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　明けましておめでとうございます。
2020年の新春を寿ぎ、一言、年頭の所
感を申し上げます。
　昨年は、列島各地を再三にわたり襲
った風水害等の悲惨な報道に胸を痛め
る一方、「令和」と和暦が改まり、新しい時代の幕開けに国
民の期待が寄せられた一年でもありました。世の移ろいの
スピードは年々加速度的に増し、どのような世相が展開す
るのか、益々先の見通しの立てにくい時代となりました。
しかし、否、だからこそ「一年の計は元旦にあり」の古諺
に倣い、時の流れに押し流されることなく、それぞれの立
場から一年の過ごし方に思いを致したいものです。
　さて今年は、周知のように、オリンピック･パラリンピッ
クの東京大会が開催されます。前回の東京大会では、社会
的インフラ整備が大規模に進められ、日本の高度経済成長
の弾みとなりました。大会組織委員会は今回の大会を、史
上最もイノベーティブで世界にポジティブな改革をもたら
す契機にすると謳い、その基本コンセプトの一つに「多様
性と調和」を掲げています。もとよりオリンピックの精神
に則れば、オリンピックはスポーツと平和の祭典です。異
なる社会･文化的背景を持つ人々が集い、互いに理解を深め
る好個の機会でもあります。
　本学では、2020東京大会を、「多様性と調和」に基づく「共
生社会」の実現への関心を高める契機と捉え、する･見る･
支えるの各立場からオリ･パラを考える「学長課外特別講座」
を一昨年、昨年と計３回実施してきており、今年も行う予
定です。今回のオリ･パラが、「共生社会」の実現に向けた
持続的な取り組みへの踏み台になることを願っています。

　新年、明けましておめでとうござい
ます。
　慶事、凶事様々あった一年が過ぎ、
気持ちを新たにして新たな年を迎えら
れたことと思います。「元年」から「二
年」に数字がかわり、カレンダーが一枚めくられただけかも
しれませんが、やはり「誰にとっても良い年になりますように」
と祈ります。
　新しい年になっても、生活の中でAIが重要な位置を占める
流れが益々激しくなることが、容易に想像できます。様々な
ツールを通して素早く飛び交う大量の情報は、私たちに未だ
かつて経験したことのない便利な生活をもたらしました。も
ちろんそこに「落とし穴」があることはご存知の通りです。
穴に落ちないために、情報の善悪虚実を判別する能力を涵

かん

養
よう

する必要のあることは、言うまでもありません。
　一瞬のうちに全世界を駆けめぐる情報です。AIを利用して
いるつもりが、逆にAIに支配され、ついには人間不要となる
という、SFまがいの時代がもうそこまでやってきているとい
う説すらあります。
　現代そして近未来において、AIが考え人間を支配するとし
たら人間は何をすればいいのか。そもそもそんな時代になっ
ていいのか。私たちは今まで以上に自らの「主体性」や「判
断力」を磨き、また「人間の幸せ」について熟考するべきで
はないでしょうか。
　中国の禅僧趙

じょう

州
しゅう

従
じゅう

諗
しん

は「爾
なんじ

は十二時に使われ、老僧は十二
時を使得す（君は時間に振り回されているが、私は時間を使
いこなしている）」と言いました。慌ただしい周囲に鼻面を
引き回されない生き方を模索し続けましょう。

総長 永井　政之 学長 長谷部　八朗 

年頭にあたり

物事を成し遂げる
場合、期限、締切
というものがある。

そういった足かせがあるから、目標も具
体的になる。目標を達成するために逆算
して計画を遂行していくことになる。遅
刻をしない、そのために何時の電車に乗
る、何時に家を出る、何時に起きる、何
時に眠る…日常の一

ひと

齣
こま

もそうやって行動
は規定されていく。◆しかし、いつもう
まくいくわけではない。電車が遅れたと
か、寝坊したとかで遅刻してしまうこと

もある。要因が自分の外部なのか内部な
のか明確な線引きは難しいが、いつもう
まくいくわけではないのが人生というも
のであろう。◆試験直前のゲーム、ダイ
エット中の甘味のように、期限があると
いうのに、自分が本当に興味のあるもの
についつい時間をかけてしまい…という
経験は、多くの人がしたことがあろう。
それは明らかに自身に起因するので、自
業自得と言わざるを得ない。ただ、自分
だけが楽しむようなものであればよいが、
他を巻き込むようなことは避けたいもの

である。◆時折、イライラしているクレ
ーマー的な人を見るが、往々にして期限
とは無縁に自己の欲望が他者への怒りに
転換されているように見える。まずやる
べきことがあるはずなのに。この行動が、
何を引き起こすのか、想像力を大事にし
てもらいたいものである。◆大学の学び
は教わるだけでも、データだけでも、議
論だけでも成り立つわけではない。少し
の想像力を活かして、様々な学びを結び
つけたいものである。それは実生活でも
生きてくるだろう。

年頭、あらためて願う
-振り回されずに生きよう-

オリンピック・パラリンピックと
「学長課外特別講座」
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駒澤大学ブランドコンセプト
～将来に向けたあるべき姿を目指して～

和文スローガン

しなやかな、意思。

変化と多様性に富んだ社会の中で、しなや
かに、折れることなく、主体性をもって生き
ていく心を育んでいくという思いを込めて
います。

ブランドステートメント

英文スローガン

Learn Actively. Live Wisely.

多様な価値観や知に触れながら、学んだ
知識と実践経験を活かして、しなやかに生
きていく力を育んでいくという思いを込め
ています。

ミッション

駒澤大学の価値を社会に役立たせる
責任。

OUR MISSION

駒澤大学は、「ともに、よりよい明日を築く」
ことを使命とします。

私たち駒 澤大学は 、歴史の中で 培って   
きたものを大切に受け継ぎ、これからも、
自分の道を見つけ出すための“よりどころ”
として、自らも学び、成長しながら、一人
ひとりの生きる力を支え続けます。
そして、“よりどころ”に集まるさまざまな
人をつなぎ、私たち自身が原動力となって、
ともに、よりよい明日を築いていきます。

提供価値

駒澤大学が人と社会にもたらすもの。
駒澤大学だからこそ提供できる独自
の価値。

OUR VALUES

駒澤大学は、「自分の道を見つけ出すための
“よりどころ”として、こころ・まなび・つながり」
を提供します。

グラフィックパターン

ブランドスローガンの思いや意図を
形にした宣誓文。

しなやかな、意思。
Learn Act ive ly. L ive Wise ly.

