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　本学では、秋学期の火曜日２時限に飯能信用金庫による寄附講座を開講しています。毎回異なる部
署の講師（職員）が、新人の頃からの体験談を盛り込んだ内容を講義します。実際の業務を踏まえた地
域金融機関の使命、役割と金融全般を学ぶことができる講座で、学生たちに人気の高い授業です。
　来る12月4日（火）は企業経営者を講師にお招きし、年明け1月8日（火）には、飯能信用金庫の大野孝
男理事長が講師となり講義されます。この２日間は特別に公開授業として行いますので、所属学部・
履修登録の有無に関わらず、全ての学生が聴講できます。大勢の学生の参加をお待ちしています。
（会場：講義棟3階3307教室）

10月19日（金）と20日（土）に開催された「第8回 はんのう
路地グルメ」に「まちプロ」の「市街地活性化プロジェクト」
（指導教員：本池教授）の活動の一環で学生が参加しました。
学生たちは、「ビーコン」という情報発信端末を利用した
店舗情報の提供のほか、スマートフォンを活用したパズル

クイズゲームを企画してイベントを盛り上げました。
　また、今回の路地グルメでは、昨年度の「輝け！飯能プランニングコンテスト」で
優秀賞を受賞したメンバーを中心とした学生がゼミ（指導
教員：杉本講師）の活動で「北欧café」を出店しました。
商店街にある日替わりシェフレストランの店舗を利用し
てフィンランドの郷土料理「ロヒケイット」（クリーミー
なサーモンのスープ）を提供し、「メッツァビレッジ」のオ
ープンを前に北欧の雰囲気を演出していました。

　　　　　　　「まちを元気に、まちで元気にプロ
ジェクト」の略称で、「まち」を学びの場に社会活
動する中で、コミュニケーション能力を磨き、社会
観や職業観、行動力を身につけることを目的として
いる「アウトキャンパス・スタディ」です。
　今年度は12のプロジェクトが進行しています。
100名を超える学生がエントリーし、担当教員の指
導の下、さまざまな活動を行っています。

　10月11日（木）、地域インターンシップ報告会を開催しました。今年度「インターンシップⅠ」を履修し、
希望する受入れ先（39企業・団体）で実習を行った学生（85名）と山梨放送インターンシップに参加した学
生（3名）が、事前指導や就業体験を通じて学んだことや今後の抱負について発表しました。学生たちは、
緊張しながらも自分の言葉で、工夫を凝らしたプレゼンテーションを行いました。
　報告会には、17企業・団体の方々も参加され、実習に対する労いや卒業後の進路について温かい励ま
しの言葉をいただきました。その後に行われた懇親会では、学生たちによるプレゼン評価により得点の
高かった学生を表彰しました。最後に、地元企業の経営者で地域インターンシップの開始以来、非常勤
講師として学生の指導に当たってこられた鴇

と き た

田節
せ つ お

男客員教授が挨拶して閉会しました。
　本学の地域インターンシップは、地元企業・団体の協力により、教育の一環として行っています。

地域インターンシップ報告会を開催しました

心理学部2年　徳丸 日菜多
（埼玉県立川口北高校出身）
  私は篠崎運輸株式会社で5日間実習
をさせていただきました。
  座学研修では、｢物流とは何か｣ を
学びました。どのような仕事をして
いるのかや、生産性向上の大切さな
どを教えていただきました。実習で
は、実際にお客様に届ける荷物のピッキング作業や梱包
作業をしました。最後の2日間で学んだことを凝縮させ作
成したNEXUS新聞では、アウトプットをすることで自分
の理解も深まり、相手の反応も自分にとっていい刺激に
なることを学びました。
  報告会は、緊張しましたが、発表を聴いてくださった先
生やみなさんの反応を見て、どこを強調すればもっと上
手く伝わるか、聞きやすい発表になるかを考える努力が
できました。

現代文化学部3年　小林 茜
（群馬県立沼田女子高校出身）
　私は有限会社アニバーサリーで9日
間実習させていただきました。多くの
ことを学びたいと思い、積極的に行動
することを意識して臨みました。実習
では、主に調理や接客などのレストラ
ン業務と農園作業の2つの体験をしま
した。レストランでは、お店の１番の売りであるハンバー
グ作りを始め、野菜のカットや真鯛の三枚おろしなどを教
えていただきました。私は今まで魚をさばいたことがなか
ったので、三枚おろしの作業は全てが新鮮でした。内臓を
取るときは抵抗がありましたが、実際にやってみて教えて
いただかないと分からないことも多く、とても勉強になり
ました。農園では野菜の収穫や耕運機を使って畑を耕す作
業をしました。
　この実習を通して、メンバーそれぞれに多くの発見や学
びがありました。時間をかけて共有し、まとめた結果を報
告会で伝えることができてよかったです。

