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創刊号：1992年10月20日発行

「ちびっ子ら500人が鑑賞  夏休みファミリーシアター」
　地域社会との結び付きを深め、地
域に開かれた大学でありたいとの趣
旨から1990年より毎年開催していま
す。現在は「夏休み親子映画会」と
名称を変えて、今年度も多くの方に
来場いただきました。毎年大好評の
イベントの一つです。
　創刊号では、第三回目の開催の様
子を取り上げており、大勢の親子連

れが映画を鑑賞してい
る様子が掲載されてい
ます。

100号：2005年4月4日発行

「先輩たちは始めている！ いるプロってなんだ？」

　いるプロとは、「学生参加による＜入間＞活性
化プロジェクト」の略称で、入間という地域を学
びの場としながら学生の皆さんに大きく成長して
もらおうというものです。2013年からは「いる
プロ」を「まちを元気に、まちで元気にプロジェ
クト」（まちプロ）とし、活動地域を入間に加え

て飯能・日高にも広げて
います。詳しくは、本学
HP内「まちを元気に、ま
ちで元気にプロジェクト」
の特設サイトをご覧くだ
さい。

駿河台大学NEWSの前身で
ある「駿河台大学だより」

創刊号：1988年7月発行 　メディアセンター4階の「駿河台大学コーナー」では、過去の駿河台大学NEWSが製本
されています。なお、直近1年分はメディアセンター3階の新聞コーナーに収納されていま
す。また、本学ホームページ（http://www.surugadai.ac.jp/about/koho/news/）では
2012年から現在までの駿河台大学NEWSをPDFにて掲載しております。QRコードから
もアクセスできますので、ぜひご覧ください。

150号：2011年9月26日発行

「創立25周年記念事業の概要決まる
　　　　　　　さらなる発展を目指して」

　150号では、創立25周年記
念事業の一環として、スポー
ツ振興の強化とスポーツにお
ける教育と研究の拡充を目的
として強化指定クラブ部員対
象の学生寮・剣道などの稽古
の場としての武道場を兼ね備
えた「山﨑春之記念スポーツ
館」完成を取り上げています。
現在も多くの学生が利用して
います。

50号：1999年1月18日発行

「恒例留学生交流もちつき大会  新春を前に年の瀬の賑わい」
　もちつき大会は日本人学生と外国人留
学生に日本の伝統行事である「もちつき」
を通して、日本文化を理解することや異
文化交流、地域との交流促進を目的に現
在も実施しています。
　毎年、留学生や在校生、地域住民の方々、
教職員など多くの参加があり、地元阿須
自治会の皆様から杵や臼などの道具に関

することや、もちをつく際のコ
ツを教えていただいています。
50号でも勢いよく餅をつく様
子が掲載されています。

メディアセンター4階「駿河台大学コーナー」 HP内の駿河台大学NEWS掲載ページ

駿河台大学だより

記事 pick up

記事 pick up

記事 pick up

記事 pick up

200200号記念号記念
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　駿輝祭２日目のフィナーレには、本学の卒業生でありＲ-１
ぐらんぷり2017優勝のアキラ100％さんによるお笑いライブ
が開催されました。会場は満員となり、大きな笑いに包まれました。お笑いライブ終了後には、
本学公式キャラクターしゅんたのぬいぐるみを持ち、笑顔で撮影に応じてくださいました。

　駿輝祭に出店している模擬店の中から、美味しさ№1を決める「味王」。
来場者の投票により、昨年に引き続き、「沖縄県人会」が優勝しました！！

 駿輝祭
　本学学園祭「駿輝祭」が10月28日（土）・29日（日）の2日間
に渡り開催されました。今年は台風の影響が懸念されましたが、
2日間で約7,000人の方にご来場いただきました。ご協力いた
だいた皆様、ご来場いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

　駿輝祭における学内展示・発表を促進していく
ことを目的に、毎年優れた展示や発表内容に対し
「理事長賞」「学長賞」「同窓会長賞（※）」の表彰が
行われています。今年度は新たに「奨励賞」が新
設され、サークル団体も選考の対象となりました。
　展示内容や学生の来場者への対応及び説明等に
ついて評価を行い、賞状と表彰金が授与されました。

※「同窓会長賞」は、ホームカミングデーに来場した同窓生（卒業生）にアンケートを配布し、最も投票の多かったゼミが受賞。

法律相談部
展示内容：模擬裁判
「罪のゆくえ第４話～消えた記憶」
金田光司さんのコメント
（法学部４年
　　　　高校卒業程度認定試験）
　毎年続けてきたこの模擬裁判を選んでい
ただき、光栄です。
　私たちは法律相談を通して、教科書では
学べない実務的な法律を勉強しています。
　まだレベル
アップができる
余地があると思
うので、邁進し
ていきたいです。

文芸部（創作活動）
展示内容：部誌・グッズの販売
虎見有紗さんのコメント
（メディア情報学部３年
　　　　　　　八王子実践高校出身）
　部員全員が作った作品が賞に選ばれてうれ
しいです。来年も受賞できるように頑張りたい
です。