駒澤大学は、あなたの意思を信じている。

それは、すべてのはじまり。
自分を見つけたいという思いも、
学びやつながりを願う思いも、
道を見つけだそうとする思いも。
あなたの意思が、未来をひらく。

駒澤大学は、人間の生きる力を信じている。

それは、こころの、真のしなやかさ。
やわらかな発想も、
他者への深いやさしさも、
逆境を乗り越える勇気も。
しなやかなこころが、連れてくる。

あなたという人間が、ここで学び、
しなやかに生きていくことが、駒澤大学の誇り。
世界の和を尊び、ともに、よりよい明日を
築いていくことが、駒澤大学の使命。

詳細は特設WEBサイト「WHAT IS OUR BRAND? 駒澤大学ブランドページ」をご覧ください。
▶URL：https://www.komazawa-u.ac.jp/branding/

駒澤大学は、これまで培われてきた歴史と伝統という確かな土台の上に未来を築く「伝統と刷新」の
考えに基づき、2019年10月に新たなブランドコンセプトを策定しました。
今後、新しいスローガンである「しなやかな、意思。 ～Learn Actively. Live Wisely.～」を掲げ、
将来に向けた駒澤大学のあるべき姿を目指していきます。
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在 職 中 の 思 い 出
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仏教学部教授　池田　練太郎

仏教学部教授　松本　史朗

文学部教授　久保田　昌希

文学部教授　酒井　清治

文学部准教授　松本　信道

経済学部教授　荒木　勝啓

　今でもときどきゼミの卒業生たちと会食すること
がある。昨年秋には、定年退職前に会いたいと、わ
ざわざ名古屋から訪ねて来てくれた教え子もいる。
インドのデーヴァナーガリー文字で書かれたサンス
クリット語の仏典を、悪戦苦闘しながら読んでいた

　「実習の駒澤」として夏休みは１ヶ月間にわたる
国内での発掘、2001年からは中国での発掘実習を続
けてきました。国内での発掘は一部屋での雑魚寝で
あり、当番の作る朝食と夕食が、お焦げやハード米
と呼ぶ芯のあるご飯の日や、おかずが一品だけの日

　40年近くお世話になった駒澤大学と仏教学部に
は、ただ感謝の念しかない。在職中の一番の思い出
は、1985年暮れから曹洞宗教学審議会の専門部会に
参加して、袴谷憲昭先生をはじめとする仏教学部の
先生方とともに、仏教とは何かについて真剣に討議

　在職中の思い出として忘れられないことは、2011
年３月11日に発生した東日本大震災のことです。そ
の日は、文学部教授会が本部棟６階の大会議室で開
催され、その途中に地震が発生しました。窓から都
内の方角を見ると、黒煙が朦

もう

々
もう

と立ち上り、その惨

　平成元年、本学（母校）に専任講師として迎えて
いただいた。もっとも駒大高校卒でもあり縁はなお
深い。恩師の教え「ともかく学生第一」を守ってき
たつもりである。学科・学部・当局と様々な運営に
も関わった。諸サークルの活躍は頼もしかったが、

　駒澤大学といえばパオでしょ。天山北路を越えて
きたキャラバンが集う遊牧民のテントが、軽食堂の
パオです。入ると暖かい湯気に包まれ、声の大きい
店主の「ホワイトスパ１つ！」の呪文で宇宙は瞬時
に自分の周りに縮小、今となればこれを食べるため

学生たちの姿が思い起こされる。会うと誰もが一様
に、あの頃は充実し楽しかったと言ってくれる。実
生活で使うことのない知識だったにもかかわらず。
大学で研鑽を積むことの意義が伝わっていたのを知
る。教師冥利に尽きる、至福の瞬間である。

もありました。それでも学生たちは炎天下のなか
黙々と発掘を行い、発掘終了後も学内で夜遅くまで
報告書作成作業に取り組みました。このような毎年
の発掘調査で多くの学生たちと触れあえたことは忘
れられない思い出です。

したことである。如来蔵思想（仏性思想）に関する
私の批判的な理解も、この時に深められた。私は駒
澤大学で仏教を学び、教えることができた。無上の
歓びである。

状の光景は、まさにこの世の地獄を見ているようで
した。その日は交通手段が全て停止しており、駒沢
から横浜の自宅まで３時間ほどかけて徒歩で帰した
ことを思い出します。

痛恨の事故もあった。多忙のなかでも演習は楽しく、
かえって学ぶことも多かった。そして、院生OBと
の『松平家忠日記』の研究成果など、教員冥利に尽
きる。これまで賜った多くの「ご縁とご恩」に感謝
し、本学のさらなる発展を祈念申し上げる。

に寝たり起きたりを繰り返していたことに気づきま
す。穴の開いた空き缶から粉チーズをかけて最初の
一口を食べる至福の時。これほどの贅沢があるだろ
うか。さようならパオ。

思い起こされるゼミ生の姿

発掘調査の思い出

仏教を学ぶ

東日本大震災の惨劇

在職30余年・感謝

懐かしのパオ



2020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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経済学部教授　小栗　崇資

経済学部教授　吉田　敬一

経営学部教授　滝田　公一

総合教育研究部教授　桑田　禮彰

総合教育研究部教授　遠山　博雄

経営学部教授　阿部　一人

　あっという間の20年間でした。前任校から駒澤大
学に来て良かったことは、研究と教育にしっかりと
取り組めたことです。研究面では、執筆した単著・
編著11冊のうち２冊について学会賞を受賞し、また
２つの学会の会長を務めました。教育面では、多く

　在外研究を終えて、乗っていた車を売らなければ
ならなくなった。紹介で、ある韓国人の方が購入し
たいということで、お話を伺った。彼は、韓国の兵
役を嫌ってアメリカに移住したのだそうです。ダン
スが趣味だが、奥さんは踊り方を知らなかったので

　経済学部着任早々、二部・フレックスB改組によ
る現代応用経済学科の開設に関わりました。学部教
員と共に関係職員の皆さまの献身的な努力で紆余曲
折を経て、2007年４月に新入生を迎えました。今日
では学科附属のラボラトリーを設置し、大学の地域

　私は昭和最後の就職者、令和最初の退職者として、
「平成の駒澤」をまるごと見てきました。おそらく
この時代は、本学の歴史上、決定的な大転換期の一
つです。実際、本学の体質は根本から大きく変わり
ました。「計画立案」「決断実行」「点検評価」、要す

　昭和49年本学大学院商学研究科博士課程を満期退
学、駒澤大学北海道教養部専任講師、助教授、教授
として簿記・会計学を、2009年からは会計監査論を
担当しました。
　学外に出て英気を養うために研究合宿に行ったこ

　着任は1984年。子どもの頃から墓参に通っていた
菩提寺が曹洞宗の寺院であることを意識するように
なったのはそれから十数年後のこと、駒大のルーツ
の一つであることを知ったのはさらに遅く、「新入
生セミナー」の準備をしていた時のことでした、迂

の学生を教え、大学院生、ゼミ生と勉強や遊びの楽
しい時間を共にしました。ベトナムからの大学院生
２人を英語で指導し、無事、博士号を取らせること
ができたことが最後の良い想い出です。

機会があるごとに教えるが、奥さんの方はすぐ忘れ
てしまうとのことでした。何度も教えているうちに、
自分の方が踊り方を忘れてしまったということで
す。アメリカで出会った人々の中でも、忘れ得ぬ人
の一人である。

貢献の新たな地平を切り開きつつあります。この間
の大学内外での多くの人々との出会いと、経済学部
と共に古希を迎えたことは得難い思い出となりま
す。

るにPDCAの姿勢の醸成です。これは、大きく言え
ば、深刻な大問題を抱える現代世界の問題対応の文
明的趨

すう

勢
せい

ですから、その意味で本学も国際化したの
です。
　本学のさらなる発展を心から祈ります。

とや、ラグビー、剣道、テニスクラブなどの活躍に
感動したことが思い出されます。
　卒業生をはじめ社会で活躍されている方々の益々
の発展を祈念しています。

闊にも。いずれはお寺に永住（？）する身、ご縁は
続きます。
　大綱化に際し初修外国語のカリキュラム改革に取
り組んだことが一番の思い出でしょうか。長い間あ
りがとうございました。