経済経営学部3年　飯島 深
（日々輝学園高校出身）
　私は鳥居観光株式会社が経営して
いるケニーズファミリービレッジと
いうキャンプ場で実習を行いました。
キャンプ場の経営に興味があり、受
入れ先リストの中に鳥居観光の名前
を見つけたときはここしかないと思
いました。
　主に清掃を担当しました。名前のとおり家族向けキャ
ンプ場であるため、かなり細かなところまで気を遣って
おり、スタッフの方の美意識の高さに驚かされました。
作業の合間に座学も行っていただきました。PR活動、IT
戦略、ターゲットに合わせた場内環境の整備など、これ
からのキャンプ場業界で生き残っていくことの厳しさと
同時にさらなる発展、可能性を感じることができました。
　ケニーズで過ごしたこの夏が、私にとって大学3年生と
いう重要な夏を過ごす選択肢としてこれ以上のない最良
の選択だったと思います。

「まちプロ」活動紹介

飯能信用金庫による寄附講座「地域と金融」公開授業のお知らせ

「まちプロ」とは…
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第32回駿輝祭開催 本学の学園祭「駿輝祭」当日の2日間にご来場いただいた皆様、各団体の皆さん各の学 日の
に生の声を聞きました。快く協力してくださった皆様に心より感謝申し上げます。心よ 謝力した

4年生最後の駿輝祭で4年生最後の駿輝祭で
最高の集大成を飾ること成を飾ること
ができができました。ができました。

インスタ映えを重視したタピオカジュース♡女性に大人気でした！2日間とも
想以上の売上がありました。ご購入ありがとうございました。ご購入ありがとうございました。ご購入あ予想

硬式野球サークルです！模擬店の中でも来客
数はト プだ たと感じ ます数はトップだったと感じています。じています。

法学部女子会として法学部女子会として3年法学部女子会として
連続で出店しています。連続で出店しています。
今年の売上が一番です！

ーターとして駿輝祭に参加すポー模擬投票を行いました。選挙挙挙サ模擬投票を行いました 選挙サ票を行いました。選挙サポ
などのなどの準備が大変でしたが、などの準備が大変でしたが、るのは初めてだったので、資資料作りな料作りなるのは初めてだったので、資料作
ました。今後は市内の小中後は市内の小中たくさんの方に投票をしていいただき

学校に出向くなど活動の幅を広げていきたいです！を広げていきたいです！

卒業して約10年が経つ同世代のメンバーで卒業して約10年が経つ同世代のメンバ で卒卒卒卒卒
集まりました。子ども連れの来場者も増えて集 子ども連れの来場者も増えて
微笑ましいです。微微笑ましいです。微笑ましいです。

水餃子で味王ゲ ト水餃子で味王ゲット餃子で味王ゲット
しました！！しました！！しました！！

AZALEA fun fan fashion CLOVER

法学部女子会

法学部 選挙サポーター

駿輝祭実行委員会OB
OG

FroLic

オープンキャンパス学生スタッフ

目立つように看板を気合い入れ目
て作りました！たこ焼きの評判て作りました！たこ焼きの評判てて
がよく、たくさん売れました。がよく たくさん売れましたがが

FC.PuRE

2017年度法学部卒業生 
野仲峰也さん・山田拓磨さん

久しぶりに大学に来て、久しぶりに大学に来て
お世話になった方々に
挨拶と近況報告ができ
て良かったです。これ
から仕事頑張ります！から仕事頑張ります！から仕事頑張ります！

ミニオープンキャンパスも大盛況でしミニオープンキャンパスも
。ご来場ありがとうございました。たた。ご来場ありがとうございました。

2017年度メディア情報学部卒業生 
齋藤由佳さん・小嶺真由さん

久しぶりに大学に来ることができて、久しぶりに大学に来ることができて
楽しかった日々を思い出します また楽しかった日々を思い出します。またす。また
遊びに行きたいと思っています。思っています。遊びに行きたいと思っています。

駿輝祭実行委員
会

広報担当　　　
　

パンフレットを作成したり、スス
テージイベントの運営をしたりり
と準備をしてきました。当日はは
たくさんの方々に楽しんでいたた
だき、だき 1年間の活動の成果が出だき、1年間の活動の成果が出
たので嬉しかったです！す

弓道部

みんなで協力して美味しいたこ焼きを販売す
たです！この団ることができました 楽しかったです！この団ることができました。楽しかったです！この団

結力を活かして11月30日から始まる昇段審結結力を活かして11月30日から始まる昇段
査に向けて頑張っていきます。応援よろしく査査に向けて頑張っていきます 応援よろしく査
お願いします！お

FC.GOLAZO

たあ が小さ 大好 良 た すわたあめが小さい子に大好評で良かったです！わたあめが小さい子

総合ゲーム研究会

私達は駿輝祭に向けて、ゲームの
説明練習に取り組んできました。
当日は多くの子ども達が遊びに来
てくれて大いに盛り上がりましたてくれて大いに盛り上がりました。く

アカペラサークル a.c.p

acpでは来てくださる皆様により良い演a.c.pでは来てくださる皆様により良い演により良い演
奏をお見せするために日々日々頑張ってきまし奏をお見せするために日々頑張ってきまし
た たくさんの方にた。たくさんの方にアカペラの良さが伝わった たくさんの方に
ていて欲しいです！

劇団クレセントパーク

私達、劇団クレセントパークは玉こんにゃ私達
を販売していました。12月に冬公演をくを
ます 是非ともお越しくださ ませ！行います。是非ともお越しくださいませ！行い行います。是非と どのスピーチも素晴らしかったで