アトリエ（創作活動）
展示内容：作品の展示
森晴哉さんのコメント
（メディア情報学部４年
　　　　埼玉県立熊谷工業高校出身）
　個々人が作品づくりに力を注いでいたので、
受賞することができてうれしいです。来年も受
賞できるように頑張りたいです。

平井ゼミ（現代文化学部）
展示内容：ゼミ活動の報告・小物販売
薄井敦久さんのコメント
（現代文化学部3年　
　　　　　福島県立清陵情報高校出身）
　あいにくの天気でしたが、お客様に満足して
いただき、自分達も駿輝祭を楽しめて良かった
です。

古曵ゼミ（心理学部）
展示内容：犯罪被害者心理
竹内貴晃さんのコメント
（心理学部４年　
　　　　新潟県立松代高校出身）
　授業だけでは学べないことを展示発表の
制作を通して学ぶことができました。
　3・4年生が協力して調査をした結果が表
彰され、とてもうれしいです。
　いただいた賞金の一
部はNPO法人いのちの
ミュージアムに寄付を
する予定です。

母校に錦！！ アキラ100％さん

駿大「味王」グランプリ2017

学内展示（発表）表彰

〈沖縄県人会コメント〉
代表：
心理学部 心理学科 3年 大城　亮
（沖縄県立那覇西高校出身）
　今年も、多くの方に沖縄そばを食
べていただき、とても嬉しく思いま
す。これからも沖縄の良さをアピー
ルしていけたらと思います。また、
沖縄の味を食べに来てください！！

賞状授与の様子

１１位位

沖縄県人会
（沖縄そば）

２２位位

留学生会
（小籠包）

３３位位

スターチス
（じゃがバター）

学長賞

奨励賞奨励賞同窓
会長賞

理事長
賞
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現代文化学部４年　間藤 若菜
 （新潟県立新潟東高校出身）
　　　　　 パナソニックコンシューマー

マーケティング（株）
就職活動は辛く大変なイメージがあると思い
ますが、同時に自分が大きく成長できるとて
も貴重な機会です！分からないこと、不安なことがありましたら、
私たちも全力でサポートいたしますので、気軽にお声掛けくださ
い！短い期間ですがよろしくお願いいたします！

内定先

「企業・団体と大学との懇談会」を開催しました！

　今年も、内定をいただいた４年生が、就職活動アドバイザーとして3年生の就職活動をサポートします！
就職活動における貴重な経験談が聞けるチャンスです！素朴な疑問でも構いません。気軽に相談してみましょう。

キャリアセンターより

就職活動アドバイザーが後輩のみなさんをお待ちしています！

　11月10日（金）、ホテル・ヘリテイジ飯能sta.にて、日頃より求人・企業訪問・イン
ターンシップ等で多大なご支援をいただいている企業・団体のご担当者様をお招きし
て、「企業・団体と大学との懇談会」を開催しました。
　第一部として今年度の就職・採用活動の現状報告をキャリアセンター事務部長より
行い、第二部では、インターンシップ参加学生からの報告会を行いました。
　今年度もインターンシップの一環で学生が司会や受付を担当し、学生自身で制作し
た名刺で、実際に企業・団体の皆様と名刺交換をする等、学生が積極的にサポートす
る懇談会となりました。
　会場では、各ご担当者様より卒業生の入社後の活躍や企業が求めている人材、大学
教育でなすべきことなどの情報交換をさせていただき、有意義な懇談会となりました。
　今回の企業・団体の皆様からいただきました貴重なご意見・ご指導を、今後の就職・
キャリア支援に活かし、一層充実させていきたいと考えています。

駿 河 台 大 学 N E W SーNo.

法学部４年　宇野 敬太
 （茨城県立日立北高校出身）
　　　　　茨城県警察
私は、陸上競技部に所属していたので部活動
と勉強の時間を明確に区別してきました。部
活動やアルバイトを行っていて忙しい…それ
でも公務員を目指したい方、時間がないのはわかります。そんな
中でも時間の作り方、モチベーションを常に高く持ち続ける方法
を私が伝授します。みなさん気軽に話しかけにきてください！

内定先

法学部４年　鈴木 菜穂
 （東京都立拝島高校出身）
　　　　　東西しらかわ農業協同組合
私は就職活動で他の人よりもスタートライン
で一歩前に居られるように事前準備を心が
けました。今回アドバイザーとして、後輩た
ちの不安や疑問を親身に聞き一緒に解決できればと考えていま
す。私は小売、事務をメインに活動したので同じ業種を目指し
ている人で何か疑問があればぜひお役に立てればと思います。

内定先

メディア情報学部４年　中島 寛
 （岩手県立高田高校出身）
　　　　　独立行政法人国立病院機構
私は就職活動の際、何事にも追求する事を心
がけました。ES、企業理解、面接、自己分
析など常に追求した事で、徐々に内定に近づ
く事ができたと思っています。就職活動を始めるにあたり、様々
な不安や葛藤があると思いますが、就職活動全般についてアド
バイスできると思いますので気軽に相談してください。