駒澤大学に感謝

在外研究のことなど

新学科増設の思い出

平成の駒澤

駒澤大学の思い出

ご縁をいただいて



キャリアセンターからのお知らせ

営業職には様々な種類がありま
す。私が目指したのは人々の健康と
幸せに関わることができ、社会貢献
度が高い製薬会社の営業、通称MR
です。私の第一志望だったジョンソンエンドジョンソンは外
資系で非常に大きい会社です。MRの採用人数は10数人と少
なく、即戦力である中途採用が多い上に、新卒の営業でも理
系や薬学部、大学院生など幅広く採用するので競争が激しい
中の就職活動でした。
しかし、文系でサークルもゼミも入っておらず、資格も持
ってない私がその競争に勝ち残れたのは、とにかく「印象に
残る」ということを意識したからだと思います。誰しもが面
接で印象に残るようなエピソードを持っている訳ではありま
せん。大切なのはその時あなたが何を感じ、考え、どう行動
に移し、それを今後どのように活かせるかを的確に面接官の
心に響かせられるかどうかです。
「失敗してもいい、自分らしくいこう」。この気持ちを忘れ
ずに最後まで走り抜けてください。

私は現在、遊園地でアルバイトを
しています。サービス業は、働く側
は辛いことが多いけれど、お客様に
は楽しんでもらう必要があるという
矛盾を感じた経験から、働く側も楽しめる職場環境を作りた
いと思い、レジャー業界を志望しました。
企業数の少ない業界に絞って活動をするうえで、一番大切

にしていたことは人との繋がりです。日本史学専攻の友人は
レジャーを志望する人が少なく、孤独を感じることもありま
したが、企業で出会った友人と一緒にご飯を食べに行き、交
流を深めました。大学の先輩に就活経験を伺い、アルバイト
先の社長や採用担当経験者の年配社員の方に質問し、企業
側の意見も参考にしました。しかし、過去の話を聞いて対策
を立てても、変更があり不本意な結果になることもありまし
た。
多くの方々のお話から取捨選択をすることで、自分の軸と

自分に合った仕事が見つけられると思います。皆さまの就職
活動が実りあるものになることをお祈りしています。

〇就活スケジュールについて
現３年生（2021年卒）の就職活動スケジュールについては、

現４年生（2020年卒）と同様となります。企業説明会の解禁
は大学３年生の３月、採用面接は４年生の６月からです。
政府決定の現行スケジュールでは、説明会から面接までの
期間が３ヶ月と短いため、応募企業や自身の適性への理解不
足が生じ、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
合同説明会（P.７参照）を企画していますので、積極的に参
加してください。
なお、外資系やIT系、各業界大手企業の中には、選考を
早めるケースも見受けられます。就職活動についての不安や
疑問のほか、何から始めたら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。
現２年生（2022年卒）についても現行スケジュールである

ことが閣議決定しています。企業の早期選考も念頭におき、
早めに将来を意識した準備をすることをお勧めします。また、
低学年次向けにも各種支援行事を用意しています。
〇インターンシップについて
１・２月に、インターンシップを実施する企業が増えてい
ます。業界や企業への理解をさらに深めるために、積極的に
参加してください。企業の採用広報活動解禁直前ということ
もあり、優秀な学生と早期に接触し、自社の採用選考への応
募に繋げる企業もあります。また、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、KO
NECOのお知らせ等に掲示します。
〇Career Hand Book 2021の配布について
３年生対象の第３回就職ガイダンス（11月開催）で、「Career 
Hand Book 2021」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Ｉ

Ｄ・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。

ネクタイと時計です。「普通じゃん」と思
った方は色を見てください。就職活動におい
てネクタイの色は落ち着いた青、時計は銀
色というのがテンプレートだと聞きました。
しかし、私は印象に残る為にあえてコバルト
ブルーのネクタイと真っ白の時計を付けて全

ての面接に挑みました。これが功を奏したのかは定かではありませんが、
時には型にはまるのではなく奇想天外な行動も必要なのかもしれません。

ボールペンとキャップレス印鑑です。
知人からいただいた名前入りのボールペ
ンは、多機能ボールペンで、３年生の頃
に合格した国家試験にも使っていたので、
願掛けも込めて、面接などでも持ち歩い
ていました。キャップレス印鑑は認印タイ

プの物なので、履歴書や交通費の支給時にも使用できます。何より、筆
箱に入れておけるので忘れることがありませんでした。

ジョンソンエンドジョンソン株式会社：医療機器や医薬品を含むヘルスケ
ア関連製品を世界の人々に提供する、世界最大級のヘルスケアカンパニー。

富士急行株式会社：鉄道・交通、不動産、レジャー施設など多岐にわ
たり事業展開をしている複合体企業。

内定先：ジョンソンエンドジョンソン株式会社 内定先：富士急行株式会社

経営学部
市場戦略学科４年
丸山 皓令さん

文学部
歴史学科日本史学専攻４年
榎本 未涼さん

■現行スケジュール
学年 ３年生 ４年生
月 ~12月以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
学事 授業 試験 春休み 授業 試験 夏休み 授業
2021卒
（現３年生） 早期化の可能性も 企業説明会 採用面接～内々定 内定

私の必需品 私の必需品
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私は教員採用試験の勉強を進めて
いく上で、人に流されないことを強
く意識していました。周りが面接を
始めていくなか、自分の軸だけはぶ
れないようにしたことで、試験勉強を乗り越えられました。
試験対策は、苦手を作らない、筆記と面接の全ての項目で60
点を目指すようなイメージで、過去問題を繰り返し解き、得
意不得意を把握しバランス良く勉強を進めていきました。
面接では、自分を大きく見せないことを意識しました。嘘

をついたり、自分を大きく見せたりして採用されても、働き
ながら自分を偽り続けなければならないからです。分からな
い質問に対しては素直に勉強不足でしたと答えました。
就職活動は、自分との戦いだと思っています。どこに就職

すれば良いといった正解は決してありません。就職したとこ
ろがイメージと違ったなんてこともあるかもしれません。自
分の信じる道に進んで、時には人から意見を聞き、自分の人
生を選択していってください。

私は３年生の６月から予備校に通
い、公務員試験対策を始めました。
筆記試験に向けて問題集を何度も繰
り返し解き、間違いが多い分野を集
中的に学習しました。また人物試験に向けて面接の雰囲気に
慣れること、頻繁に聞かれる質問に完璧に答えられることを
目標に、予備校で模擬面接を何度も行いました。
公務員試験において私が最も大事だと思ったことは、早い

うちから気になる官庁について詳しく調べておくことです。
公務員試験は期間がとても長いため、「この官庁で働きたい」
という明確な目標がある方がモチベーションの維持がしやす
いからです。また、筆記試験を終えてから人物試験までの期
間が短いため、早めの官庁研究によって効率よく人物試験対
策に取り組めます。
受験期間中は多くの不安があると思います。しかし、一緒

に頑張っている友人やいつも応援してくれる家族がいること
を忘れず、そして自分自身を信じて、最後まで頑張ってくだ
さい。

過去一年分の全国の過去問集と、イヤ
ホンです。私は、解く問題を過去問だけ
に限定して、実際に出された生きた問題
を解くことで試験問題のイメージを掴み
ました。一冊の過去問に絞ったのは、あ
れこれ手を出すより一冊を極める勉強法

をとっていたからです。イヤホンは、休憩時に音楽を聴いたりスポーツ
を観たりする時、集中するために欠かせない物でした。

手帳、面接ノート、スティックタイプ
のヘアーワックスです。手帳はToDoリス
ト付きのものを使用し、毎日やるべきこと
を書き出していました。また、面接ノート
は想定質問とその回答、模擬面接や本番
の面接での反省点をルーズリーフにまと

