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入学を祝して

プラトンの作品
は対話の形式で
書かれているた

め一般に「対話篇」と呼ばれるが、そ
のひとつである『メノン』では「探求
のパラドックス」という問題が提起さ
れる。◆探求の対象を人は知っている
か知らないかのどちらかである。もし
すでに知っているのならそれを探求す
る必要はないわけだし、まだ知らない
のであれば何を探求すべきかわからな
いのだから探求することはできない。
そうだとすればいずれにせよ探求は不

可能となってしまう。これはソクラテ
スの「無知の自覚」に対する弟子のプ
ラトンからの挑戦であり、これを受け
て『メノン』の登場人物としての「ソ
クラテス」は「探求・学習とは想起で
ある」という有名な「想起説」を語り
出すことになる。◆何か知らないこと
があって気軽にネットで検索してみた
ところ複数の件数がヒットしたのはよ
いが、そもそも正解を知らないのだか
ら自分が探し求めていた答えがどれな
のか容易には判断できない。（それゆ
え、「人生の意味」はネットでは検索

できない。）仮に正しい答えがあると
してもそれに到達できるかどうかは検
索者自身のありようにかかっている。
プラトンにとっては想定外のことかも
しれないが、こうした当世風のディレ
ンマも「探求のパラドックス」の現代
版の応用例だと言えよう。◆４月は誰
もがそれぞれに何かを新たに学び始め
る時期である。学ぶ内容が重要である
ことは言うまでもないが、それのみな
らず、学ぶ際の学びのあり方そのもの
もまたそこでは学びの対象となる。

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

努力する今の姿が尊い

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私たち教
職員と在校生一同は、皆さんを心より歓迎いたします。
　本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
になったのは明治15年（1882）で、一昨年130周年を迎えま
した。そのときの校地は麻布北日ヶ窪で、現在のテレビ朝日・
六本木ヒルズあたりです。そして、そこからこの駒沢の地
に移転してきて昨年でちょうど100年になりました。さらに、
前身の「学林」（のちに旃檀林）まで遡れば何と421年の歴史
があります。
　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・研究の基本としてきました。この建学の理念は、永き
にわたり「行学一如」という言葉で表されてきました。
　「行学一如」は、特に「行」の重要性を教えます。常にア
クティブな姿勢で学問研究に取り組む「行」によって、学問
研究は本物の「学」として、自分の血となり肉となるのです。
高みに登り詰めた姿だけが尊いのではなく、果て無き高みを
求めながら、立ちすくむことなく、目の前の一歩を大事に踏
みしめて行く姿こそが美しいのです。努力する「行」の姿、「学」
の姿、今の皆さんの姿そのものが尊いのです。

　さらに、実践徳目として、校歌にもあります「信誠敬愛」
があります。相互信頼の信、誠心誠意の誠、尊敬し合うの敬、
慈愛あるいは道元禅師の言葉の愛語の愛です。このうちの誠、
真心について考えてみましょう。誠意、真心を持って、こと
にあたるということが大切です。
　800年前に、中国に渡り、曹洞宗を伝えた道元禅師に、『典

てん

座
ぞ

教
きょう

訓
くん

』という著作があります。典座とは、禅寺の料理長
のことです。そこで、美味しく料理を作る心構えとして、「喜
心」「老心」「大心」を挙げています。「喜心」は、今、この
職に就いていることに感謝し、喜んで作ること。「大心」は
大きな広い心で作ること。そして、「老心」は親心のことです。
親が子を育てるためには、どのような苦をも厭わない、その
ような親が子を思う心を持って、料理を作るべし、というの
です。おそらく、この精神は、今も世界中の一流のシェフの
心でしょう。皆さんには、親心はよくわからないかもしれま
せんが、子の成長を一心に思う親心、誠意・真心をもって、
ことに臨むことの大切さは、私たちの日々の就学・生活の面
でも大切なのではないでしょうか。
　皆さんがこの在学の間に、学力とともに人間力・駒澤力を
高め、大きく成長されることを期待いたします。

（2014.4.2）2









キャンパスライフを楽しく過ごすために

喫煙のマナー
❶ 喫煙は、必ず喫煙ルーム・喫煙所で行ってください。
❷  吸殻や灰は、地面に落としたりせず必ず灰皿に捨ててください。
❸ 設置された灰皿に、空き箱・缶・ペットボトルを捨てないでください。
❹ 吸う人も吸わない人も、心地よく過ごせる環境づくりを心掛けましょう。