内定先

経済経営学部４年　本間 淳
 （新潟県立村上桜ヶ丘高校出身）
　　　　　西武信用金庫
私は金融業界を中心に就職活動をしていまし
た。SPIや面接の対策、自己分析、業界研究は
勿論ですが、活動中1番心がけていたことは「多
くの人と話し、情報交換すること」です。3年生はこれから就職
活動が本格化し、不安が多くなると思いますが、力になれるので
あればいつでも相談に乗ります！一緒に頑張りましょう！！

内定先

メディア情報学部４年　多田 秀哲
 （新潟産業大学附属高校出身）
　　　　　（株）ZEPE
私は就職活動を通して沢山のことを学びました。
学生と社会人とのギャップ。情報戦の意味。そ
して、仲間の大切さ。どれも、今後みなさんが
活動する上で感じとり、学んでいくものです。これらをしっかりと理
解することで、「就活を楽しむ」という本当の意味に気づきます。不
安なことだらけだと思いますが一緒に就職活動を楽しみましょう！

内定先

心理学部４年　高野 未来
 （さくら国際高校出身）
　　　　　Fits横濱（株）
就職活動は様々な業界をチラッと覗き見する
ことができる、人生で数少ないチャンス期間
です。少しでも興味がある業界、企業の説明
会には積極的に参加することをオススメします！そして私からの
アドバイスは「就活は笑顔で」笑顔のパワーって凄いです。気軽
に話かけてくださいね。どんなに小さなことでも相談に乗ります！

内定先

【場　　所】キャリアセンター（第二講義棟1階）
【相談時間】月曜日～金曜日　13：00～17：00（交代制）
【利用方法】 キャリアセンターでお待ちしています。遠慮なく

声をかけてください。予約を取ることもできます。
【相談内容】 就職活動について、色々な質問にお答えします。

3年生だけではなく、1・2年生も大歓迎です！

法学部３年　南雲 優美（北越高校出身）
　学生のうちに企業・団体の方などが
集まる懇談会の司会を務め、挨拶に伺
い名刺を交換する経験をできたことは
今後の就職活動にも関わる大きな自信
となりました。

中央が南雲さん
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　8月３日（木）、メディアセンターで働く学生スタッフが、
東京・神田神保町の三省堂書店本店に出向いて、学生に
よる学生のための選書ツアーを実施しました。
　日頃、メディアセンター内で図書の貸出・返却などの
カウンター業務、資料の整理・配架業務、新着図書の
POP制作やSNSの素材制作に奮闘している学生スタッフ
が、駿河台大学の学生に推薦したい図書を求めて、売場
面積1000坪の巨大書店を2時間かけて選書しました。
　学生スタッフが選書した図書は、メディアセンター3
階の学生推薦図書コーナーにズラリと並び、多くの学生
に利用されています。

　選書ツアーは一度参加してみたいと思っていたので参加できてとても楽し
かったです。
　先輩や先生に選書のアドバイスをいただいたこともあり、差し障りなく選
書を行うことができたと思います。
　三省堂書店は1階から6階まであるとても広い書店で普段見慣れない種類
の本などもありました。そのため、どんな本を入れようか悩みましたが、色々
な種類の本を選書したのでぜひ読んでみてください。
 心理学部2年　奈良崎吏莉（埼玉県立狭山清陵高校出身）

　この選書ツアーは図書館のSAを始めたころからの念願だったため、とて
も嬉しかったです。
　当日は先輩や職員、お世話になった三省堂書店さんの助けもあり、スムー
ズに選書を始めることができました。
　皆さんが興味ありそうな映画化やドラマ化された話題の本や、人気作家の
新作などを片っ端から選書していき、あっという間の２時間でした。普段は本
をあまり読まなかったり、少し抵抗があったりする方もいるかとは思いますが、
話題になった本や賞を取った本などは誰が読んでも必ず面白いと感じると思
います。ぜひ推薦図書コーナーを訪れた機会に手に取って読んでほしいです。
 心理学部2年　野村芽衣（沖縄県立宜野湾高校出身）

　今回は前回のツアーを踏まえて店内を端から端まで歩きつつ、平
積みされているものや棚の中で本の表紙を見せるように置いてある
もの、その周辺を中心に見ていき、映像化された作品の原作やネタ
系、写真などを多めに選びました。また、図書館にある蔵書の続刊
や「ためになりそう」「面白そう」「これは読んでほしい」といった
基準でも選んでいきました。
　これからどんどん忙しくなってくる時期でもあるので一休みもか
ねて手に取っていただければと思いますので、メディアセンターに
来たときはぜひ寄ってみてください。
 メディア情報学部4年　澤田真紗美（埼玉県立久喜北陽高校出身）

　書店の中を端から端まで歩きつくし、学生の皆様が授業の内容を
より深く理解できる本や、わりと読みやすい本、映像化された作品
の原作も多数選びました。
　本が好きな人には文字数や表現描写の細かな本を、本が苦手な人
は映画やドラマ、アニメをきっかけにして、本を読んでみるのはい
かがでしょうか？
 メディア情報学部4年　山﨑夏美（埼玉県立志木高校出身）