め、次の面接に生かせるよう工夫しました。スティックタイプのヘアー
ワックスは面接の前に素早く髪を整える時に役立ちました。

横浜市教育委員会：「自ら学び社会とつながりともに未来を創る人」を
教育目標とし、学校教育を行っている。

金沢国税局：石川県、富山県、福井県を管轄する国税庁の地方支分部局。
国の財政基盤を支えるための税務行政を行っている。

内定先：横浜市教育委員会内定先：金沢国税局

法学部
政治学科４年
齋藤 雅樹さん

経済学部
経済学科４年
山村 香乃さん

私の必需品 私の必需品

①「第4回就職ガイダンス」企業人事担当者によるパネルディスカッション
●３年生・修士１年生対象 会場：記念講堂

　【文・医療健康科・大学院】 １/28（火）14時～ 15時30分

　【仏教・経済・ＧＭＳ】 １/29（水）14時～ 15時30分

　【法・経営】 １/30（木）14時～ 15時30分

※対象学部以外の日程でも参加可能です

②「学内合同説明会」
●主に３年生・修士１年生対象 会場：1号館

　 2/25（火）・26（水）・27（木）・28（金）

　４日間で約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

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）

2020年卒内定先速報
（2020年１月現在）

日本電気（NEC）/ 富士通 / スズキ / アシックスジャパン /
楽天 /積水ハウス /大和ハウス工業 /スターツグループ /ヤ
クルト本社 /キーコーヒー /タカラスタンダード /アイリス
オーヤマ /日本放送協会（NHK）/ 日刊スポーツ新聞社 /福
島民報社 /中日新聞社 /福島放送 /久光製薬 /エステー /ダ
イキン工業 /コニカミノルタ /日本製鋼所 /アマノ /東芝テ
ック /ニコン /東北電力 /東日本旅客鉄道（JR東日本）/東
海旅客鉄道（JR 東海）/東急電鉄 /小田急電鉄 /日本航空 /
全日本空輸 /JAL スカイ /ANA 成田エアポートサービス /三
菱食品 /日本アクセス /日本食研ホールディングス /国分グ
ループ /伊藤忠食品 /資生堂ジャパン /リコージャパン /日
東工器 /内田洋行 /大塚商会 /エービーシー商会 /三菱 UFJ
銀行 / みずほフィナンシャルグループ /三井住友銀行 /りそ
なホールディングス /千葉銀行 /第四北越フィナンシャルグ
ループ /清水銀行 /八十二銀行 /鹿児島銀行 /いちよし証券
/日本生命保険 /日本オラクル /マイナビ /リクルートホー
ルディングス /帝国データバンク /ゼンリン /JTB/ セコム /
学校法人北里研究所 /独立行政法人国立病院機構 /日本郵便
/日本年金機構 /総務省 / 特許庁 / 林野庁 / 東京国税局 /静
岡県庁 /埼玉県庁 /警視庁 /目黒区役所 /横浜市役所 /川崎
市役所 /東京都教育委員会 /横浜市教育委員会
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国際センターからのお知らせ

　今年度より種月館（３号館）に場所を移して行われた「海外
研修・留学フェア」は、昼休みを中心とした時間帯で、開催期
間を５日間へと変更し、延べ216人の学生が来場しました。
　留学情報に精通した専門家をはじめ、留学経験者が窓口に常
駐し、留学や語学学習、就職活動、ボランティア活動など、様々
な疑問にお答えするブースを設け、盛況の内に終了しました。
　海外研修・留学フェアは2020年も実施予定です。将来的に国
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。

　駒澤大学にはオーストラリアや台湾、アメリカ、フランス、
韓国、中国など、様々な国からの交換留学生が在籍しています。
そんな彼らと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
のにできるのが、「グローバルサロン」です。
　昨年度に続き、駒沢キャンパスの種月館（３号館）５階レク
チャーラウンジ１にて行われ、留学生と自国の文化などを紹介
し合いながら、毎回楽しく交流をしています。
　学内で国際交流・異文化体験ができる身近な機会であるため、
参加した学生からは毎回好評です。
　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KO
NECOでお知らせしています。

グローバルサロン 海外研修・留学フェア

 「とても新鮮な話が聞けました！」

学生からの感想　 「少人数で話せる距離感が良かったです。」
 「次回も参加します。」

研究こぼれ話

ドライブの悩み

豊田　太郎髙田　実宗
　今日はドライブしよう。とりあえず湘
南をめざす。うわっ、渋滞。イライラ。
助手席で不機嫌になる彼女。僕はフラれた。
　どうやったら、渋滞を減らすことができるのか。注目され
てきたのがロードプライシング。その街に車で行ったら、お
カネを取られる。おカネを払いたくないから、みんな電車で
行く。デートスポット鎌倉は、そんなことを考えた。しかし、
これが一筋縄ではいかない。
　社会のルール。法律だ。その壁が立ちはだかる。道路は、
社会生活に不可欠な基盤だから、タダにする。これを道路無
料公開の原則という。もちろん、道路の整備にはカネがいる。
みんなから集めた税金を注いできたらしい。
　クルマ離れ、エコカーの普及。道路を支えてきた税金が集
まりにくくなっている。その一方、むかし作った道路がボロ
ボロに。修理のカネが足りない。そうだ。クルマの走行それ
自体に課金しよう。お役人は、検討に入った。あれっ、法的
な課題が山積している。
　私の研究は、交通が抱える政策課題を素材に、法理論を構
築することである。同じような課題を抱えながらも、なんと
か対策を講じようと模索するドイツ。日本にない考え方。ド
イツの法的議論は示唆に富む。新たな価値観。実に面白い。
　ドイツ法を参照して、交通法制の行く末につき、その理論
化を試みる。微力かもしれないが、自らの研究が世の中の役
に立っている。これが研究者としての誇りだ。今度は素敵な
ドライブにしたい。

資料
取り寄せ苦労話

　19世紀後半のアメリカ経済史・経営史
を研究しています。ロックフェラー、カ
ーネギー、モルガンといった大企業家が活躍した時代をイメ
ージしていただければと思います。この研究分野は歴史研究
の要素も併せ持つため、良い資料（史料）を入手することがと
ても重要です。それにはアメリカに行って資料収集をするの
が一番ですが、最近ではネットを介して資料的価値の高い「掘
り出し物」を見つけ購入することも多くなりました。私もよく
アメリカの古本屋から「個人輸入」するのですが、これまで様々
な困難に見舞われました。
　簡単に紹介します。１）USPS（郵便公社）が東京ではなくノ
ルウェーのオスロに商品を送っていた。２）航空便が船便にな
っていた。３）アメリカ国内を長期間漂流した後、ようやく日
本に発送された。４）「税付」という赤色シールが貼られ、関税
はFreeなのに消費税を支払う羽目になった。５）包装がバリバ
リに切り裂かれガラクタ状態で届いた（オマケ程度に「補修し
ました」とのシールあり）。６）荷物が行方不明になった。
　こうした諸困難ですが、こちらも大事な商品（お金）がかか
っていますから、なんとか克服しよう（最悪、返金してもらお
う）と躍起になります。この過程で英文メールの交渉術はかな
り上達したような気がします。怪我の功名でしょうか。人間
切羽詰まったら結構できるものです。なお世界的に見ればア
メリカからの取り寄せはスムーズです。誤解なきよう。オス
ロまで行ってしまった本は、現地郵便局に掛けあった結果、
何とか日本にたどり着きました。

法学部講師 経営学部教授
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１月２日・３日は？

箱根といえば？

箱根駅伝を応援するなら？

あなたは  　   どっち派!? 

