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未来に繋がる 自分へ繋げる



新入生に向けて新入生に向けて

4月――雪も氷も消
え、新入生と新任
教 職 員 を 迎 え て、

学園中に若さがみなぎる月である◆折しも
法科大学院ブログには、サミュエル・ウル
マンの珠玉の詩、わが国でも広く愛されて
きた「青春Youth」が掲げられている。こ
こで「青春」とは、青春時代という「人生
の一時期」のことではなく、「心の若々しさ」
のことである◆心の中で、意志が毅然とし、
上質の想像力が広がり、豊かな感情が溢れ、
勇気が小心を抑えつけ、安逸へ向かう気持

ちを冒険心が叱咤しているとき、その心は
若々しい――こう述べてから、ウルマンは
きっぱりと言う。「誰でも齢を重ねただけ
では老いたりしない。理想を失ったとき、
はじめて老いるのである」と◆心の底から
の驚きを大切に思い、星のように煌めくも
のと出会ったときの感動を忘れず、たえず
何かに挑戦する姿勢を崩さず、子どものよ
うな飽くなき探究心を失わず、どんなとき
でも人生の喜びや楽しみを味わえる若々し
い心にしか、本物の理想は芽生えないのだ
◆末尾近くでウルマンは言う。「あなたの

心が大地と人間と無限者から、美・声援・
勇気・崇高・力のメッセージを受け取って
いるかぎり、あなたは若いままだ」と。若々
しい心は、外部に開かれ、外部からの貴重
なメッセージを適確に選別してキャッチ
し、それに励まされるようにしてしなやか
に応答しながら、力強く理想に向かって進
む◆自然の雪と氷を消したのは気温だが、
心をすっぽりと包んで外部から閉ざしてし
まう「悲観の雪the snows of pessimism」
と「冷笑の氷the ice of cynicism」を融か
すのは若さである。

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
度の執筆は総合教育研究部桑田禮彰先生と仏教学部村松哲文先生のお二人にお願いしています。

新入生に向けて

「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。

（2012.4.2）2

学長

石井　清純

鉄漢がさらに学道する

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
　いよいよこれから大学における学びの道が始まります。
それは、学校という教育機関での学習の締めくくりである
と同時に、社会の厳しい荒波へと船出していくための大切
な基盤造りでもあります。
　大学での学修は、各学部学科において、専門分野に関す
る知識を深化させるものです。高等学校までに養ってきた
幅広い教養を土台に、自ら選び取った分野の学問を徹底的
に突き詰めていくことになります。
　この駒澤大学が教育の基本とする「建学の理念」は、釈
尊の教え（仏教）と禅のこころです。
　仏教・禅は、いまや宗教の枠組みを超え、自らを見つめ
開拓してゆくための叡智として欧米社会にも受け入れられ
ています。皆さんには、本学で学んでいく際、ぜひその理
念を最大限に活かしていただきたいと思います。
　その理念の第一は、社会の役に立ちたいという“いつくし
みのこころ”を持ち続けることです。その“他者を思う実践”
によって築かれた広い視野は、 翻

ひるがえ

って自分自身の明確な把
握へと繋がります。皆さんには、この思いを胸にしつつ各

学部学科における学修を進めていただきたいと思います。
　一方、禅では、常に自らを高める意識を持ち続けること
の重要性を強調します。
　皆さんは、ひとまず大学に入学するという目標を達成し
ました。今まで学んできたことが、一つの形として実を結
んだことになります。
　禅では、すでに一箇の人格を作り上げ、立派に独り立ち
した人のことを ｢鉄漢｣ と呼びます。成果を結実させたと
いう意味において、皆さんはすでに ｢鉄漢｣ となったとも
いえます。しかし、その達成感に満足し、安住してしまっ
ては、発展はありません。さらに自らの道を歩み続けなけ
ればいけないのです。
　厳しい考え方ですが、これを、道元禅師は「鉄漢また学
道す（ぐらつかない人格を獲得した人でも、さらに道を学
ぶ）」（『正法眼蔵』｢仏性｣ 巻）と表現しました。常に次を
見据えて歩み続けることこそが、自らをさらに輝かせ大き
く成長させる糧となるのです。
　向上心を持ち続けることによって、皆さんの大学生活が、
未来へと繋がる充実したものとなることを祈念しております。