メディアセンターより

　就職活動をするといっても、数多くある企業の中からどうやって自分
の行きたい企業を見つけていけばいいの？と迷ってしまいますよね。そ
んな方は、まず“業界を知る”ことからはじめてみましょう。難しく考えず
に、日常生活を送る中で身の回りにあるものはもちろん、好きなものや
興味のあること一つとってみても良いのです。それらが関係している仕
事ってどんなことがあるのかな？と考えてみることで業界理解も徐々に
深まっていきます。
　また、キャリアセンターでは12月7日（木）に「学内業界セミナー」を
開催します。自分の興味のある業界はもちろん、多くの業界の話を聞き
視野を広げて活動していきましょう！

　毎年、就職活動生が初期の段階で苦戦しているのが“筆記試験”です。
今はほとんどの企業が採用現場で取り入れており、その種類はたくさん
ありますが、特に多く取り入れられているのが“SPI”です。言語・非言語
の分野で出題され、出題傾向や出題頻度が詳しく記載された対策本も数
多く出版されています。
　・・・とはいっても、最初から参考書を買って対策するのはハードル
が高い、少しずつ基礎からやっていきたいという方もいますよね。そん
な方は、まずは気軽にキャリアセンターで対策ができる「SPI cafe」を
活用してみませんか？基礎・初級・中級・上級とレベル別に対策ができ、
解いていく中で分からない問題は、キャリアセンター専任教員の梅村先
生が指導してくださいます！そして、レベルごとに問題をクリアした方に
は素敵なプレゼントも用意しています。ぜひ活用してみてください。

業界研究 筆記試験

学生選書ツアーを実施しました

大人気のメディアセンター3階
「学生推薦図書コーナー」

12月7日（木）開催！学内業界セミナー

ＳＰＩcafeの流れ
◆集合教室：7405教室

※集合13：20
説明会

13：30～14：40

※集合15：00
説明会

15：10～16：20

※集合16：40
説明会

16：50～18：00

12/7
（木）

㈱文明堂東京
（製造・小売：食品）

吉野石膏㈱
（製造：石膏ボード）

㈱インテージテクノスフィア
（情報：マーケティング）

西武鉄道㈱
（運輸：鉄道、不動産）

ウッドオフィス㈱
（放送：映像制作）

飯能信用金庫
（金融：信用金庫）

住友不動産販売㈱
（不動産：仲介）

㈱エービーシー商会
（卸：建材）

㈱エイチ・アイ・エス
（サービス：旅行）

高見㈱【タカミブライダル】
（サービス：ウェディング）

就職活動豆知識コーナー

※リクルートスーツ着用
※各時限の集合時間に集合
※各時限とも途中入室不可

①キャリアセンター
で問題をGET！
基礎計算編
初級編：25問
中級編：25問
★自分のレベルに合
ったところ
から始めら
れます。

③正解した問題と
ポイントカードを
持ってキャリアセン
ターへ。
ポイントGET！
25問クリアした人
には素敵な
賞品を進呈
します。

②-1問題が解けたら
キャリアセ
ンターにあ
る解答集で
答え合わせ

②-2わからない問題
があったら、梅村先生
のいる時間
にキャリア
センターへ
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部活動紹介！！ 女子ハンドボール部

駿大生、箱根路を走る切符を掴む！！

HANDBALL

EKIDEN

　私は小学校の体育の授業でハンドボール
をやったのが始めたきっかけです。中学、
高校とハンドボール部に所属し、良い結果
を収めることができたので、大学でも上を
目指したいと思い、一から女子ハンドボー
ル部をつくるために、駿河台大学に入学し
ました。春から結成したばかりで部員数も
少ないですが、少ない時間の中で集中し個々
の力を伸ばし、チーム全体で高め合って成
長できるように頑張ります。

　私は高校生の時にハンドボールを始めま
した。高校でハンドボールの楽しさを知り、
大学でも続けたいと思い、駿河台大学の女
子ハンドボール部に入部しました。まだま
だ、自分の技術不足でチームのみんなに迷
惑をかけてしまうこともありますが、努力
し仲間と共に更に上のレベルを目指してい
きたいです。

　私は高校生の時に新しいことを始めたい
と思い、ハンドボール部に入部しました。
大学では友人と監督の力を借りて、女子ハ
ンドボール部をつくりました。技術やプレー
はまだまだですが、これからもっとたくさ
んの練習を積み重ね、上を目指して頑張り
ます。私は身長が高いので「背が大きいね」
と言われるのが辛いですが、この身長を活
かしていければいいなと思っています。応
援よろしくお願いします。

　私は中学校からハンドボールを始めまし
た。高校ではハンドボール部は無かったた
め、違う部活動に所属していました。しかし、
駿河台大学に入学して女子ハンドボール部
があることを知り、入部することを決めま
した。入部してからは、ブランクがある中
で自分なりに努力し、今も継続しています。
これからは、さらに上を目指して頑張って
いきたいです。

　私は大学に入ってからハンドボールを始
めて、チームの人に教わりながら過ごして
きました。今もわからないことだらけで、
日々努力することで少しずつ出来ることが
増え大変ですが、楽しくハンドボールをやっ
ています。来年の春へ向けて、これからも
頑張りたいです。