す。皆さんの思いや伝えたいこと
はコンテスト会場に届いたと思い
ます。私は駿河台大学の大学院
１年生です。今回の司会も含めて
様々な行事に参加できて楽しいで
す。コンテストの司会は緊張しま
したが、終わった後は緊張から解
放され、楽しかった思いでいっぱ
いです。

初めての司会で緊張しましたが、皆さんのお初め 司会 緊張しましたが 皆さん お
かげでスムーズな進行になり良い経験を積まま
せていただきました。受賞された皆さん、おお
めでとうございます！昨年度はスピーチをするる
立場だったので、「日本語は間違っていないかか
な」「文法はあっているかな」と心配するスピーー
カーの気持ちがよくわかります。しかし、皆ささ
んのスピーチは美しい日本語で本当に素晴らら
しいスピーチでした。私も勉強になりました。

日本語スピーチコンテスト司会者

地域・一般の参加者の方
気ころに来てて間もないこ開学して間 いころに来 数十年ぶりに来て以来、数十 り ンパスは活気。大学のキャンパでみました。に足を運んで した。大学のキ

に溢れてい溢れていて、周りの木々 麗々の紅葉も綺麗紅葉葉も綺麗で、本 性)(60代女性か本当に来て良か来て良かったです。大満足です。(60代

初初めて大学の文化祭に来来ましたた。模擬店を出 て感動出していいる学生が大きな声を出して頑張っていて
りしましたました。展示も見に行行きました。法た。法学部の学 ことを分かを分かり学生の展示に展示に関心しました。難しい法律のことを
情たりクい文章で説明しやすい文文章で説明したりク 式にしたりとりクイズ形式ににしたりと はメディア情かったのはメ番楽しかられました。一と工夫も見られました。一番楽しかったの

報学部、斎賀ゼミのCG写真でした。撮影も楽しく、思い出にもなり、写真のデータをスマートフォ真でのCG写真学部、斎賀ゼミの報学部 しく、でした。撮影も楽し写真でした スマートフォデータをス、写真のデ思い出にもなり、楽しく、思
ンに送ってくれたのでみんなで共有できて嬉しかったです。楽しい文化祭でしたなで共有のでみんなに送ってくれたの 文化しかったで共有できて嬉しか した！文化祭でしたです。楽しい文化 代男代男性)(30代男

・

・

味王味味味王味王味王味王王味王味王味味味王味王味王味味王味味王味味王味王味王味王味王味味王
1位
味王
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学内展示（発表）表彰

　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を行った団体に
対し「理事長賞」「学長賞」「同窓会長賞（※）」「奨励賞」
の表彰が行われています。
　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、各賞の受賞団体を決定し、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）にアンケートを配付し、最も投票の多かったゼミに贈られる賞です。

ステージ上での表彰式の様子

学学学学学学長学長学長学長学長学長学長学長学長学長学長長賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

奨奨奨奨奨奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞 奨励奨奨奨奨奨奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励奨励賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞同窓同同同同同同同窓同窓同窓同窓同窓同窓同窓同窓同窓同窓
会会会長会長会長会長会長会長会長会長会長会長会長会長会長会長長長賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

理理 長理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事理事事長長長長長長長長長長長長長長長
賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

学内展示で奨励賞に輝いた間島ゼミ学内展示で奨励賞に輝いた間島ゼミ

駿輝祭の企画・運営にあたった駿輝
祭実行委員会のメンバー

駿輝祭の企画・運営にあたった駿輝
祭実行委員会のメンバー

松平光徳ゼミ
（法学部）

展示内容：
密かにひそむ空想の生き物展
〈ゼミ生一同からのコメント〉
３００人を超える来場者に見ていただくこと
ができました。グラフィックデザインやイラス
トレーションなどの作品制作が、決してお絵描
きとして遊んでいる
わけではなく、研究
していると評価して
いただけたことが嬉
しいです。

井上智史ゼミ
（メディア情報学部）

展示内容：豊かなよみもの展
〈金村玲花さんのコメント〉
（メディア情報学部３年　新潟県立新潟東高校出身）
　率直に嬉しいです。目を引く様なパネル展示
を意識し制作しました。パネルを１つ作るだけ
でも苦労しましたが、ゼミ生全員で頑張った成
果が実を結んだと思
います。また、展示
に関して多くの先生
方にご指導いただき、
大変感謝しておりま
す。

展示内容：
知的財産法のイロハを一緒に考える
〈増田拓弥さんのコメント〉
（法学部３年　川越市立川越高校出身）
　３年生中心にゼミで学んだ知的財産法を、皆さん
にも楽しく理解していただけるように一部クイズ形
式の展示を行いました。ゼミでは先生との距離感が
近く、質問も積極的にでき、時事問題を交えながら
授業が行われるので楽しく勉強ができています。