図書館の利用について　「図書館モーニングサービスを4月から開始します」
　これまで図書館は原則として一年を通して９
時から開館していましたが、平成24年４月から
試験期間を含む授業期間中は図書館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」を開始します。１階の利用者ＰＣ、新聞・
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

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

これまで通り貸出・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）

駒澤マナー 大学生活を楽しく過ごすためのマナーづくり大学生活を楽しく過ごすためのマナーづくり

　平成24年度から学内環境が大幅に改善されます。
　その主なものとして、①大学専用道路利用時間の拡大とそれに伴う安全通行のために北門付近の歩道整備、②大
学会館食堂のリニューアル、③喫煙室の設置があげられます。
　これらの環境改善を無駄にしないためにも、利用者の皆さんには以下のマナー順守をお願いします。快適な環境
を一緒に作り上げていきましょう。

歩行マナー
　平成24年4月より、大学専用道路利用時間を午前8時～午後7時まで延長し、退構時の利用も含めた通行を開始します。
ただし、当面は午後2時をもって入構、退構を切り替えます。なお、日曜、祝日及び長期休業中は通行不可としますので、正
門から入退構してください。詳細は別途案内します。
　歩行マナーについては、一人ひとりが地域の一員との認識を持ち、相手の気持ちを思いやることが大切です。
　以下の点を遵守されるようお願いいたします。
	１	．国道246号歩道を通行し、住宅街に入らない
	２	．歩道は左側通行
	３	．歩道では最大で2列通行、雨天時は1列通行
	４	．大学専用道路内は特に静かに
	５	．私道は通行禁止	
	６	．警備員指導への協力順守
	７	．混雑時の北門時差退構
	８	．北門→専用道路→大学会館246→国道246号歩道の整然通行
	９	．友人同士・ゼミ・サークル等での集団退構時は静粛に
10．気づかい通行　

　（総務部・学生部）

喫煙マナー
　平成24年4月より、ピロティー脇に「喫煙室」を設置します。
　本学では分煙の徹底、受動喫煙防止を推進しています。喫煙者は以下の点を順守してく
ださい。
	１	．喫煙は必ず喫煙室、喫煙所を利用すること
	２	．吸殻は必ず灰皿に捨てること
	３	．設置灰皿等に空き箱・缶・ペットボトルを捨てない
	４	．路上のポイ捨て禁止
	５	．タバコを吸わない人への気配りを忘れないこと　

食堂利用マナー
　平成24年4月より、学生会館食堂の業者が銀座スエヒロカフェテリアサービスに替わりメニューが一新されま
した。同時に、教育後援会のご支援により、食堂ホールや什器類がリニューアルされました。
　新しくなる食堂を一人でも多くの人に気持ちよく利用していただくためにも、以下の点にご協力ください。
	１	．混み合う時間帯は、食事が終わったなら速やかに次の利用者に席を譲る
	２	．混み合う時間帯は、集団で席を占有しない
	３	．座席を荷物置き場にしない
	４	．食堂内の食器はホール外に持ち出さない
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　ご入学おめでとうございます。
　昨春の大地震をはじめ、その後の国内外の災害と被災、
そして待ちわびた春。
　新入生の皆さんの表情からは喜びと期待、少しの不安が伺
えます。毎年の光景であり、私どもも皆さんを迎えることは
大きな喜びですが、やはり何かいつもとの違いを感じます。

　皆さんは、これから４年間を駒澤大学で過ごすわけです
が、本学の良き伝統と教育そして学問・研究を大いに学ば
れることを願い期待しています。４年間は皆さんにとって、
貴重な人格形成の「場」となりましょう。
　本学で生涯の知己や師と出会い、学業や有為な活動を修
めつつ、次代への力を培ってください。常に皆さんを応援
しています。

貴重な人格形成の「場」とならん文学部長
久保田　昌希

　新入生のみなさん入学おめでとうございます。法学部の
法律学科では、法律の意義と目的を活かした法律の解釈を
通じて法の本質を科学します。政治学科では、過去、現在
の政治の仕組みと実態を検討しながら、あるべき政治の未
来像と政治理念を追求します。そして、そのことを、社会