イマドキの駒大生を調査！

箱根駅伝
初詣

72%
28%

法学部政治学科1年

廣田 ありす
文学部社会学科社会福祉学専攻3年

杉本 脩

リフレッシュ
できるから！

法学部政治学科1年

山川 未央

全体の順位が
わかるから！経営学部経営学科1年

西山 潮音

地元の友人と
毎年初詣に
行ってる！

文学部国文学科3年

橋本 恵美

走る姿に
元気をもらえる！

毎年家族で
観てる！

法学部法律学科4年

谷口 凌

生の迫力を
体感しよう！

駅伝
温泉

68%
32%

TV

現地

6%
94%

■ 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28日（金）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341号で発表します。

応募方法

駒沢移転前の
校舎は

どこにあった？

種月館（３号館）
色彩計画の

正しい組み合わせは？

A  . 2階：澄清、4階：曙
B  . 3階：紺碧、5階：黄昏
C . 6階：空色、8階：紅掛空
D. 7階：天色、9階：瞑色

A  . 新宿
B  . 日本橋
C . 上野
D. 六本木

Q.1
KOMADAI QUIZ

応募方法応募方法

駒 大

クイズ

クイ
ズ に

答 え
て

限定
グッズ

をもら
おう！

KOMADAI QUIZ

Q.2
KOMADAI QUIZ
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　松前ゼミでは、情報社会において生じている様々な法
的課題を研究しています。また、SNS利用が盛んになっ
たことで問題視されている、著作権や個人情報保護、加
えて個別的自衛権の問題や少年法の改正など、現代にお
ける最新の法律問題も学んでいます。
　内容は主に個人・グループプレゼンテーションや、様々
な事象につき既に裁判で判決が出たもの出ていないもの
にかかわらず、原告側・被告側に分かれてのディベート
などを行っています。私の学年はわずか４人という少人
数ですが、和気藹々としながらも真剣に活動しています。
ゼミ内での一人ひとりの発言や発表数が多く、フィード
バックでは先生やゼミ生から時間を気にすることなく適
切なアドバイスをいただくことができます。また、それ
を活かす場もすぐに作れるため、パワーポイントによる
資料作成や話し方、タイムマネジメント等のスキルが向
上しているのを日々実感できます。
　現在は卒業論文作成に向けて、各々興味のある問題を
取り上げて執筆に励んでいます。私は、ダイバーシティ
の重要性が認識され知られるようになったLGBTについて
の国内での法制定を題材にしています。日本で未だ制定
されていない法律を自分たちの自由な発想で提言すべく、

研究に取り組んでいるため奥が深いです。
　松前ゼミに所属してから、人前での発表や意見を述べ
ることに以前より抵抗がなくなり、自信を持つことがで
きるようになりました。常に能動的に活動しているので、
とても充実した時間を過ごしています。残り１年を切っ
たゼミでの活動をこれからも充実したものにしていきた
いと思います。

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　金澤 麻衣

私のゼミMy Seminar vol.136 グローバル・メディア・スタディーズ学部
松前 恵環 ゼミvol.150

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。 　皆さんは「マレーシア」と聞くとどのよ
うなイメージを持ちますか？マレーシア
は日本から８時間ほどで行ける赤道直下
にあるマレー系、中華系、インド系、そ
の他の民族が暮らす多民族国家です。イ
スラム教、仏教、ヒンドゥー教などの様々
な宗教があり、マレーシアにいると多様
な宗教観を体感できます。最近ではリタ
イア後のセカンドライフ地として移住す
る方が多くなっているほど、とても住み
やすい国です。物価が安いことはもちろ
ん、一年を通して温暖な気候、日本との

時差が１時間、ごはんが美味しい…など
の理由が挙げられると思います。
　あと何よりカタコトの英語でも通じる
のが最高です（実体験！）。英語に自信が
なくても単語を並べるだけで意図が伝わ
り、買い物、料理の注文、ホテルのチェ
ックインなどができます（笑）。様々な出
身地の方と過ごす英語の留学先にも最適
だと思います。マレーシアで過ごした６
年間は私にとってとてもかけがえのない
時間で、その経験が今の私を作ってくれ
ていると思います。

第  11  回
お国自慢

今回のお国自慢

マレーシア

文学部心理学科４年

谷本 真菜
出身高校：
Sunway International School
（Malaysia）

〈マレーシア〉ってこんなところ

食べ物 観光地
『チリクラブとマントウ』 『バトゥケイブ』

谷本さんのお
すすめ

チリクラブ（チリソースを絡めた
蟹）を頼むときは必ずマントウ（中
国風揚げパン）も一緒に頼むべ
し！甘くて香ばしいマントウはそ

のままでも美味しいし、
チリソースに付けて食べ
てももちろん美味しいの
で一度食べたらやめられ
ないとまらない！

ヒンドゥー教の聖地であ
るバトゥケイブにある黄
金色に輝く巨大なムルガ
ン神の像は、一度見たら
忘れられません。長い階
段を登ると洞窟があり、
ひんやりとした空気がさ
らに神秘的な空間を作り
出しています。

食べ物
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　2019年に刊行され図書館に配架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。
※2019年11月29日までに図書館に配架された書籍を掲載しています。

介紹紹刊新

No. 書名・出版社等 著者・編者

1 議論と翻訳 : 明治維新期における知的環境の構築 / 桑田禮彰著 / 新評論 桑田禮彰

2 証言でつづる日本国憲法の成立経緯 / 西修著 / 海竜社 西修

3 東アジア仏教史 / 石井公成著 / 岩波書店 石井公成

4
低所得者に対する支援と生活保護制度 : 公
的扶助 / 福祉臨床シリーズ編集委員会編 , 
伊藤秀一責任編集 ; 第5版 / 弘文堂

伊藤秀一

5
グローバル化と社会運動 : 半周辺マレーシ
アにおける反システム運動 / 山田信行著 / 
東信堂

山田信行

6 近世城下絵図の景観分析・GIS分析 / 平井松午編 / 古今書院 小田匡保

7
買い物弱者とネット通販 : 在外子育て家庭
調査からの示唆 / 久保康彦, 渡辺幸倫, 鈴木
涼太郎編著 , 久保康彦 [ほか] 著 / くんぷる

中西大輔

8 純理自由主義者河合栄治郎 : 改革者の使命と実践 / 清滝仁志著 / 啓文社書房 清滝仁志

9
スモールビジネスの経営力創成とアントレ
プレナーシップ / 東洋大学経営力創成研究
センター編 / 学文社

小野瀬拡

10
快走 / 駒澤大学公開講座ジョギング教室有
志編 / 駒澤大学公開講座ジョギング教室有
志

萩原義雄

11 旅行満州［復刻版］第８回配本-別冊/ 不二出版 高媛

12 実践ダイレクト・マーケティング講義 / 朴正洙編著 / 千倉書房 朴正洙

No. 書名・出版社等 著者・編者

13
ハンドブック近代中国外交史 : 明清交替か
ら満州事変まで / 岡本隆司, 箱田恵子編著 
/ ミネルヴァ書房

浅田進史

14 笹の舟 : 美酒を求めて四〇年 / 笹舟会四〇周年記念編集委員会編 / 笹舟会 西村和夫

15
イギリス歴史人口学研究 : 社会統計にあら
われた生と死 / 安元稔著 / 名古屋大学出
版会

安元稔

16

地方証券史 : オーラルヒストリーで学ぶ地
方証券のビジネスモデル / 日本証券経済研
究所企画・監修　深見泰孝, 二上季代司編
著 / 金融財政事情研究会

深見泰孝

17 正法眼藏 : 本山版訂補 / [道元著] 河村孝道, 角田泰隆編・校註 / 永平寺 角田泰隆

18
趣味の社会学 : 文化・階層・ジェンダー = 
Sociology of taste : culture, class and 
gender / 片岡栄美著 / 青弓社