　今年で32回目を迎える本学の学園祭、「駿輝祭」が10月27日（土）、28日（日）の
２日間に亘り開催されました。昨年とは打って変わり清々しい天気に恵まれ、約
8,000人の方にご来場いただきました。
　今年の駿輝祭のテーマは、「Bouvardia(ブバルディア)」です。「交流・親交」の花
言葉を持つことから、決められました。
　駿輝祭ではこのテーマに基づき、ゼミやサークルなどによる様々な学内展示や、講演会などが行われ、多くの模擬店が並びました。 
1日目には、戦場カメラマンである渡部陽一さんの講演会や、重低音が魅力の声優、安元洋貴さんのトークショーが開催されました。
渡部さんの講演会では、あらかじめ用意されていた教室が満員となり、別教室で映像中継を行う程の人気となりました。安元さんの
トークショーでも、開場の2時間以上も前からメディアセンター前に多くの人が並び安元さんのトークを待ち望む姿がみられました。
　2日目には駿輝祭に出店している模擬店を対象として、美味しさNo.1の模擬店を決める味王グランプリ2018の結果発表が行わ

れました。今年の味王の座に輝いたのは、バスケットボールやバレーボール、バドミンれ
トンなどを楽しむオールラウンドサークル「FroLic(フラリック)」です。フランクフルトト
やうどん、わたあめなど様々な模擬店がある中で「FroLic」の水餃子は多くの人を唸らせ、や
見事１位を勝ち取りました。 見
また、優れた展示や発表内容に対して賞が与えられる学内展示（発表）表彰も行われま

した。理事長賞、学長賞、同窓会長賞、奨励賞に輝いた各団体が外ステージで表彰され、し
受賞者は、喜びいっぱいの表情でした。 今年も多くの人で賑わった駿輝祭となりました。受

　　　　　　　　　　　　　　　学生記者　メディア情報学部3年　西川彩香
（新潟県立長岡商業高校出身）

学生記者の駿輝祭レポート

展示内容：“会いたい人に会いに行く”
をテーマにしたドキュメント映像作品の上映

（メディア情報学部３年　埼玉県立大宮南高校出身）
　『会いたい人に会いに行く』をテーマにドキュメ
ント映像をひとり１本制作しました。苦労したのが
取材先のアポイントメントと編集でした。先生に指
導を仰ぎ、みんなで励まし合い、毎日編集に没頭し
ていました。苦労が報われて大変嬉しいです。

展示内容：自主制作映画の上映
〈室﨑香歩さんのコメント〉
（法学部３年　埼玉県立鳩山高校出身）
　初めての受賞で驚きと嬉しさを感じました。
キャストが集まらなくて撮影が進まない等の苦
労もありましたが、評価され光栄です。
　これを機にサークルを発展させていきたいで
す。全米を泣かせる映画を目指して今後も頑張
ります。

水沼友宏ゼミ
（メディア情報学部）

間島貞幸ゼミ
（メディア情報学部）

映画塾
（映像制作サークル）
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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！

「企業・団体と大学との懇談会」を開催しました！

11月2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・団体の人事・採用ご担当者様等をお招きして、「企業・団体と
大学との懇談会」を開催しました。
今回の懇談会では、第一部として大学生の採用と就職活動の動向

について及び今年度の本学の就職状況報告をキャリアセンター事務
部長より行いました。その後第二部では、インターンシップに参加
した学生たちからの報告を行いました。
今年度も、学内インターンシップの一環で学生が受付や司会進行

を担当し、自分たちで作成した名刺を持って企業・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。
会場では企業・団体の皆様と本学教職員による活発な情報交換が

行われ、いただいた貴重なご意見・ご指導を、今後の就職・キャリ
ア支援に活かし、一層充実させていこうと思いを新たにしました。

今年も、内定をいただいた４年次生が、就職活動アドバイザーとして3年次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。

法学部2年　石澤　航也　（駿台甲府高校出身）
　懇談会を経験し、今まで知らなかった自らの持つ
長所に気付くことができました。
　自分の知識不足で会話を続けられないことも何回
かありましたが、いらっしゃった方々とのお話はど
れも参考になる話ばかりで、非常に勉強になりまし
た。この経験を活かし、これからも日々学んでいき
たいと思います。

　公務員を目指す学生、公務員が気に
なる学生など、公務員に関わる相談な
ら何でも答えるよう頑張ります！
　また、失敗経験や、部活動を行いな
がらの効率的な勉強方法なども踏まえ
ながら、良いアドバイスができると思
いますので是非、足を運んでください。法学部4年 小西　風生

（聖望学園高校出身）
内定先：埼玉県警

　就職活動で最も重要なことは、「自分の引
き出しをできる限り沢山作ること」です。
どんな些細なことでも構いません。自分の
引き出しが多ければ多いほど、ネタが増え、
履歴書やES作成がしやすくなり、面接を優
位に進めることができると思います。引き
出しの作り方、業界のこと、自己分析、履
歴書・ESの作り方等どんなことでも相談に
のります！！気軽に声をかけてください！

現代文化学部4年 高橋　利紀
（東海大学菅生高校出身）
内定先：(株)ソラシドエア

　みなさんには就職活動において、ど
う自分らしさを出すのかアドバイスで
きるといいなと思っています。また、
就職活動に対して大きな不安や悩みを
持っている方も少なくないと思います。
心理学部生として、就職活動に関する
ストレスの解消法などもアドバイスし
たいと考えています。