ＳＮＳ（ソーシャル･ネットワーキング･サービス）のマナー
　皆さんが使用しているスマートフォンは、あまりにも身近にありすぎて、気づきにくい問題が多くあります。
　「SNSは、友だちしか見ることがないから、大丈夫だろう」と安易な考えで、不用意な投稿をしていませんか？近頃、法令・
道徳に反する行為や他人を誹謗・中傷する等の投稿が社会問題となっています。これまでにも、「未成年なのにお酒を飲んで
いる」・「カンニングなどの不正行為をしている」などの罰則に値する投稿がありました。友だち同士の会話感覚での投稿でも、
一度投稿されると不特定多数に向かって発信したことになるので注意が必要です。
　また、投稿内容に個人情報の漏洩や名誉毀損、守秘義務違反などがあった場合には、事件として取り上げられ処罰の対象
となる場合もあります。軽率な発言で、自分の将来に影響を及ぼす危険性があることを認識してください。

【SNS利用する上で最低限守るべきこと】

個人情報を許可なく投稿しない　　　道徳（モラル）に反する内容を投稿しない　　　他人を侮辱するような投稿をしない

自転車のマナー
　自転車は道路交通法上“軽車両”に分類され、違反すると“罰則”が科せられることがあります。そもそも違反行為は事
故につながる危険な行為であり、事故を起こした場合には高額な賠償金を請求されることもあります。
　世田谷区では自転車事故が1,123件（平成24年データ）と都内でもっとも件数が多く、中でも20代によるものが非常に多く
なっています。我が身のことと考え、自転車マナーの向上に努めましょう。
　また、昨年12月1日より道路交通法が改正され、自転車の罰則が厳しくなっていますので、次のことに十分注意しましょう。

❶   「ながら運転」を止めよう ・・・・・・・・・・・ “音楽を聴きながら”“スマホをいじりながら”などの「ながら運転」
は違反にあたるだけでなく、非常に危険な行為です。

❷  路側帯は左側通行 ・・・・・・・・・・・・・・路側帯右側通行を行うと罰則対象になります。
❸ 飲酒運転、二人乗り、並進、無灯火運転 ・・・・・・いずれも罰則対象です。

通学路のマナー
　正門は終日、北門および大学専用道路は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（ただし、
北門および大学専用道路は、日曜・祝日や授業のない時期など、閉鎖される場合がありますのでご注意ください）。

❶ 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）。
❷  歩道を複数人で通行する際は、横に広がらず、また大声で話したりせず、静かに通行してください。

特に「大学専用道路」は住宅地ですので静かに通行してください。
❸ 通行に際しては、大学警備員の指示に従ってください。
※ 毎年4月は、新入生が駒沢大学駅構内で待ち合わせをする姿が見られますが、一般の方の迷惑になり

ますので、キャンパス内で待ち合わせましょう。

ゴミのマナー
　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。

❶ ゴミ箱の表示に従って、分別してください。
❷  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。

リサイクル

　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！

燃やせるゴミ

紙くず

割りばし

食べ残し
等

燃えないゴミ

弁当ガラ

カップ麺容器

コンビニ袋
等

ビン・缶 ペットボトル

246号

左側通行
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健康診断の受診は必須です 保健管理センターだより

　保健管理センターは、学生の皆さんや教職員の健康管
理を担当しています。
　4月8日（火）より実施される健康診断は、法律により毎
年受診することが義務づけられています。この診断結果
をもとに、就職活動や教育実習・アルバイトなどで必要
となる健康診断証明書が発行されますので、必ず受診し
てください。
　また年間を通じて、学校医による診察や看護師による
体や心の健康相談、病気やけがなどの応急対応、医療機

関の紹介も行っています。
　年度初めは、環境に変化が起きたり、人によっては初
めての一人暮らしが始まるなど、体調を崩しやすい時期
です。規則正しい食事や睡眠を心がけ、自分自身で健康
を管理することが必要となってきます。
　健康こそが有意義な大学生活を送ることができる源で
す。保健管理センターのスタッフが、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いたします。