と国家、経済と文化との係わりのなかで模索していくのです。
　法律学も政治学も社会科学ですから、唯一絶対の結論を
導く自然科学と違い、「より良い妥当性」を論証する科学で
す。先生から与えられた知識を頭に入れる高校時代までの
他律的な勉強と違い、大学では問題意識をもって自ら思考
し主体的に自分の考え方を確立していく姿勢が必要です。
これが大学での学問なのです。

さあ、大学で学問をしよう！法学部長
松村　格

　入学おめでとうございます。
　東日本大震災からの復興、安全・安心なエネルギー政策
への転換、国際的な金融危機の克服、格差社会の解消など
日本経済をめぐる問題は山積しています。まさに日本の社
会・経済は転換期にあり、経済学の課題は多く、経済学を
学ぶ意義はますます大きいと言えます。
　若さは最大の財産です。諸君が、学びの場である大学に

おいて、眼前に提起されている経済問題に関する科学的認
識を高め、それぞれの豊かな人生観、社会観の獲得に向け
て邁進することを期待しています。先達たちの営為の成果
を貪欲に吸収し、知性豊かな充実した大学生活を送られる
ことを祈念しています。

知性豊かな大学生活を送ろう！ 経済学部長
百田　義治

　入学おめでとう。いよいよ大学生活のはじまりですね。
昨年は大震災直後でもあり、入学式は中止でした。今年は
やっと少しだけ平常に戻って挙行されます。「よかった」と
思っています。
　現代、「大学」や、そこで学ぶ「大学生」のあり方が問い
直されていることはご存知の通りです。そのような問いか
けは、今日から皆さんに向けられます。
　大学での生活は、学ぼうとする人にとっては、未来への

さらなる可能性を培う４年間ですが、大勢の中には無為徒
食の４年間にしてしまう人もいます。
　標題とした「光陰莫虚度」は中国の禅僧の言葉ですが、
同趣旨の格言のあること、洋の東西を問いません。皆さん
の一刻一刻の大学生活が充実したものになるよう願ってい
ます。

光
こういん

陰虚
むな

しく度
わた

ること莫
なか

れ 仏教学部長
永井　政之

学部長から新入生へのメッセージ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
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　駒澤大学 経営学部へようこそ！
　ご入学おめでとうございます。皆さんは、とても良い選択
をされたと思います。まずは、駒澤大学と経営学部のこと
を良く知っていただき、ご自身の選択が間違いなかったこ
とを確信してください。
　本学には、その前身から数えて 420 年という永い歴史と
伝統に育まれた精神的遺産があります。そのなかにあって、
経営学部は創設以来 43 年、教授陣と幾多の学生たちが、世

界のそして日本の ｢経営学｣ を探求しながら、研究・教育
の襷

たすき

を繋いできました。
　今日からは、受験勉強より数段高次元の知的好奇心をも
って学びに取り組んでください。アルバイトに精を出して
いる暇などありません。何しろ、駒大経営学部における学
びは、受験勉強の千倍は面白いのですから。

学びを楽しむ、ゆたかな未来のために 経営学部長
高井　徹雄

　ご入学おめでとうございます。
　皆さんはやっと自由な時間を手にされましたね。と同時
にこれからやらねばならない課題も前にしているはずです。
４年間の設計なしで、何となく過ごすわけにはいきません
から。専門教育に入る前に、幅広い知識と教養をまず身に

つけ、礎にしていただきたいと思います。実りある「遊び」
や「脱線」は大切なことです。
　先日あるＴＶ番組で、人類の今日の繁栄の秘密は、奪い
合うより分け合う、争うより協力しあう心にあった、とい
う説に接し、成程と思いました。１年前の大震災以来、こ
の類としてのヒトの本質を痛感する日々が続いています。
このこともお忘れなく。

実りある「遊び」や「脱線」を総合教育研究部長
遠山　博雄

　ご入学おめでとうございます。
　誇らしく開花した桜花の美に心打たれますが、桜は冬の
厳しい季節に可憐な開花を夢見、じっと辛抱を重ねて、今
日この日を待っていました。皆さんは、未だ見ぬ法科大学
院での学修に、希望と不安を抱いているでしょう。茨の道
となるかもしれませんが、目標は明確です。立派な法曹に
なり、法的に人と社会に貢献することです。
　法曹という正義の使徒となるためには、意志の強さが不