　みなさん、駿河台大学には女子ハンドボール部があることをご
存知ですか！？今回はこの春に結成された女子ハンドボール部に
ついてご紹介します。
　現在、女子ハンドボール部は関東学生ハンドボール連盟2部に
所属し、練習は本学体育館アリーナで行っています。まだ、部員数

は少ないですが、チームワークの良さと一人ひとりの個人技が光る
チームです。笑顔が素敵な元気いっぱいの彼女たちに、ハンドボー
ルを始めたきっかけや、これからの抱負をインタビューしました。
　今日から、みなさんは女子ハンドボール部の虜になることで
しょう！！

　10月 14日（土）第94回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会が行われ、
陸上自衛隊立川駐屯地をスタートした選手たちは、ゴールがある国営昭和記念公園
を目指して駆け抜けました。予選会は20㎞のロードコースで、エントリー14人中
12人が出走し、上位10人の合計タイムを競います。結果は以下のとおりです。

　熱い走りを見せ本学トップでゴールした河口昂平選手が2018年 1月 2日
（火）・3日（水）に行われる箱根駅伝の関東学生連合チームに選出されました！
関東学生連合チームは、箱根駅伝の出場権を得られなかった大学の中から、予
選会の結果などを踏まえ、上位16名で構成されるチームです。なお、エントリー
メンバーは12月下旬頃、発表の予定です。日々成長を続ける駅伝部に今後も目
が離せません！

＜総合順位＞ 23位（10時間31分 19秒）
＜個人順位＞

　箱根駅伝予選会では、徳本監督
に「自分の走りをしろ」とアドバ
イスをいただいていたので、他大
学の選手たちに離されず、かつ自
分のペースを崩すことなく走るこ
とができました。
　予選会終了後の発表で、関東学
生連合チームに選ばれた瞬間はす
ごく嬉しかったです。関東学生連
合チームには、駿河台大学から3
年連続で先輩たちが選ばれている
ので、先輩たちに続くことができ
光栄に思っています。また、昨
年は先輩の平賀選手が箱根駅伝を
走ったので、自分もあの箱根で走
りたいと思っています。
　今後は、選抜選手たちとの合宿に参加することになっ
ているので、他大学の選手の良いところを見て、自分の
プラスになるようにしたいです。箱根駅伝まで、しっか
りと調整して万全の状態で臨みたいと思っています。
　もし箱根駅伝で走ることになったら、5区に挑戦したい
です。5区は登り坂のあるコースになりますが、登り坂は
得意なので箱根駅伝という大きな舞台で走りたいです！

主将 笹
ササ

原
ハラ

 葵
キ

利
リ

子
コ

さん

杉
スギ

田
タ

 雅
ミヤビ

さん

渡
ワタ

辺
ナベ

 映
エ

里
リ

夏
カ

さん

横
ヨコ

尾
オ

 沙
サ

弥
ヤ

花
カ

さん

滝
タキ

本
モト

 真
マ

莉
リ

さん

現代文化学部２年
埼玉県立川口東高校出身

現代文化学部１年
埼玉県立寄居城北高校出身

メディア情報学部２年
埼玉県立大宮南高校出身

現代文化学部１年
高崎健康福祉大学高崎高校出身

現代文化学部１年
白梅学園高校出身

順位 氏名 学部 学年 出身高校 タイム
142位 河口 昂平 現代文化学部 4年 鎮西高校 1時間01分32秒

上
位
10
人
結
果

191位 大村 礼也 法学部 3年 浜松日体高校 1時間02分09秒
213位 吉里 駿 法学部 1年 大牟田高校 1時間02分36秒
220位 親﨑 達朗 現代文化学部 4年 聖望学園高校 1時間02分45秒
242位 河合 拓巳 現代文化学部 1年 愛知県立豊橋工業高校 1時間03分02秒
262位 福谷 駿 現代文化学部 2年 作新学院高校 1時間03分27秒
265位 馬場 凌太 現代文化学部 2年 熊本市立千原台高校 1時間03分30秒
279位 清水 涼雅 経済経営学部 2年 前橋育英高校 1時間03分47秒
298位 石山 大輝 現代文化学部 1年 指宿市立指宿商業高校 1時間04分08秒
309位 鈴木 侑太朗 現代文化学部 4年 栃木県立烏山高校 1時間04分23秒
316位 髙橋 将平 現代文化学部 3年 山梨県立韮崎高校 1時間04分38秒
362位 流田 直希 現代文化学部 2年 広島県立世羅高校 1時間05分58秒

予選会での河口昂平さん

河口昂平さんコメント
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海外語学演習ビフォー・アフター（アフター編）
グローバル教育センターより

　今夏、長期休暇を利用して、「海外語学演習」提携校に本学学生が留学しました。3～5週間と期間は短かったのですが、さまざまなことにチャ
レンジし、成長の手ごたえを得ることができたようです。そんな「海外語学演習」参加者の声を紹介します。
　なお、ここに掲載することのできなかった学生の経験談は、グローバル教育センターのホームページ（http://www.surugadai.ac.jp/lec/）で、
「海外語学演習ビフォー・アフター」として紹介しています。そちらもぜひ、チェックしてください！QRコードからもアクセスできます。