心理学部4年 高橋　佳那
（浦和学院高校出身）
内定先：(株)玉屋

　私が就職活動の際に気をつけたこと
は身だしなみです。人の印象は55%が
視覚情報で決まると言われています。そ
の中で私は毎日靴を磨くことから始め、
スーツの色からネクタイの色まで様々
なところにも気をつけました。マナー
や身だしなみなど些細なことでもお答
えします！

経済経営学部4年 浅見　恭平
（埼玉県立深谷高校出身）
内定先：古河機械金属（株）

　私は部活動やアルバイトをする中で
短い期間で効率良く就職活動をしてき
ました。
　そのため、忙しい日々に追われてい
る学生の方や、効率良く就職を決めた
い方に少しでも役に立つアドバイスが
できればと思っています。興味のある
方はぜひ相談にいらしてください。

法学部4年 松本　聖華
（埼玉県立坂戸西高校出身）
内定先：飯能信用金庫

　私は絶対に行きたい企業に内定を貰
えるように、まずできることを思いつ
き次第行い、誰よりも早く就職活動を
始めました。最初から行きたかったハ
ウスメーカーを始め、色々な業界の話
も聞いてみました。行きたい業界を絞
れないという人も是非、相談に来てく
ださい。面接のコツ、伝授します。

現代文化学部4年 山本　壮登
（埼玉県立大宮工業高校出身）
内定先：(株)一条工務店

　ANAグループを志望する学生さん
へ面接での体験談や、もっとこんな準
備をしておけば良かった…等のアドバ
イスができると思います！また数多く
の説明会にも参加してきたので自分に
合った企業の探し方やポイント等もア
ドバイスできます。どんなことでも一
緒に考えていきたいと思っています！

メディア情報学部4年 髙間　沙奈恵
（東京都立東村山高校出身）
内定先：ANAテレマート（株）

上段右から3人目が石澤さん

【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年次生だけではなく、1・2年次生も大歓迎です！
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図書図書図書図書図書図書書のPのPPOPPOP制作制作作作制作制作作やSSSや NSSの素素素素素素材制材材材制材制材材 作に作に作に作作作 奮闘闘闘奮闘闘奮闘闘闘しているいい 学生学生学生学生スタタスタタタッフッ が、ががが、、売場売場売場売場売場売場売売場面積積積面積積面積積1,,,000坪000坪坪の巨の巨の巨巨巨巨巨大書書書大書書大書店店店店店店
で、でで 駿河河河台大大大学の学学学 学生学学生に推推薦したいたた 図書図書図書を222時間間間かけかか て選て選て 書し書書し書ししまししした。た
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　私は今回初めて選書ツアーに参加
しましたが、とても有意義で楽しかっ
たです。書店内が思っていた以上に
広く、時間いっぱい回っても見きれ
なかったので、ツアー前に下調べを
しておいた方が良かったかもしれな
いと思いました。
メディア情報学部3年　
 石井瑞穂（千葉県立我孫子高校出身）

　私は選書ツアーに参加したのは2回目だったため、昨年よりも本が選びやすく余裕があり、楽しく選書することができました。話題の小説や推理物、雑学系の本を多く選書したので、読みやすいと思います。とても面白く、楽しく読める本を選書したので、ぜひ読んでみてください。心理学部3年　
奈良崎吏莉（埼玉県立狭山清陵高校出身）

　書店に寄ることは多々あるのですが、いつもは書店の最新コーナーを流し見し、自分の好きな作家や雑誌を読むという、決まった流れになります。選書ツアーでは、自分の好きな本、オススメしたい本の他にも、みんなが読んで楽しいと思うかな？と考えて図書館に並べる本を選んでいます。そのため、いつもとは違うコーナーを回ってみたり、普段は読まないような本を探してみたりとまた違う楽しみがありました。心理学部3年　野村芽衣（沖縄県立宜野湾高校出身）

　沢山の方に利用していただけ
るよう、話題の

作品はもちろん、歴史物や有名
店の料理本など

幅広い分野を意識して選書しま
した。普段は興

味があっても買えなかったり、
後で読もうとし

て忘れてしまったりするので、
ゆっくり本に向

き合う時間ができ、とてもため
になりました。

この機会に多くの方々に選書し
た本を手に取っ

てもらえれば、そして今後も長
く読み継がれる

本が増えていけば嬉しいです。

現代文化学部3年　
 小林茜（群馬県立沼田女子高校出

身）

　私は今回の選書ツアーで「新しい本と出会う
」

をテーマにして、選書をしました。多くの人は
好

きなジャンルや作家さんの本を読むことが多い
と

思いますが、私自身は本のジャケットだけ見て
本

を買うこと（通称：ジャケ買い）が多いです。ジ
ャ

ケ買いすることで、特に興味のない分野の本でも
、

面白い本と出会ってきました。今回は私の目線
か

らになりますが、面白そうな本を沢山選んだので
、

ぜひ多くの人に手に取って欲しいなと思います。

メディア情報学部4年　
 浅見大貴（埼玉県立秩父農工科学高校出身）

　普段は見ない図書の種類も選書することで、知見を広げられました。学生のニーズに合った選定を心掛けると、自然といつもは目を留めない本にも興味を持つようになりました。また、いつもはインターネットで本を注文しますが、実際に書店に行き本を選定すると、ふと他に目をやったとき、興味が惹かれる本に思い掛けない出会いをすることもありました。
メディア情報学部1年　
 石川勝隆（東京都立八王子桑志高校出身）