可欠です。強くあって、初めて真の優しさを体現すること
ができます。孤独に勝ち、誘惑を乗り越え、妥協を許さず、
ひたすら前進するという堅忍不抜の精神が必要です。根拠
のない自信といわれても、継続的な努力は、人格を陶冶し
人を成長させます。いま自覚する強固な決意をもって、真
に「人に寄り添う法曹」という花を咲かせましょう。

強固な決意が道を切り拓く 大学院法曹養成研究科
（法科大学院）研究科長

日笠　完治

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。一人ひと
りの努力により、入学試験に合格できたことを誇りに思っ
てください。と同時に、あなたの周りにいて、あなたを支
えてくれた家族、友人、関係者の方々への感謝も忘れない
でください。そして、入学を機会に、これから先の人生を
たくましく切り開いていってください。
　特に、激しいグローバルな動きを前にして、多くの人々

が立ちすくんでいる現実があります。英語だけの問題では
なく、日頃の生き方や考え方が問われているのだと私は思
います。昨年の東日本大震災からの復興も含めて、この文
脈で考え直して、一緒に頑張っていきましょう。最後に、
もう一度、入学おめでとう。

グローバルな現実に対面して
グローバル・メディア・

スタディーズ学部長
川崎　賢一

　「自然と人」、「人と科学」、そして「科学と自然」のかか
わりについて多くのことを考えさせられたこの１年間、皆
さんは大学への進学に向かってどのような１年を過ごされ
たでしょうか。
　今日、皆さんは診療放射線技師を目指し、駒大生として

の第一歩を踏み出しました。大学は、僅か４年間の通過点
でしかないかもしれません。しかし、これからの４年とい
う時間は、きっとそれ以上の大きなものとなるはずです。
科学的知識の修得のみにとどまらず、医療人としての“心”
を常に意識し、多くの人々とのふれあいを大切にしてくだ
さい。そして、躓きを恐れず一歩前へ進むことが、あなた
の医療人としての豊かな未来に繋がるはずです。

躓
つまず

きを恐れず一歩前へ医療健康科学部長
山本　裕右
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駒沢オリンピック公園
総合運動場
第二球技場

駒沢オリンピック公園 独立行政法人
国立病院機構
東京医療センター

駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

駒沢競技場
駒沢野球場

駒澤大学会館 246

駒沢キャンパス

深沢キャンパス

駒澤大学
法科大学院

駒沢公園西口

東京医療センター前

大戸屋

ジョナサン

マクドナルド

ローソン
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ブ
ン-

イ
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ン

セブン -イレブン
学　食

サ
ー
ク
ル
Ｋ

モスバーガー

すき家

松屋

　今年4月より駒沢、玉川の2つのキャンパスの学食がリニューアルオープンしました。
駒沢キャンパスでは、1階・2階ともに内装も全面改装し、テーブル席のほか、カウン
ター式の席も登場。一人でコーヒーを飲みながら本を読みたいという時にも利用して
みてはいかがでしょうか？
　気になるメニューも一新。銀座スエヒロカフェテリアサービスが手掛ける学食だけ
あって、「スエヒロハンバーグ」や「牛焼肉」の定食、「ロコモコ」などお肉のメ
ニューも充実。栄養のバランスを考えて自分でセレクトできるよう、「野菜の煮物」
や「胡麻和え」などの小鉢などもあります。値段は、定食が400～420円、小鉢が50
円～、麺類のかけそば、かけうどんは、200円とお手頃な価格です。
　営業時間は、１階8：00～19：00（土曜17：00）、2階11：30～14：00。

リニューアルOPEN！リニューアルOPEN！

公園通りの洋食屋
ROMAN

大
阪
王
将
●

餃
子
の
王
将
●

コマイチ
カフェ

●

TSUNAMI
● エノテカバール
プリモディーネ

●

PATISSERIE NAOKI●

ステーキと焙煎カレー
ふらんす亭

朝日屋（そば）●

adito●

タールム駒沢●

●

FRESHNESS BURGER●
キムラヤベーカリー●

カ
レ
ー
ハ
ウ
ス

Ｃ
ｏ
Ｃ
ｏ 

壱
番
屋

東京エリアの「カフェ特集本」には、
何度も登場している「adito（アヂ
ト）」。ガッツリ食べたい人は、ご飯
大盛りで『大人様定食』を。まったり
と過ごしたい人は、オリジナルスイー
ツとアヂコーヒーをどうぞ。