　自分の大好きなロックスターや俳優が生まれたイギリスに留学するこ
とが高校生の時からの夢でした。カンタベリーの大学では、もちろん毎日
英語漬けで、文法や英国史を学んだり英語で劇をやったりしました。英語
力というより演技力を褒められてしまい、｢日本で演劇をやってた？｣ と
先生達に言われたのはいい思い出です。
　土日はロンドンに行き地下鉄を乗り回し、ビートルズの4人が歩いた
アビーロードを始め、様々なバンドの聖地を1人で巡礼しました。この
3週間でイギリスの良い部分も良くない部分も、たくさん発見できました。
同じ島国同士である日本とイギリスを比較するのはとても楽しかったで
す。
　絶対またすぐにイギリスに行くと思います。今度はマンチェスターとリ
ヴァプールをひとりで探検したいです。帰国した今でもこんなにあの国

が恋しい理由は、帰りの飛行機
の中でイギリスを眺めながら聴
いたビートルズの ｢Get Back｣
があまりにも最高だったからで
しょう。 

　最初ホームステイ先に着いた時は緊張して
これからどうなるのだろうととても不安でし
た。しかしホストマザーは優しく迎え入れて
くれて安心しました。その日から私の英語漬
け生活が始まりました。もちろんホストマザー
との会話は英語ですし、モナシュ大学での授業
も全部英語です。最初は全然わかりませんで
した。でも日が経つうちに耳が慣れ、ある程度
言っていることがわかってきました。そんな矢
先に留学期間が終わってしまい、少し悔しかっ
たです。
　授業の合間に、歴史的な建物やスポーツを見

に行きました。その中でもAFLはラグビー
のルールを少し変えたスポーツで、オース
トラリアでは絶大な人気があり、スタジア
ムの熱気がすごくて観ていて楽しかったで
す。
　私は海外語学演習に参加して心から良
かったと言えます。なぜなら自分に自信が
ついたからです。何事も挑戦しなければ自
信はつきません 。いくら失敗しても間違っ
ても良いので、何事にも挑戦してみてくだ
さい。きっとその挑戦はあなたにプラスに
なって返ってきます。

　大学1・2年生の時に韓国語を履修していました。韓国語は語順が日本
語と同じで単語も似ていて、覚えていくうちに楽しいと感じるようになり
ました。同時に韓国への興味も抱くようになりました。在学中にしかでき
ないことに挑戦したかったので、海外語学演習に参加しようと決意しまし
た。
　延世大学韓国語学堂では教科書を中心に文法、会話などを勉強しました。
初めて学ぶ内容が多かったため、とても大変でしたが、クラスの友達と一
緒に宿題をしながら、交流を深めていくことができました。
　今回楽しかったことは、様々な国の友達大人数で、明

ミョン

洞
ドン

に買い物に行っ
たことです。日本語以外でコミュニケーションをとることが初めてだった
ので、素晴らしい経験になりました。また、韓国のプロ野球を観戦した時
は、全て韓国語で、タクシーで行き先を説明したり、野球のチケットを買っ

たりしました。上手く話せない時は、電子辞書やLINE通訳などを使って
理解してもらいました。韓国語が通じた時の嬉しさは、今まで感じたこと
がないものでした。
　韓国のプロ野球では、旅行チケッ
トが当たったりお菓子などがたく
さん配られた
り、チアリー
ダーのパフォー
マンスもあっ
て、観衆が楽し
めるイベントが
豊富でした。

　私が海外語学演習に行きたいと思ったの
は、大学1年の新入生ガイダンスの時で、前々
から海外に行きたいと思っていて、留学制度
についてのガイダンスに出たのがきっかけで
した。それから「絶対に行ってやる」という
気持ちで、フランス語の勉強や留学の資金作
りに励み、大学3年生の夏にフランスに一ヵ
月間行きました。
　今まで習ってきたフランス語がどれくらい使えるのかを試すため、現地
の文化を学ぶために、海外語学演習に臨みました。月曜日から金曜日まで
は、現地の語学学校に通い、土曜日と日曜日には、事前に調べた美術館や
博物館、歴史的建造物を観光しました。なるべく多くフランス語を話す機

会を作りたかったので、授業で聞き取れたものの意味が分からなかった単
語はその場で調べ、次にその単語が出てきたときには意味が分かるように
復習をしました。また、外に出られる日は外に出かけ、観光もしつつ、入っ
たお店の人と自分のフランス語で話すように心がけました。
　まだまだペラペラ話せる段階にはなれませんでしたが、長い会話文で
も何を言っているのか分かるように
なったこと、買い物が不自由なくで
きるようになったことが、海外語学
演習に行って成長したところだと思
います。
　一ヵ月、大変なこともありました
が、とても良い思い出になりました。

現代文化学部2年　中
なか

山
やま

桃
もも

花
か

（新潟県立小千谷西高校出身）

現代文化学部2年　保
ほ

戸
と

塚
づか

亮
りょう

太
た

（クラーク記念国際高校出身）

現代文化学部３年　佃
つくだ

勝
かつ

智
のり

（東京学園高校出身）

メディア情報学部３年　虎
とら

見
み

有
あり

紗
さ

（八王子実践高校出身）パリ第4 大学ソルボンヌパリ第4 大学ソルボンヌ（フランス）（フランス）

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学カンタベリー・クライスト・チャーチ大学（英国）（英国）