参加した学生スタッフ6名の感想

年内オススメ就職イベントをピックアップ!!
　キャリアセンターでは３年次生を対象に、就職活動の準備のための様々なイベントを企画しています。そこで今回
は特にオススメしたい年内開催の就職イベントをピックアップします！

　毎年、就活生が苦戦しているのが「業界研究」です。
そこで、各業界を代表する企業の方々をお招きし、直
接仕事の内容やイメージをお話いただく「学内業界研
究セミナー」を年内に
２回開催します！やり
たい仕事がある人は更
に理解を深め、まだ具
体的に決まっていない
人はこの機会に様々な
業界を知ることで、自
分の視野を広げてみま
しょう！世の中には、
なかなか知られる機会
の少ない魅力的な業界
が溢れています！

●学内業界研究セミナー
　企業の採用試験で必ずといっていいほど取り入れられる
「グループディスカッション」「エントリーシート」「面接」
について、少人数制で個別アドバイスが受けられる年内唯
一の実践的な講座です。
　インターンシップが多い
1・2月（＝就活の第一歩）に
間に合う準備もできます！

●就活トライアスロン
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活躍する留学生を紹介します！ ～駿輝祭編～

ー「飯能ロータリークラブ賞」受賞おめでとうご
ざいます。一言感想をお願いします。
ありがとうございます。このスピーチコンテ

ストには昨年から出場したいと思っていたので、
今回出場でき、念願が叶いました。まさか「飯能
ロータリークラブ賞」をいただけるとは思ってい
なかったのでびっくりしましたが、練習の成果が
出たのでとても嬉しいです。

ー環境保護に関するスピーチでしたが、どうし
てこのテーマを選んだのですか？
私は、普段から国際情勢に関するニュースを

チェックするようにしています。最近は、地球温
暖化による砂漠化や洪水の増加、オゾン層への影
響など、環境破壊に関するニュースを多く目にす
るようになり、環境問題について関心を抱いてい
ました。美しい自然環境を守るために私たちは何

をすべきなのか、自分なりにまとめて発表したい
と思い、選びました。

ースピーチコンテストへの出場にあたって大変
だったことなどはありますか？
とにかく、時間が足りなかったことです。スピー
チに必要な資料を用意したり、原稿を作成する
時間があまり確保できず、とても焦りました。ま
た、練習する時間も限られた中だったので、不安
な気持ちが大きかったです。そのため、コンテス
ト当日は少しでも練習できるように早めに大学へ
行き、会場で何回もリハーサルを行いました。他
の出場者や先生にもスピーチを聞いてもらい、み
んなで笑いあいながら練習することで緊張がほぐ
れ、本番はリラックスして迎えられたと思ってい
ます。

ー最後に、自然環境を守るために大切なことは
何か、改めて意見を聞かせてください。
ひとりひとりが出来ることから始めることが

大切だと思います。昨今の環境破壊は、現代社
会の人々が便利さを重視して工業化を押し進め
てきたことが原因の一つです。確かに、工業や
経済も重要ですが、次の世代にこの地球の美し
さを残すためにも、刹那的な便利さばかりを追
い求めるのではなく、もっと長期的な視点に立
ち、無駄を無くした「節約型」の社会を作り上げ
ていくことが必要だと思います。私も、テレビ
やエアコンはこまめに消したり、自動車はあま
り使わずになるべく歩くようにしたりなど心が
けています。ひとりひとりの努力は些細なもの
ですが、社会全体に広まれば大きな成果をもた
らすはずです。

結果 学部 学年 氏名 国籍 テーマ
飯能ロータリー
クラブ賞

メディア
情報学部 4年 BHATTA BINOD

（バッタ ビノ） ネパール 美しい地球環境を
守りましょう

優秀賞 現代文化学部 3年 NGUYEN THI Y
（グエン チ イ） ベトナム 日本人は冷たいけど

冷たくない

優秀賞 心理学部 2年 JIA ZHIGANG
（ジャ ジーガン） 中国 とりあえず

やってみましょうか

健闘賞 経済経営学部 3年 NGUYEN THI HUYEN
（グェン ティ フィエン） ベトナム お父さん

バッタさんのスピーチの様子

　毎年恒 、年恒例の日 ーチコ 9名の3回目コンテスト の留学生スト、第23日本語スピー 目の今年は9 学生が出場し、
チチーチ日本日本本での生活で感じたこと、家族のこと、日本語について…などの個性豊かなスピー

を発発表しました。
しょしょ　最最最優秀賞にあたる「飯能ロータリークラブ賞」には、「美しい地球環境を守りまし
た、う」というテーマで環境を守るために私たちはどうすべきかについてスピーチをした

年・ネパ 事輝きメデD（バッ パール） きました。ッタ ビノ・メ 報学部４年 ）さんが見事BHATTTA BINOD ディア情報学ATTA BINOD（バ タビノ メディア情報学部４年 ネパ ル）さんが見事輝きました