1964 年 10 月東京オリン
ピック女子バレーボール
決勝戦『日本 VSソ連（現
ロシア）』が行われたのが
この体育館。東洋の魔女
の伝説はここにも残って
います。ちなみに駒澤大
学体育館は、ソ連チーム
のウォーミングアップに
使用されました。

深沢キャンパスに
は、大学院の研究室
や国際センター、ア
カデミーホールな
どがあります。

高校野球の東京都
予選などが行われ
る硬式野球場。

本格的なイタリアンバール。
「バンコ」と呼ばれるカウン
ターでエスプレッソやカプチー
ノを。ランチメニューもおすす
めですが、一番の魅力的メ
ニューは心も癒されるかわい
いデザインカプチーノ。

レモンステーキとカレーライスが
看板のお店。お肉をしっかり食べた
い時にオススメ。

大学正門横にある洋食屋
さん。オムライスは絶品 !! 
人気雑誌に何度も取り上
げられる程のお店。駒大生
の胃袋をがっちり掴んでい
るメニューがたくさん！

駒沢エリアの老舗パン屋
さん。手作りの愛情たっぷ
りのパンをひとくち頬張る
と笑顔になれ
ます。

キャンパス内のカフェと言
えば「パオ」。スパゲッティ
は常時 15 種類、マフィンも
５種類以上が味わえます。
卒業生が懐かしいと思う
駒大の味の一番人気
は『パオの
ミートスパ』。

公園内には、１周2.14ｋｍ
のジョギングコースがあ
ります。有名なランナー
やタレントさんにも会え
るかも？！

駒沢キャンパス、玉川キャンパスの学食が駒沢キャンパス、玉川キャンパスの学食が

「ステーキと焙煎カレー　ふらんす亭」

「公園通りの洋食屋　ROMAN」 「エノテカバール　プリモディーネ」

「公園内
ジョギングコース」

「キムラヤベーカリー」

「駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館」

「パオ」

「駒沢野球場」

「adito（アヂト）」

スエヒロハンバーグ

チキンジャンバラヤ

ロコモコ

ダブルカレー

フライドチキン特製韓国だれ

大戸屋

CoCo 壱番屋

サークルＫ

ジョナサン

すき家

セブン -イレブン

ふらんす亭

マクドナルド

松屋

モスバーガー

ローソン
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仏教学部講師　藤井　淳
　４月８日は仏教の開祖、釈尊の生誕日であ
る。東京ではちょうど桜の花が満開になり、新
入生には新しい学生生活の始まりをその桜と
重ね合わせて、後々まで大きな思い出となる時
期であろう。
　ところで釈尊の伝記では、釈尊は生まれて
すぐに七歩歩き、「天上天下、唯我独尊」と述べ
たとされている。生まれたばかりの赤ん坊が歩
き、言葉を発したとする超人的行為をそのまま
信じることができない現代では、その言葉に対
する受け止め方は様々であり、「それぞれの人
間のいのちが尊いことを言っている」と解釈さ

れることが多い。
　極めて現代的な理解であるが、この言葉は
長きにわたって、釈尊を讃仰する想いを持つ
仏教徒によって保持されてきたことを踏まえ
て、仏教の歴史を考えてみたい。強烈な“自我”
にがんじがらめに縛られ苦しむ人は、「無我」
という考え方に出会うことで、その束縛から
解き放たれ、何にも代えがたい救いがもたら
される。この無我という教えを説かれた釈尊
という方はこの世界で最も尊い、と受け止め
てきたのが釈尊に始まる仏教の歴史であると
私は考える。

釈尊降誕会
唯我独尊と仏教の歴史唯我独尊と仏教の歴史

六法全書

■■■■■
■■■■■■■■■■

平成23年度

平成24年度日商簿記検定試験講座
【日商簿記検定試験３，２級受験講座】
－簿記の知識の全くない初心者：主として１年生対象－
【オリエンテーション】
４月７日（土）13：00～14：00　１号館 301 教場
　※４月 10・11・12 日に大学会館１階入口でも受け付けます。