　4月8日は仏教の開祖であるお釈迦様の誕生
日、「降誕会」です。この日は寺院などで「灌
仏会」「お花祭り」などと称するお祝いの法要
が営まれます。悟りを祝う成道会（12月8日）、
命日の涅槃会（2月15日）とならび、お釈迦様
に関する重要な記念日、三仏忌のひとつとされ
ますが、一般的な認知度はそれほど高くないか
もしれません。
　このような日本の状況にくらべると、お隣の
国、韓国は事情がだいぶ異なります。一番の違
い、それは祝日に制定されている点でしょう。

そのため、この日は信仰の有無にかかわらず広
く知られています。この日に向けて、各寺院で
は色とりどりの提灯を境内いっぱいにつるし
て準備するほか、首都ソウルでは、その直前の
週末に大規模なパレードをはじめとした様々
な催しが行われるように、韓国の降誕会は多く
の人が楽しめる一大イベントと化しています。
　なお、韓国では旧暦に基づくため、年ごとに
日が異なり、今年は5月6日が祝日となるそうで
す。チャンスをのがしてしまった方は、旧暦で
お祝いしてみてはいかがでしょうか。

釈尊降誕会

2014年１月に、ホームページのスマートフォン用サイト
が完成しました。小さな画面でもクリックしやすく、読
みやすいデザインになっています。

在学生用ページへのアクセスはコチラ

Facebook・ブログポータルサイト・YouTubeも
リンクされているので、スマートフォンからも簡単
に大学のコンテンツを楽しむことができます

大学ホームページの
スマートフォンサイト完成！

パソコン用サイトに切り替えた
ければ、このボタンをクリック！

　経済学部商学科ITプロフェッショナルクラス２年の濱野優花さんが、「松江オープンソース活用ビジネスプランコンテス
ト2014」において、ビジネスプラン『どこでも着せ替え！電子クローゼット』を提案し、奨励賞と楽天特別賞を受賞しました。
　松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト実行委員会事務局が主催する同コンテストは、オープンソースを活用
するプランを募集・審査し、優秀なプランを表彰することにより、この分野におけるビジネスの可能性に光を当て、事業化・
起業化につながることを目的に開催されています。
　濱野さんは、学生部門64件のビジネスプランの中から一次審査（書面審査）を通過。プレゼンテーションによる最終審査
で実力を発揮し、この快挙を成し遂げました。

松江オープンソース活用ビジネスプランコンテストホームページ
http://www.shimane-oss.org/biz-contest2014/final.html　

「松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2014」で特別賞受賞

仏教学部講師　山口　弘江
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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部リーグ昇格
居合道部
第49回　東京都居合道大会
　初段の部　努力賞
第46回　東日本学生居合道大会
　団体3位　個人準優勝
空手道部
第56回　全国空手道選手権大会　
　男子団体戦大学形の部　優勝
　　　団体戦大学組手の部　準優勝
　女子団体形・組手の部　準優勝
平成25年度　春季関東学生会定期リーグ戦
　女子1部リーグ　優勝
平成25年度　秋季関東学生会定期リーグ戦
　男子1部リーグ　優勝
第56回　関東大学空手道選手権大会
　女子団体組手の部　優勝
第57回　全日本大学空手道選手権大会
　女子団体組手3位
弓道部
平成26年度　リーグ戦　男子3部リーグ優勝
剣道部
第62回　関東学生剣道優勝大会　ベスト16
第39回　関東女子学生剣道優勝大会　準優勝
硬式テニス部
第24回　関東大学対抗テニス選手権大会
　団体女子の部　準優勝
サッカー部
関東大学サッカーリーグ戦　1部リーグ昇格
自転車部
2013年度　全日本学生RCS　第7戦
　山形村ヒルクライムラウンド　女子クラス優勝
自動車部
全日本学生ジムカーナ選手権大会　準優勝
射撃部
関東学生ライフル射撃選手権秋季大会兼段級審
査会
　2部リーグ昇格
準硬式野球部
第20回　フレンドシップ・ジュンコー・ベースボール
大会（ＩＮグアム）　3人出場
相撲部
第68回　国民体育大会　スポーツ祭東京2013
　成年男子5位入賞
体操競技部
第67回　全日本体操種目別選手権
　男子跳馬　準優勝
平成25年度　関東学生体操競技交流大会
　つり輪優勝

卓球部
春季関東学生卓球リーグ戦　1部4位
軟式庭球部
平成25年度　春季リーグ戦　男子4部リーグ昇格
バドミントン部
平成25年度　関東大学バドミントン春季リーグ戦
　男子4部昇格
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部昇格
競技ダンスクラブ
第1回　東部日本学生競技ダンス前期新人戦
　 サンバ・パソドブレ・タンゴ・スローフォックストロット