味王3位入賞！留学生会会長にインタビュー！

第23回日本語スピーチコンテスト

「飯能ロータリークラブ賞」受賞者にインタビュー！

グローバル教育センターより

　現在、駿河台大学には中国、ベトナム、ネパールなど様々な国出身の留学生が240人ほど在籍し、日々勉強や大学行事などに一生懸命取り組ん
でいます。今回は、駿河台大学最大のイベントの1つである「駿輝祭」に注目し、模擬店や、日本語スピーチコンテストなど様々な場面で活躍した
留学生にスポットを当てました。

ー見事「味王」3位入賞おめでとうございます。
一言感想をお願いします。
ありがとうございます。今年も中国伝統料理の

「小籠包」を多くの人に楽しんでもらえてとても嬉
しいです。昨年は、300人前後の方々が小籠包
を買ってくれましたが、今年はさらに多い450人
以上もの方々が僕たちの小籠包を食べてくれまし
た。最終的な順位は3位でしたが、結果以上の達
成感を得ることができました。

ー出店にあたり、苦労したことや困ったことは
ありますか？
まず、準備の段階でコストパフォーマンスが課
題となっていました。できるだけ安い価格で販売
したいのですが、材料や機材にかかるコストとの
バランスも考えなくてはならず頭を抱えました。
また、留学生会はマイペースなメンバーが多く、

当日遅刻する人が多かったです（笑）。そのため開
店の準備が遅れてしまいました。

ーでは、良かった点は何でしょうか？
何より、今年入った1年生のメンバーにノウハ

ウを伝えられたことです。
　元々の「留学生会」は2014年に解散してしまい、
前会長のSUN HUI（ソン キ・経済経営学部4年・
中国）さんが2016年に復活させ、現在のかたちに
なりました。ただ、空白期間ができたことで今ま
で継承されてきた伝統やノウハウの多くが失われ
てしまい、また指導してくれる先輩もいないので、
昨年度はまさに手探りの状態で駿輝祭に臨みまし
た。しかし、今年は自分たちが先輩として1年生
を教育することができました。今年伝えたノウハ
ウは来年、再来年と受け継がれていくと思います。
「留学生会」の新しい伝統をつくる一歩を踏み出せ

たことが、今回の一番の成果だと考えています。

ー留学生会の今後の目標について一言お願い
します。
団体名は「留学生会」ですが、日本人学生の入

会も歓迎しています。今後は、大学の国際交流
行事などを通じて、多くの日本人学生とも交流
を深め、よりインターナショナルな留学生会を
目指していきたいです。

中央がリュウさん

昨昨年度 を出店 ーを束擬店を 束ねる包」　 」の模擬「小籠包続き、 留学 てメ学生会。 長として度に引き続 る店した留 メンバー。今回回は会長昨年度に引き続き、 小籠包」の模擬店を出店した留学生会。今回は会長としてメンバ を束ねる
ののLOOONG PENG CHENG( リュウ ホウテイ ·経済経営学部3年 · 中国 )さんに、一喜一憂した出店の

した。いまし模模様を伺模様を伺いました。
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第 95 回箱根駅伝予選会が行われました！

　2019年 1月 2日（水）・3日（木）に行われる箱根駅伝（第95回東京箱根間往復大
学駅伝競走）本戦の関東学生連合チームに、予選会で61位に入った西沢晃佑選手が選ば
れました。
　本学の選手が選出されるのは、今年で5年連続となります。

毎年10月に行われる箱根駅伝予選会で箱根駅伝の出場権を得られなかった大学の選
手のうち、予選会において個人成績が優秀な選手が選抜されます。
個人総合成績の高い選手から各大学1人ずつ選抜された16人からなるチームのこと
です。

関東学生連合チームって ?

順位 氏名 学部・学年 出身高校 記録
9位 ブヌカ・ジェームス・ナディワ メディア情報学部・1年 リルタセントラル (ケニア ) 1時間 02分 22秒
61位 西沢　晃佑 現代文化学部・4年 長野日本大学高校 1時間 03分 58秒
108位 吉里　　駿 法学部・2年 大牟田高校 1時間 04分 42秒
193位 清水　涼雅 経済経営学部・3年 前橋育英高校 1時間 05分 48秒
194位 屋富祖 光佑 現代文化学部・3年 沖縄県立北山高校 1時間 05分 49秒
244位 河合　拓巳 現代文化学部・2年 愛知県立豊橋工業高校 1時間 06分 56秒
250位 流田　直希 現代文化学部・3年 広島県立世羅高校 1時間 07分 03秒
257位 高倉　　渉 現代文化学部・2年 東京農業大学第三高校 1時間 07分 12秒
258位 阪本　大貴 現代文化学部・1年 兵庫県立西脇工業高校 1時間 07分 14秒
262位 馬場　凌太 現代文化学部・3年 熊本市立千原台高校 1時間 07分 20秒
263位 大塚　勇輝 現代文化学部・2年 新潟県立六日町高校 1時間 07分 22秒
308位 石山　大輝 現代文化学部・2年 指宿市立指宿商業高校 1時間 08分 44秒

　10月 13日 (土 )、第 95回東京箱根間往復大学駅伝競走（以下、箱根駅伝）
の予選会が陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、昭和記念公園をゴールとす
るコースで行われました。この大会は、箱根駅伝本戦への出場を目指す駅伝
部にとって、年間で最も重要な大会となります。
　第95回となる今回は39校が参加し、各校上位10人の合計タイムで予
選通過の11枠を競いました。
　今年は雨の降らない中、気温も低めとなり、
選手にとっては良いコンディションでのス
タートとなりました。