【受講料】　54,000 円　分割払い可
（２級合格まで、追加料金なしで再受講可）
【４月開講】（６月３級受験　11 月２級受験　コース）
　　月曜日クラス　16：20～19：30　４月９日開講
　　火曜日クラス　18：00～21：10　４月 10 日開講
　　金曜日クラス　18：00～21：10　４月 13 日開講
　　土曜日クラス　13：00～16：10　４月 14 日開講
【中国語で講義クラス】
　　金曜日　18：00～21：10　４月 13 日開講

≪問合せ先≫　経理研究所 TEL 03-6381-8905

【開講講座】
１．入門講座（おもに１年生）①憲法入門、②刑法入門、③民法入門
２．基礎講座（おもに２年生）①基礎憲法、②基礎刑法、③基礎民法Ⅰ
（総則・物権法）、④基礎民法Ⅱ（債権法）　
３．上級講座（おもに3年生以上）①公法（憲法・行政法）、②刑法（刑法
総論・刑法各論）、③民法Ⅰ（総則・物権法）、④民法Ⅱ（債権法・家
族法）、⑤商法（会社法・有価証券法）、⑥訴訟法（民事訴訟法・刑事
訴訟法）、⑦不動産登記法、⑧商業登記法

【申込期間（予定）について】
　４/４(水)～４/27(金) 一般の方は、別途入所試験（書類審査及　
び面接）があります。
【開講期間（予定）について】
　前期　４/９(月)～７/23(月)　後期　10/１(月)～12/25(火)
　※開講時間は、下記宛にお問い合わせください。

【受講料について】 ①もしくは②
①年会費を支払い、会員登録をする。初年度 15,000 円、次年度以
　降 10,000 円。一般の方は、一律 30,000 円。
②所定の受講料を支払い、受講の申し込みをする（非会員）。
　１科目につき、年間 5,000 円（学生、院生、および卒業生のみ）。
≪問合せ先≫　法学研究所 TEL 03-6381-8900

国際センターで
開講している講座

≪問合せ先≫　国際センター事務室 TEL 03-3702-9732
※日程は変更となる可能性がありますので、HP等でご確認ください。

キャリアセンターＨＰ　www.komazawa-u.ac.jp/cms/shushoku

１

２

３

４

５

６

７

８

講 座 名

定　　員

説 明 会

受付期間

期　　間

実施曜日

授業時間

受 講 料

前　　期

各40人（20人×2クラス）

４月17日・18日

４月２日～５月18日

５月第４週～７月第３週

各25,000円（テキスト代別）

後　　期

各40人（20人×2クラス）

７月３日・４日、９月18日・19日

７月３日～10月12日

10月第３週～12月第３週

各25,000円（テキスト代別）

講　座　名

数学検定３級

就職対策特別講座（就職ゼミ）

SPI2対策講座　第１クラス

SPI2対策講座　第２クラス

SPI2対策講座　第３クラス

申込期間

４/27～５/９

５/２～５/15

５/２～５/15

５/２～５/15

５/18～５/31

６/８～６/22

７/６～７/20

９/19～９/28

講座日程

５/18 開始

５/16 開始

７/31 開始

９/３開始

６/５開始

８/２開始

９/10 開始

９/29 開始

MOS（Microsoft Office Ｓpecialist）
試験対策講座（Excel）

FP（ファイナンシャル・プランニング）
技能検定３級
MOS（Microsoft Office Ｓpecialist）
試験対策講座（Word）

キャリアセンターで
開講している講座（有料） 

TOEFL®課外講座／TOEIC®課外講座

TOEFL®火・木曜日／TOEIC®水・金曜日

１限 18:00～18:50　　２限 19:00～19:50

Let‛s try!! Let‛s try!! 