モナシュ大学モナシュ大学（オーストラリア）（オーストラリア）

延
ヨンヨン

世
セ

大学大学（韓国）（韓国）

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学カンタベリー・クライスト・チャーチ大学（英国）（英国）

モナシュ大学モナシュ大学（オーストラリア）（オーストラリア）

延延
ヨンヨン

世世
セセ

大学大学（韓国）（韓国）

パリ第4 大学ソルボンヌパリ第4 大学ソルボンヌ（フランス）（フランス）

前列一番左が佃さん



　10月29日（日）、駿輝祭の2日目に第22回駿河台大学日本語スピーチコンテス
トを開催しました（主催：グローバル教育センター、協賛：飯能ロータリークラブ）。
このコンテストは、学内外から広く参加者を募り毎年開催しています。今年は、一般
留学生9名、交換・派遣留学生6名、日本語学校・専門学校より5名、また飯能市在
住の外国人の方が1名の計21名が参加して、それぞれの思いや考えを日本語で発表
してくれました。
　優秀賞を受賞したYU LAN（ウ ラン・現代文化学部3年・中国）さんは「諦めない」

というテーマで、自身が先天的に患って
いる目の病気や、それによって今まで多くの挫折と困難にぶつかってきたこと、しかし様々な工夫や努
力でそれらを克服してきたこと、どんな状況にあっても努力を続ける大切さについて、身振り手振りを
交えながらの力強いスピーチを披露しました。
　コンテスト終了後、YU さんは、「一生懸命練習をしたので、入賞できたことをうれしく思います。私
は他の人よりも苦労をすることが多いですが、その分努力をして乗り越えてきました。そのことをス
ピーチを通じて伝えられて良かったです。皆さんも、辛く諦めたくなったときには、私のスピーチを思
い出して乗り越えてください。」と語ってくれました。

　10月14日（土）、本学にて第26回駿河台大学ドイツ語暗唱大会が開催されました。毎年参加いただいている南山大
学や東洋大学など今年は総勢14名の出場者がありました。
　審査は、今年度ミュンヘン大学から駿河台大学に交換留学中の2名にお願いしました。結果は、昨年に続き一般参加
の桜
さくら

井
い

ブライアンさんが2年連続の優勝。準優勝は駿河台大学の栗
くり

原
ばら

あずみ、3位は南山大学の對
つしま

馬心
こころ

さんと筒
つつ

井
い

愛
あい

理
り

さん、特別賞には一般参加の木
き

村
むら

淑
とし

子
こ

さん、学習院大学の南
みなみ

宗
しゅう

寿
と

さんが選
ばれました。入賞者には、駿河台大学OBの鈴木達仁さんがドイツから持っ
てきてくださったカレンダーが渡されました。
　本学の暗唱大会は留学経験の有無やドイツ語の学習歴、学生か一般かなどの制限がないことが特徴で
す。今年は7歳の百

どう

目
め

鬼
き

杏
あん

莉
り

ちゃんが、かわいい衣装で「赤ずきん」を一生懸命披露してくれて、特別の
特別賞に選ばれました。来年も無事に開催できますよう、多くの方のご参加をお待ちしております。
 ドイツ文化研究会　会長　法学部2年　栗

くり

原
ばら

あずみ（埼玉県立寄居城北高校出身）

　10月21日（土）13：00～ 15：30に、飯能市・入間市・駿河台大学３研究所（文化情報学研究所・比較法研究所・経済研究所）共催の公開シン
ポジウム「公共施設マネジメントは、新たなまちづくりのチャンス」が本学にて開催されました。
　第一部の基調講演では、PHP総合研究所主任研究員の佐々木陽一氏が「今後の公共施設のあるべき姿とは」と題し、経営力のあるまちにするため
に飯能市と入間市を民間企業に例えたデータを示しながら公共施設マネジメントの重要性を指摘し、問題を先送りしないためのまちづくりの課題
や地域に求められる第３の道として「縮充」という考え方を紹介されました。
　第二部のパネルディスカッションは比較法研究所の熊田俊郎所員（法学部教授）の司会ではじまり、入
間市連合区長会会長の山岡靖義氏と飯能市地域包括支援センター運営等協議会会長の大野康氏がそれぞ
れ地域の立場から、また早稲田大学の佐藤将之准教授と埼玉りそな銀行地域ビジネス部プロジェクト開
発推進室長の廣田雅司氏がそれぞれご専門の立場から発言されました。
　パネルディスカッション後には塚本文化情報学研究所長、千草比較法研究所
長、野田経済研究所長がコメントを述べ、その後、参加者から寄せられた質問票
に登壇者よりお答えいただきました。
　シンポジウム当日は入間市長や本学学長を含め100名の方が参加されまし
た。本シンポジウムにご参加くださいました皆様及び関係各位に厚く御礼申し
上げます。