片岡栄美

19 まほら : 旅を遊び旅に学ぶ  No.100 / 旅の文化研究所 高媛

20 名馬と武将 : 企画展 / 馬事文化財団編 / 馬事文化財団 佐藤秀孝

21
経営学用語ハンドブック : 最新500項目 : 重
要用語がすぐわかる! / 亀川雅人編著 / 創
成社

小野瀬拡

22 建長寺史 / 建長寺史編纂委員会編 , 末寺編, 編年史料編 第1巻, 近世史料編１. / 建長寺 中野達哉

 図書館２階閲覧コーナーMap
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■教務部からのお知らせ

 

令和元年度後期・通年科目の定期試験の日程
定期試験（集中試験）

定期試験

1月15日（水）

1月16日（木）・20日（月）～24日（金）
※16日は土曜日授業の振替試験

試験には学生証を忘れずに！
履修要項・学生証裏面貼付シールの配付

令和2年度在学生オリエンテーションを開催

３月30 日（月）・31 日（火） 9:00 ～ 17:00　　教務部臨時窓口
※なお、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
（学生証裏面シール配付）がありますので、KONECO・仏教学部
ホームページで日時・場所等を確認してください

※定期試験はすべて駒沢キャンパスで実施します
※1月15日（水）は専門教育科目の集中試験です（専門教育科目試験は履

修者数が多いなどの理由で授業日・時限が異なる曜日・時限で実施さ
れます）

※試験教場・試験時間は授業実施時と異なりますので注意してください
　詳細は、KONECO（連絡事項・カレンダー）で必ず確認してください

３月30日（月）・31日（火）に履修登録のオリエンテーションを開催
します。履修要項を受け取ってから参加してください。オリエンテ
ーションに参加して、履修登録のスケジュールを把握できるように
しましょう。詳細はKONECOで確認してください。

仏教行事について仏教行事について

仏教学部教授　角田　泰隆 仏教学部准教授　加納　和雄

　高祖とは道元禅師（1200～1253）のこと、降誕会とは誕生
日にあたって営む法要である。道元禅師のご誕生を祝うに
あたり、道元禅師の訓戒の一つを紹介したい。
　「たとえ自分が道理にかなったことを言い、相手が間違っ
たことを言っていても、理屈で攻め立てて言い負かすのは
よくないことである。また、私の言い分の方が実際は道理
にかなっていると思っていながら、負けて引き下がってし
まうのも軽はずみである。ただ、言い負かせもせず、自分
の間違いとも言わず、何事もなく止めるのがよい。耳に聞
きいれないようにして忘れてしまえば、相手も忘れて怒ら
ないものである」
　喧嘩や言い争いはできるだけし
ないほうがよい。でもしてしまう
ことがある。そんな時の心得を道
元禅師は教えている。たいがいは、
自分のほうが正しいと思って主張
したり、相手のほうが間違ってい
ると思って指摘したりするもので
あるが、決して相手を言い負かせ
てしまうようなことはいけない。
かといって、自分が悪くもないの
に、謝ることもない。何事もない
ように止めるのがよいという。さ
て、どうだろう。簡単なようで簡
単ではないが、私にとっては有益
な人生訓となっている。

　本学では涅槃会という仏教行事が、毎年２月15日に行わ
れます。涅槃とは、大

だい

般
はつ

涅
ね

槃
はん

の略であり、釈尊の死を含意
しています。涅槃会では80余歳で生涯を閉じた釈尊の死に
思いを寄せます。釈尊の死は、涅槃経という仏典の中で語
られます。涅槃経には、初期仏典の涅槃経と、大乗仏典の
涅槃経という二種類があり、内容が大きく異なります。た
だし、ともに釈尊の肉体的な死を契機にして釈尊を永遠な
る存在へと昇華させる点は共通します。
　初期仏典の涅槃経はその末尾で、釈尊が死後に火葬され
遺骨が分骨される様子を描きます。そのように分骨された
遺骨、即ち仏舎利は、各地で仏塔（墓）に納められ、礼拝供
養されるようになります。そして仏舎利は、釈尊その人が
結晶化した不滅の聖遺物、つまりブッダ自身として扱われ
ていきます。
　一方、大乗仏典の涅槃経は、釈尊の死というモチーフを
逆説的に用いて、むしろ釈尊を不滅の存在と説きます。つ
まりブッダは滅することなく、法身として留まり続け、そ
して同経を信じる人の内に
ブッダ・ダートゥ（仏性、
仏舎利）として内在すると
教えます。釈尊の死は、残
された人々の釈尊への思い
をより強めさせ、仏教を前
進させる推進力として、今
なお、その勢いを失ってい
ません。

高祖降誕会 涅槃会

「学長課外特別講座」開催

　10月28日（月）に「東京2020オリンピック・パラリ
ンピック　１年前に考える」と題して、「学長課外特別
講座」を開催しました。ビーチバレーでオリンピック
出場経験のある朝日健太郎参議院議員の基調講演「東
京2020オリンピック・パラリンピック　『する』『見る』『支
える』を考える」に続き、競泳でオリンピック出場経
験のある大会組織委員会の伊藤華英氏、東京都観光部
長の松本明子氏、長谷部八朗学長に学生５人を交えて
パネル討論を行いました。パネリストからはオリンピッ
ク出場経験や大会ボランティアとの思い出、オリンピ
ック運営についての議論が展開され、学生パネリスト
からもこれまで続けてきた競技経験、大会ボランティ
アへの思い、東日本大震災の被災者としての思いなど
が紹介されました。様々な立場からの意見は、学生た
ちがどのようにオリンピックに関わっていくかを考える
きっかけとなりました。長谷部学長からは「オリンピ
ック・パラリンピックで得られる衝撃や感動といった
貴重な学びを学生一人
ひとりが自分の人生に
繋げていってほしい」
とのメッセージが送ら
れました。

（2020.1.15）12



　11月17日（日）に玉川キャンパスで「スポーツフェステ
ィバル in 玉川 2019」を開催しました。「地域は家族」をテ
ーマに、体育会を中心とした400人以上の学生がスポーツな

どを通じて近隣地域の
方々と交流を行いまし
た。当日は天候にも恵ま
れ、1,123人の方々にご
来場いただきました。
　現役の学生アスリー
トや指導者から直接指
導やアドバイスが受け

られる「スポーツ教室・体
験会」では、サッカーや野
球、テニス、バレーボール、
体操（鉄棒・跳び箱）、ゴ
ルフ、チアリーディング、
卓球、ボクシング、相撲、
ラクロス、バドミントンな
どの競技を実施しました。地域住民を対象にした「運動会」
では、リレーや玉入れ、綱引きなどの競技で学生と地域の
方々が交流しました。
　また、吹奏楽部のマーチング演奏やストリートダンスサ
ークルKSTと地域のダンスチームのコラボステージが会場
を盛り上げました。その他にも世田谷区障がい者施設ブー
スが設けられ、昔あそびで交流する「プレーパーク」、受付
や誘導などでも多くの学生が携わりました。