キャリアセンター 国際センター

法学研究所 経理研究所

資格取得等に役立つ講座
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■体育会
▼合気道部
¡第51回全国学生合気道演武大会
▼女子合気道部	
¡第49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	
¡2011年度2部リーグ戦
▼居合道部	
¡第26回全日本学生居合道大会個人

準優勝
▼一般スキー部	
¡全国学生岩岳スキー大会
▼空手道部	
¡東日本大学空手道選手権大会個人最

優秀選手賞
¡第７回ジュニア＆ガデット21アンダー空

手道選手権大会個人３位
¡第22回関東学生空手道体重別選手

権大会男子84キロ級優勝
▼弓道部	
¡第59回全日本学生弓道選手権大会
¡平成24年度３部リーグ戦男子Ｃブロッ

ク優勝
▼剣道部	
¡第57回全国仏教系大学剣道大会男

子団体優勝
¡第43回全国仏教系大学女子剣道大

会女子団体優勝
¡第60回関東学生剣道優勝大会
¡第37回関東女子学生剣道優勝大会
▼硬式テニス部	
¡全日本学生テニス選手権大会
¡平成23年度関東大学テニスリーグ男

子２部
¡平成23年度関東大学テニスリーグ女

子１部
▼ゴルフ部	
¡日本アマチュアゴルフ選手権
¡日本学生ゴルフ選手権
▼サッカー部	
¡2011年度第35回総理大臣杯全日本

大学サッカートーナメント準優勝
¡JR東日本カップ2011第85回関東大

学サッカーリーグ戦
¡第26回ユニバーシアード競技大会優勝
（本学から2人出場）
▼自転車部
¡2011年度全日本学生RCS第５戦白

馬クリテリウムラウンド
¡2011年度全日本学生ロードレースシリ

ーズ第６戦山形村ヒルクライムラウンド
▼自動車部	
¡全日本学生ジムカーナ選手権大会
▼射撃部	
¡平成23年度関東学生ライフル射撃新

人大会及びAR・SBR大会

▼柔道部	
¡全日本学生柔道体重別選手権
¡全日本学生柔道体重別団体優勝大会
▼準硬式野球部	
¡平成23年度東都大学準硬式野球２部

リーグ戦
▼少林寺挙法部	
¡第45回少林寺拳法全日本学生大会
▼相撲部	
¡第60回東日本学生相撲リーグ戦（1部

昇格）
¡第89回全国学生相撲選手権大会
▼体操競技部	
¡全日本学生体操競技選手権大会男子

２部団体総合２位（１部昇格）
¡平成23年度関東学生体操競技交流

大会
▼卓球部	
¡平成23年度関東学生リーグ戦
¡天皇杯・皇后杯全日本選手権
▼軟式庭球部	
¡関東学生ソフトテニス選手権春季関東

５部リーグ
▼日本拳法部	
¡日本拳法第22回東日本選手権大会
▼バスケットボール部	
¡第87回関東大学バスケットボール２部

リーグ戦
▼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	
¡2011年度関東大学バレーボールリー

グ戦
¡全日本インカレ　ミキプルーンスーパー

カレッジ2011
▼ハンドボール部	
¡関東学生ハンドボール春季・秋季リーグ

戦（6部昇格）
▼競技ダンスクラブ	
¡第56回全日本学生選抜競技ダンス選

手権大会
¡第40回東部日本学生競技ダンスラテ

ン新人戦
▼ボウリング部	
¡第42回東日本学生ボウリング選手権

大会個人総合２位
¡第49回全日本大学学生ボウリング選

手権
▼ボクシング部
¡第66回国民体育大会ボクシング競技

会３階級優勝
¡第81回全日本アマチュアボクシング選

手権大会準優勝等
▼硬式野球部	
¡東都大学春季・秋季リーグ戦
▼洋弓部	
¡関東学生アーチェリー連盟リーグ戦
¡関東学生アーチェリー連盟オールラウン

ド大会

▼ラグビーフットボール部	
¡関東大学ラグビー４部リーグ戦（3部昇

格）
▼陸上競技部
¡第23回出雲全日本大学選抜駅伝競

走準優勝
¡第43回全日本大学駅伝対校選手権

大会優勝
¡第88回東京箱根間往復大学駅伝競

走準優勝
¡第26回ユニバーシアード競技大会ハー

フマラソン４位
▼チアリーディング部	BLUE	JAYS
¡JAPAN CUP2011 チアリーディーン

グ日本選手権大会
¡全日本学生チアリーディング選手権大

会
▼男子ラクロス部	
¡関東学生ラクロス2部リーグ戦
▼女子ラクロス部	
¡あすなろカップ 
▼オーストラリアンフットボール部	
　”マグパイズ”	
¡FOSTER'S TOP LEAGUE 2011
　３位
¡JAFLポカリスエットジャパンカップ３位