飯能市・入間市・駿河台大学合同シンポジウムが開催されました

を開催しました

を開催しましたを駿河台大学日本語スピーチコンテスト第22回

ドイツ語暗唱大会

審査結果
賞 所属 氏名 カナ氏名 国籍 タイトル

飯能ロータリー
クラブ賞（最優秀賞）

駿台外語&
ビジネス専門学校 KHONG THI HANG コン ティ ハン ベトナム 「ありがとう」の言葉

優秀賞 本学  現代文化学部3年 YU LAN ウ　ラン 中国 諦めない

健闘賞 本学  経済経営学部3年 HOANG VAN BAO ホアン ヴァン バオ ベトナム 全て、夢のため

健闘賞 本学  心理学部1年 JIA ZHIGANG ジャ ジーガン 中国 きれいな日本語・おもしろい日本語

健闘賞 新日本学院 WANG YUNPENG オウ ウンホウ 中国 将来の夢について

第26回

駿 河 台 大 学  N E W SーNo.200 7

YU LANさん



駿河台大学の学生寮 （フロンティアタワーズ）

　フロンティアタワーズ内のダイニングホール（レストラン）では、寮生の
栄養面を考え工夫を凝らしたメニューが毎日並びます。そこで今回は、寮
生の食を支えるシダックスフードサービス株式会社の支配人内田さん・店
長平山さんにインタビューを行いました。
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　　　　　　　　   支配人 内田さん・店長 平山さんにインタビュー　　　　　　　　   支配人 内田さん・店長 平山さんにインタビュー

平山： 駿河台大学に来る前は、大手テレビ局の食堂などにも勤め
ていました。2013年から駿河台大学の食堂でお世話にな
っています。

内田： 平山さんは管理栄養士でもあるので、日々のメニュー構成
にも工夫を凝らし、寮生の皆さんに飽きの来ない美味しい
食事の提供ができると思っています。頼りになる店長です。

♥食事へのこだわり
平山： 豊富な日替りセットメニューで朝食、夕食を提供していま

す。お昼は大学内の学食で揚げ物やお肉などを食べる学
生さんが多いため、どうしても1日の野菜の摂取量が足り
ないことが多いです。そこで、朝と夜は栄養バランスを考
え、たくさんの野菜や魚を摂取できるようなメニューを考

　11月7日（火）秋晴れの中、駿河台大学第一幼稚園（東京都調布市）の年長組の皆さんが園外保育として
飯能キャンパスにお越しになりました。
　大学到着後、本学公式キャラクターの「しゅんた」がお出迎えし、記念撮影などを行いました。大学
生が普段使用している食堂でお昼ごはんを食べ、お腹いっぱいになった園児たちは、陸上競技場に移動
しました。
　ここでは、授業を終えた学生が飛び入りで園児たちとの交流をしました。サッカー部所属の髙橋幸裕
さん（現代文化学部2年 市立柏高校出身）、鈴木海斗さん（同2年 埼玉県立浦和東高校出身）と西元陸さん
（同2年 埼玉県立浦和東高校出身）は、ボール遊びをしたりかけっこをしたりしま
した。園児たちに優しく声がけをしていた駅伝部所属の仙田昴さん（同2年 千葉
県立柏陵高校出身）は、10月に行われた幼稚園の運動会で演技したという組体操
を園児たちに披露してもらう場面もありました。飛び入り参加した学生4人は「幼
稚園児と交流する機会はめったにないのでとても楽しかった」「また来てくれた
時はぜひ交流したい」と話してくれました。
　大学生のお兄さんたちと思いきり遊んだ後は、大学の授業の様子を見学しまし
た。最後は、吉田学長からのお見送りのあいさつがあり、園児からは大きな声で「あ
りがとうございました」とお礼がありました。
　第一幼稚園の皆さんまた遊びに来てくださいね。

えています。平日の授業日は「サラダバイキング」も実施
していてとても好評です。

内田： 部活動によっては選手の体づくりのために監督やコーチか
らメニューの要望がくることもあります。その場合は、可
能な限り要望に沿った食事を提供し、各部ごとに対応する
ようにしています。

♥駿大生の印象
平山： 必ず挨拶をしてくれますし、明るく元気な学生さんが多い

印象です。寮から引っ越す時に「毎日美味しいご飯を作っ
てくれてありがとうございました。お世話になりました！」
と笑顔で挨拶にきてくれる学生もいます。また、アルバイ
トで働いている駿大生もいて、日々活躍していますよ。

♥メッセージ
平山： 秋から冬にかけては根菜を使ったメニューを増やしていく

ので、ぜひたくさん食べて体の芯から温まってほしいです。
内田： 学生寮の食事は入口の券売機で食券を購入すれば、寮生

でなくても学生、教職員等の大学関係者ならば利用するこ
とができるので、これまで利用したことがない方も、ぜひ
利用してもらいたいですね。

平山店長　　　　　　　　 内田支配人平山店長　　　　　　　　 内田支配人

朝食  7：30～10：30　夕食  17：00～22：00提供時間

シダックスフードサービス
株式会社

駿河台大学学生寮店

髙橋幸裕さん駿河台大学第一幼稚園の皆さんが来校しました！

鈴木海斗さん

仙田昴さん

西元陸さん