の部優秀賞
ボウリング部
第52回　関東学生秋季リーグ戦
　1部リーグ昇格
ボクシング部
ASBCアジア連盟　ボクシング選手権アンマン2013
　出場
第68回　国民体育大会　スポーツ祭2013
　フライ級優勝・準優勝
第83回　全日本ボクシング選手権大会　フライ級
準優勝
硬式野球部
東都大学硬式野球春季リーグ戦　1部リーグ　2位
洋弓部
2013年度　関東学生アーチェリーリーグ戦
　2部昇格
陸上競技部
第90回　東京箱根間往復大学駅伝競走　2位
　区間賞1人
第25回　出雲全日本大学選抜駅伝競走　優勝
　区間賞3人（区間新1人）　大会新記録
第45回　全日本大学駅伝対校選手権大会　優勝
　区間賞5人（区間新1人）
第27回　ユニバーシアード競技大会　ハーフマラ
ソン3位

■文化部  
囲碁部
平成25年度　秋季囲碁団体戦
　1部リーグ昇格
演劇研究部
第164回　春公演　「Radio！Radio！Radio！」
第165回　夏公演　「36.8℃」
第166回　秋公演　「遭難、」
合唱団
第51回　駒澤大学合唱団　定期演奏会（12月）
ギタークラブ
ウインターコンサート2013（12月）
ギターマンドリン倶楽部
第43回　定期演奏会（11月）

書道部
第42回　桐生研修（6月）
第50回　佐田岬研修（8月）
第47回　駒澤大学書道部　書作展（11月）
軽音楽部ジャズ研究会
定期演奏会（7月）　
軽音楽部ミュージック研究会
新入生歓迎ライブ（4月）
梅雨ライブ（6月）
軽音楽部ポピュラー研究会
新入生顔見せライブ（6月）
七夕ライブ（7月）
軽音楽部ハワイアン研究会
顔見せライブ兼新歓ライブ（5月）
軽音楽部ロック研究会
電気美術研究部合同ライブ（4月）

■任意団体  
回想録（メモアール）
秋刀魚ライブ（10月）
管弦楽団
第36回　定期演奏会（11月）
Creative　Square
新入生歓迎ライブ（4月）
くじ引きライブ（6月）
サウンドアスレチック
Battle of Komazawa（9月）
将棋愛好会
平成25年度　春季団体戦
　B1級リーグ昇級
應援指導部ブルーペガサス
東都大学野球応援（4～5月、9～10月）
大学三大駅伝応援（10月、11月、1月）
応援発表会　「第9回天馬祭」（12月）
放送研究会
夏の番組発表会（8月）
秋の番組発表会（11月）
春の番組発表会（3月）
Modeler's
第52回　静岡ホビーショー（5月）
写真美術部
紫陽花展（6月）
体育会本部
駒澤大学2013スポーツフェスティバル in 玉川（10月）

サークルの活動状況（平成25年度）

　本学サッカー部の山本大貴選手が、Jリ
ーグ 1部（J1）所属「ベガルタ仙台」に、野
村政孝選手が、J1「名古屋グランパス」に、
碓井鉄平選手が J2「V・ファーレン長崎」
に、それぞれ 2014 シーズンから新加入す
ることが内定した。
　山本選手は豊富な運動量が武器のフォ
ワード。全日本大学選抜に選ばれた経験
を持つ。野村選手は高い身体能力が武器

のゴールキーパー。碓井選手は正確なパ
スが武器のミッドフィルダーで全日本大学
選抜や関東大学サッカーリーグ 2部ベス
トイレブンに選ばれた経験を持つ。昨年
度はキャプテンを務めた。
　3選手は昨年度、関東大学サッカーリー
グ 1部昇格に大きく貢献する素晴らしい
活躍をした。Jリーグの舞台でのさらなる
活躍を期待したい。	 （広報課）

駒澤大学ホームページ
パソコン・スマートフォン版

http://www.komazawa-u.ac.jp/

フィーチャーフォン版
http://m-serv.jp/komazawa/

写真提供：駒大スポーツ

※上記の成績は団体、個人の主な成績を掲載しておりますが、個人名は省略させていただきます。
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