

伊勢 翔吾
（ 4 ）1:11:59

（13）6:36:47（13）7:43:54（13）8:52:27（12）10:03:14（12）11:15:13

■■■■ 区間新 上段  （個人順位）タイム
下段  （通算順位）タイム

　硬式野球部が、東都大学野球秋季２部リーグ戦で
優勝し、11月５日（日）・６日（月）に開催された１部・
２部入れ替え戦に臨み、日本大学に対し２戦２勝。
５シーズンぶりに１部リーグ復帰が決定した。
　秋季リーグ戦では、序盤、延長戦が続き、苦戦
しながらも米満一聖主将（市場戦略４）を中心に
チーム一丸となって優勝を飾った。リーグ戦、入
れ替え戦ともに印象的だったのは、東野龍二投手（商４）、辻本宙夢投手（政治３）、白
銀滉大投手（法律３）の粘り強いピッチング。リーグ戦の最優秀選手賞を、米満主将が、
最優秀投手、最優秀防御率賞を東野投手が獲得した。2017年春季リーグから大倉孝一監
督が就任し、２季目での１部昇格。2018年は新たなチームで１部リーグ優勝を狙う。

硬式野球部、5シーズンぶりに1部復帰硬式野球部、5シーズンぶりに1部復帰～東都大学野球リーグ～東都大学野球リーグ
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