スポーツフェスティバル 
in 玉川 2019

さん（社会３）を含むパ
ーティは、長期合宿で北
アルプスに挑戦したとい
う。パーティ10人のメンバーがテント泊をし、寝食を共にす
る。普通の大学生活を送っていては到底経験できないだろう。
キツくて辛いことも多いが、思いもよらぬ絶景に出会えると
何物にも代え難い感動を覚えるという。
　杉本さんは、ワンゲル部の魅力について「大学４年間とい
う人生の貴重な時間を、仲間と共に合宿を行うことで、一生
忘れられない実りある時間を過ごせること」と話してくれた。
あなたは、大学生活をどう送っているだろうか。学業に励み
バイトをし…。もしも、何かに挑戦したい、非日常を味わい
たいという気持ちがあるのなら、ワンゲル部でかけがえのな
い時間を過ごしてみてはどうだろうか。

（学生記者　文学部国文学科３年　石井 百花）

　ワンダーフォーゲルとは、ドイツ語で「渡り鳥」を意味する。
山登りや島巡りなどのアウトドア全般を指し、山に特化した
山岳部とは分けて考えられている。駒大ワンゲル部は、現在
部員25人程で活動している。高校の山岳部やワンゲル部出身
の部員もいるが、多くは未経験だというから、大学からでも
十分その魅力にハマれるだろう。
　週３回の活動日には、隣接する駒沢オリンピック公園でト
レーニングに励み、合宿が近くなると装備点検や行程を確認
するためのミーティングをするそうだ。合宿は年７回程度、
そのうち８月と２月の長期休暇には８～９日をかけて行う。

また、学内でも特に長い
歴史を持つ部活で、OB
によるサポートも充実し
ているという良さがあ
る。合宿の企画にOBの
チェックが入るというか
ら、安心して参加できる。
　この夏、主将の杉本脩

Twitter　　 https://twitter.com/komazawawv
Instagram　https://www.instagram.com/komazawawv48/

ワンダーフォーゲル部157回
サークル訪問

体育会
●サッカー部
¡2020年度東京都社会人サッカーチャンピオンシ
ップ（東京カップ）／未定／未定

¡第25回東京都サッカートーナメント学生系の部／
未定／未定
●男子ラクロス部
¡第19回LACROSSE/つま恋/SPRING CUP／
2月24日（月）～26日（水）／静岡県掛川市「つま
恋リゾート彩の郷」

●女子ラクロス部
¡第19回LACROSSE/つま恋/SPRING CUP／
3月5日（木）～7日（土）／静岡県掛川市「つま恋
リゾート彩の郷」
●卓球部
¡令和元年度神奈川県卓球選手権大会／ 2月下
旬／横浜国際プール スポーツフロア

¡TOKYO OPEN 2020 第72回東京卓球選手
権大会／ 3月17日（火）～19日（木）／所沢市民
体育館

●洋弓部
¡2020年度関東学生アーチェリー 男女リーグ戦
／ 3月末～4月末／各大学の射場
●自動車部
¡2020年ジムカーナ新人戦／ 2月15日（土）／富
士スピードウェイ
任意団体
●アカペラサークル鳴声刺心
¡鳴声刺心2020年冬ライブ【私と、】／ 2月28日
（金）／烏山区民会館

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
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KOMAZAWA NEWS

グローバル・メディア・スタディーズ学部の平井辰
典講師が「情報処理学会 山下記念研究賞」を受賞

本学と中国・瀋陽医学院が
国際交流協定を締結

禅ブランディング事業「『日日是好日』映画
上映会&大森立嗣監督来校イベント」を開催

経済学部の吉田健太郎ゼミが「うまいもん大学2019」に参加

経済学部の姉歯曉ゼミの学生が
「留学生論文コンクール」で銅賞を受賞

　グローバル・メディア・スタディーズ学部の平
井辰典講師が、2018年に開催された「音学シンポ
ジウム2018」で発表した論文「GPRに基づくメロデ
ィセグメンテーションによ
るフレーズの分散表現の獲
得」（共同研究者：公立は
こだて未来大学 澤田隼氏）
が、「情報処理学会2019年
度山下記念研究賞」を受賞
しました。

　本学と中国の瀋陽医学院は「国際交流協定」を締結し、９月
に開催された「瀋陽医学院70周年記念式典」にて、調印式を行
いました。瀋陽医学院は、1949年に設立された中国北東部の
瀋陽市にある学生数約13,000人の大学で、医療系を中心とし
た15学部のほか、修士課程を有しています。本学の医療健康
科学部との交
流はもちろん
心理学や社会
福祉学等の領
域をはじめと
して、幅広い
交流が期待さ
れます。

　11月14日（木）に、駒沢キャンパス記念講堂で「禅ブ
ランディング事業」の一環として、本学OBで映画監督
の大森立嗣監督をゲストに迎え、2018年公開作品『日
日是好日』の上映会を開催し、605人の方々に参加いた
だきました。その
後、大森監督にご
登壇いただいたト
ークイベントで
は、作品や映画業
界に興味のある多
くの学生からの質
問に丁寧に答えて
いただきました。

　経済学部の吉田健太郎ゼミが、大船ルミネウィングで開催された「うまい
もん大学2019」に参加しました。これは、大学と企業がコラボして「大船・
鎌倉をイメージしたうまいもん」をテーマに、限定商品を開発する取り組み
です。「ラ・メゾン」とコラボした吉田ゼミは、鎌倉の海と山をイメージし
た２種類のタルトを制作しました。２日間で440個を完売し、参加した８大
学の中で、売り上げ・客単価・人気投票でそれぞれ第１位となり、３冠を
達成しました。

　経済学部の姉歯曉ゼ
ミのエブリンさん（商
３）が「留学生論文コン
クール2019」（主催：
公益財団法人大学セミ
ナーハウス）で、銅賞
を受賞しました。受賞
論文は「グローバルイ
シューを考える―食料
主権を考える―」です。

ゼミ・研究
学生の活躍

その他

駒澤大学広報誌『学園通信』（340号）をご覧くださいましてありがとうござ
いました。今後の誌面づくりの参考のため、右記QRコードより皆さまのご意
見・ご感想をお寄せください。

読者
アンケート
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KOMAZAWA NEWS

文学部英米文学科３年の湯浅亜実さんが
「第１回世界アーバン大会」ブレイクダンスで優勝

駒澤大学学術褒賞について

陸上競技部OBの中村匠吾選手が2020東京
オリンピック男子マラソン競技日本代表内定

ボクシング部が
全日本ボクシング選手権大会で活躍

陸上競技部が駒沢小学校で
長距離走指導を実施

空手道部が各種大会で活躍

　湯浅亜実さん（英米文３）が、ハンガリーで開催された
「第１回世界アーバン大会」のブレイクダンス競技で優勝
しました。初開催となったこの大会は、アーバン（都市型）
スポーツの総合大会で、2024年のパ
リオリンピックで初採用が決定的な
ブレイクダンス競技に出場した湯浅
さんは、８人による決勝トーナメン
トを１対１のバトル形式で戦い、見
事初代女王の座に輝きました。

　曹洞宗の教学の振興をはかることを目的に、曹洞宗特別奨励賞を設け、専門分野にお
いて学術上顕著な業績を発表した方に対して褒賞しています。今年度は、曹洞宗昌興寺
住職の石田哲彌師が曹洞宗特別奨励賞【教化学部門】を受賞され、12月６日（金）に行われ
た成道会法要の際に、賞状と賞金が授与されました。業績名は「『茶席の禅語講座』及び地
域文化をふまえた教化活動」です。