■文化部
▼囲碁部	
¡第48回全日本学生囲碁十傑戦個人

準優勝
▼演劇研究部	
¡第158回春公演「贋作マクベス」
¡第159回秋公演「NAMES」
▼合唱団	
¡駒澤大学第49回定期演奏会
▼ギタークラブ	
¡ギタークラブウインターコンサート
▼ギターマンドリン倶楽部	
¡第41回定期演奏会
▼茶道部	
¡水無月茶会
▼写真部	
¡写真展
▼書道部	
¡書作展
▼吹奏楽部	
¡東日本大震災チャリティーコンサート
¡サマーコンサート2011
▼鉄道研究会	
¡第33回鉄道模型ショウ2011
▼落語くらぶ	
¡駒大寄席
▼軽音楽部ジャズ研究会	
¡駒大Jazz研究会前期Live
▼軽音楽部ハワイアン研究会	
¡コマザワライブ冬2011

▼軽音楽部ミュージック研究会	
¡夏季七夕ライブ
▼軽音楽部ポピュラー研究会	
¡７月定期ライブ
▼管弦楽団	
¡第34回定期演奏会
▼Creative	Square	
¡11月定例ライブ
▼硬式庭球同好会スカッシュ	
¡駒澤大学オープンテニストーナンメント
▼駒沢フォーク村愛好会	
¡フォーク村新入生歓迎ライブ
▼サウンドアスレチック	
¡定期ライブ
▼自然旅行研究会	
¡高尾山登山
▼手話サークル「かえで」	
¡前期交流会
▼将棋愛好会	
¡秋季団体戦B2級リーグ2位（B1級昇

格）
▼陶芸倶楽部	
¡展示会
▼應援指導部ブルーペガサス	
¡第23回出雲全日本大学選抜駅伝競走
¡第43回全日本大学駅伝対校選手権

大会
¡第88回東京箱根間往復大学駅伝競走
▼放送研究会	
¡番組発表会
▼Modelers
¡静岡ホビーショーモデラーズクラブ合同

展示会
▼駒澤Ｒ＆Ｂ同好会	
¡新入生歓迎ライブ
▼ジャズダンスサークルFLAP
¡ジャズダンスサークルFLAP単独ライブ

vol.２
▼駒澤大学現代視覚文化研究会	
¡現代視覚文化研究会後期大TCG大会
▼アグレッシブキャッツ	
¡学内サークル対抗バスケットボール大会
▼写真美術部	
¡写真展
▼法学研究会	
¡全日本学生法律討論会
▼法学部ゼミナール連絡会	
¡法学部ディベート大会

　横浜ＤｅＮＡベイスターズの監督・コ
ーチ陣に本学ＯＢが名を連ねた。監督に
就任した中畑氏は、本学経営学部卒業。
1975年読売巨人軍にドラフト３位で指名
された。入団後、「絶好調！」のキャッ
チフレーズとアグレッシブなプレーで人
気を博した。また、アテネオリンピック
日本代表のヘッドコーチとして、病床に
伏した長島茂雄氏に代わって指揮し、銅

メダルを獲得。
　監督就任にあたり、中畑氏は「球界全
体に明るさをもたらし、日本全体を元気
にしたい！」と語る。課題は、４年連続
最下位の若手中心のチームをどう活気づ
け、上位に躍進するチームに作り上げる
ことができるかである。
　このチームには、一軍コーチに白井一
幸氏（法学部卒）、二宮至氏（経済学部卒）、

球団会長に加地隆雄氏（経済学部卒）と
駒大ＯＢが揃う。今年のプロ野球に、新
たな盛り上がりを期待したい。  （広報課）

サークルの活動状況（23年度）

新生・横浜ＤｅＮＡベイスターズ監督に本学ＯＢ中畑清氏
〜一軍コーチに白井一幸氏、二宮至氏

左から白井氏、中畑氏、二宮氏

大学からのお知らせは、
駒澤大学ケータイサイトへ