　陸上競技部OBの中村匠吾選手（2015年経済学部卒業・
現富士通所属）が、９月15日
（日）に開催されたマラソング
ランドチャンピオンシップ
（MGC）で優勝し、東京2020
オリンピック男子マラソン競
技日本代表選手に内定しまし
た。同競技においては駒大史
上初の快挙となります。

　ボクシング部が、11月20日（水）～24日（日）に鹿児島県
の阿久根総合運動公園総合体育館で開催された「第89回全
日本ボクシング選手権大会」で、下記の通り素晴らしい成
績を収めました。
　49kg級 第３位　長谷部大地選手（経済３）
　52kg級 優勝　　田中亮明選手（2016年商卒）
 第３位　林田翔太選手（2015年商卒）
　60kg級 優勝　　西山潮音選手（経営１）
　63kg級 第３位　完山隼輔選手（経済２）
　81kg級 準優勝　鬼倉龍大選手（2017年経済卒）

　陸上競技部の藤田敦史コーチと加藤剛史コーチが、11
月５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７年
目になります。当日は５年生２ク
ラスが参加し、怪我をしない体作
りと、長い距離を走るコツやフォ
ームの指導を行いました。

◆第62回関東学生空手道選手権大会／10月27日（日）／東
洋大学総合スポーツセンター
　男子団体型　　第３位
　男子団体組手　第３位
　女子団体型　　第３位
　女子団体組手　ベスト８
◆第63回全日本大学空手道選手権大会／11月10日（日）／
スカイホール豊田
　男子団体型　　第３位
　男子団体組手　ベスト８
　女子団体型　　第３位
　女子団体組手　準優勝
◆第30回関東学生空手道体重別選手権大会／11月23日（土・
祝）／日本大学文理学部100周年記念館
　男子個人組手－75㎏級　優勝　 鈴木舜士選手（英米文３）
　女子個人組手－50㎏級　準優勝 臼井菜月選手（心理２）
　　　　　　　－55㎏級　準優勝 木原妃菜選手（社会３）

　湯浅亜実さん（英米文３）が、ハンガリーで開催された

クラブ・サークル
課外活動
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　10月14日（月・祝）に島根県出雲市の出雲大社～出雲ドー
ム（６区間45.1km）で開催された「第31回出雲全日本大学選
抜駅伝競走」において、２時間10分06秒のタイムで第２位と
なりました。
　１区の山下選手（市場戦
略４）が区間２位の走りで
好調なスタートを切り、３
区田澤選手（経済１）と４区
小林選手（心理３）の区間新
記録となる快走で首位に立
ちましたが、最後は國學院
大學の猛追を受け、惜しく
も２位でのフィニッシュと
なりました。大学三大駅伝
の初戦で今シーズンの強さ
を見せました。

　11月３日（日・祝）に名古屋・熱田神宮～伊勢・伊勢神宮
（８区間106.8km）で開催された「秩父宮賜杯第51回全日本大
学駅伝対校選手権大会」において、５時間15分04秒のタイム
で第３位となりました。
　１区の中村大聖選手（政治
４）が区間２位と順調な滑り
出しを見せましたが、一時は
シード圏外の10位まで順位を
落とす苦しい展開に。それで
も７区の田澤選手（経済１）が
区間賞の走りで追い上げを見
せると、アンカー山下選手も
区間３位の走りで続き、第３
位でゴール。チームの総合力
を発揮したレースとなりまし
た。
第51回全日本大学駅伝対校選手権大会記録
成績

（106.8㎞）
第１区
（9.5㎞）

第２区
（11.1㎞）

第３区
（11.9㎞）

第４区
（11.8㎞）

第５区
（12.4㎞）

第６区
（12.8㎞）

第７区
（17.6㎞）

第８区
（19.7㎞）

３位
駒澤大学
5:15:04

中村 大聖 小林 歩 神戸 駿介 伊東 颯汰 中村 大成 加藤 淳 田澤 廉 山下 一貴
（2） 27:57（2） 59:48（10）1:35:03（10）2:09:58（9）2:46:39（8）3:24:49（4）4:16:58（3）5:15:04
（2）1:27:57（5） 31:51（16）1:35:15（10）1:34:55（6）1:36:41（4）1:38:10（1） 52:09（3）1:58:06

■■ 区間新　■■ 区間賞
上段  （通算順位）タイム
下段  （個人順位）タイム

７区区間賞の田澤廉選手

第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走記録
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㎞）

２位
駒澤大学
2:10:06

山下 一貴 伊東 颯汰 田澤 廉 小林 歩 中村 大成 中村 大聖
（2）1:24:23（2）1:40:49（1）1:04:43（1）1:22:13（1）1:40:16（2）2:10:06
（2）1:24:23（4）1:16:26（2） 23:54（3） 17:30（3）1:18:03（4）1:29:50

■■ 区間新
上段  （通算順位）タイム
下段  （個人順位）タイム

４区の小林歩選手

全日本大学駅伝  第3位出雲駅伝  第2位

箱根駅伝 総合第８位　54回連続完走
　１月２日（木）・３日（金）に東京・
大手町～箱根・芦ノ湖往復（10区間
217.1km）で開催された「第96回東京箱
根間往復大学駅伝競走」において、10
時間57分44秒のタイムで総合第８位
となりました。
　往路は、１区の中村大聖選手（政治
４）から２区の山下選手（市場戦略４）
へ４年生の襷リレーでスタートを切り
ましたが13位と出遅れてしまうまさか
の展開に。しかし、３区の田澤選手（経
済１）が区間新
記録、７人抜き
の快走で６位
まで順位を押
し上げます。さ
らに４区の小
島選手（市場戦
略３）が区間５
位の力走で続
き上位に食ら
いつきますが、

最終的に第８位となりました。
　迎えた復路では、６区の中村大成選
手（法律４）が区間６位の好走で６位
まで順位を
上げ、７区の
小林選手（心
理３）も区間
５位の走りで
繋ぎます。そ
の後、一時９
位まで順位を
落としました
が、早稲田大
学とほぼ同時

に襷を受け取ったアンカー 10区の石
川選手（現代応用経済２）が、23kmの
壮絶な競り合いの末に順位を１つ上
げ、８位で
ゴールテー
プを切りま
した。10時
間57分44秒
の記録で総
合第８位と
なり、54年
連続完走を
果たしまし
た。

第96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8位
駒澤大学
10:57:44

往路記録
（8）5:27:41

中村 大聖
（９）1:02:07

山下 一貴
（13）2:10:25

田澤 廉
（ 6 ）3:11:50

小島 海斗
（ 6 ）4:13:51

伊東 颯汰
（ 8 ）5:27:41

（９）1:02:07 （13）1:08:18 （ 3 ）1:01:25 （ 5 ）1:02:01 （13）1:13:50
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
（8）5:30:03

中村 大成
（ 6 ）6:26:27

小林 歩
（ 6 ）7:29:54

加藤 淳
（ 8 ）8:36:46

神戸 駿介
（ 9 ）9:47:23

石川 拓慎
（ 8 ）10:57:44

（ 6 ）0:58:46 （ 5 ）1:03:27 （11）1:06:52 （13）1:10:37 （ 7 ）01:10:21

■■ 区間新
上段  （通算順位）タイム
下段  （個人順位）タイム

３区の田澤廉選手

２区の山下一貴選手

６区の中村大成選手から７区の
小林歩選手へ襷リレー

三大駅伝で活躍　陸上競技部
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