結果は総合順位が18位と、昨年の23位から大きく順位
を伸ばしました。

個人の記録においても、ブヌカ・ジェームス・ナディワ選手 (メディア情
報学部1年 )が総合9位に入るという快挙を成し遂げました。
タイムに関してはこれまで20kmだった距離が今大会からハーフマラソン
（21.0975km）に変更となったため、一概に昨年との比較はできませんが、
箱根駅伝出場に向け、選手一人ひとりの着実な成長を感じられる大会とな
りました。

西沢晃佑選手が箱根駅伝関東学生連合チームに選出！

SPORTS INFORMATION
駿大 スポーツ情報

予選会コース
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　本学では、経済的事情で学業の継続が困難な学生を支援するため、
2012年度より「駿河台大学学費支援基金」を設立しました。
　Book de 募金は「駿河台大学学費支援基金」の原資とする為、皆
様から読み終えた書籍、文庫、コミック、ＤＶＤ等をご提供頂き、協
賛運営会社である嵯峨野株式会社に売却の上、その売却益をご寄付頂
くプロジェクトとして、2013年８月より実施しています。
　皆様からの数多くのご支援により、2018年10月末時点でのご寄付
は次のとおりとなっております。
　引き続き、皆様からのご支援を宜しくお願いいたします。

Ｂｏｏｋ de 募金 募金状況のご報告 

　Book de 募金については学内に回収ボックスを設置すると共に、ホ
ームページ、フリーダイヤルからも随時受付をしております。
　遠方の方でも、５点以上から、全国どこでも無料で宅配業者が回収
に伺います。ご自宅に不用になった、本・ＤＶＤがありましたら、ぜひ
ともご協力を頂きたく、お願い申し上げます。

古本回収ボックス設置場所
･第二講義棟１Fロビー及び学生ラウンジ
･本部管理棟１F 財務課前

学内の回収箱

学外からのご寄付のお申込み（５点以上から送料無料でご自宅からご寄付頂けます）
ホームページより申込 http://kishapon.com/surugadai/
（運営協賛会社の嵯峨野株式会社のホームページとなります）
お電話での申込　 　　 0120-29-7000
　　　　　　　　  （受付時間 平日9：00～18：00）
携帯・ＰＨＳ利用可 おかけ間違いにご注意ください。

皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
＜お問い合わせ先＞駿河台大学 財務課
☎ 042-972-1191 　   zaimu@surugadai.ac.jp

24,318冊
 売却益（寄付金額）
431,273円

Book de 募金 募金状況（2018年10月末現在）

    

　モダンJAZZ研究会（通称ジャズ研
）は、ジャズを中心とした音楽を演

奏するサークル

です。2018年10月現在は各学部の
男女合わせて16人ほどが活動してい

ます。

　その時々によりますが、現在は10
組ほどバンドが組まれています。大学

会館の5階で、

金曜日と土曜日を中心に基本毎日活
動していますが、本学の同窓会や父

母会で曲を演奏

するなど、外で活動することもありま
す。

　決まった楽譜は無く、自分たちで
好きに選択した曲を演奏することが

できます。

　普段は部員で集まって昼食を食べ
たり、練習がないときにはみんなで

遊んだりとアッ

トホームな雰囲気です。人が集まる
と曲が始まるような、素敵なサーク

ルです。

　音楽という分野なので、練習のと
きなどに何を指標にすればよいのか

分からないこと

もありますが、プレイヤーによって同
じ曲を演奏しても雰囲気がガラリと

変わるジャズは

奥深さがあり、とても面白いです。

　何より一番は、楽しく演奏するこ
と！新入部員は、楽器の経験問わず

募集中です。「楽

器を始めてみたい」と興味のある方
、初心者も大歓迎です。

　ぜひ一度、あなたもジャズ研の演
奏を聞きに行ってみてください！

学生記者　メディア情報学部1年　
宮﨑大空（高崎商科大学附属高校出

身）

　　　　　　　　　     メディア情報
学部1年　北爪好香（群馬県立伊勢

崎高校出身）

学生記者の
サークル紹介 vol.9
Circle introduction

モダン JAZZ 研究会

　10月27日（土）11時より本学第二講義棟2階、7201教室にて「プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー
賞受賞記念講演会」が開催されました。講演者は、今年度プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞を受
賞した塚本美恵子メディア情報学部教授。『「地域とつながる」教育実践～情報発信と地域貢献～』を
テーマに、約1時間の講演を行いました。
　もともと英語の教員である塚本教授が映像や番組制作を手掛けるようになった経緯や、地元のケー
ブルテレビを通じて子どもたちに生まれ育った地域を愛する心を育んでほしい、といった塚本教授の
熱い想いが込められた講演会でした。
　当日は、本学の学園祭である「駿輝祭」も同時開催しており、地域の活動の中で塚本教授とつなが
りの深い方々や、本学の学生、卒業生、教職員など、多数の方々にご参加いただきました。誠にあり
がとうございました。

塚本教授からのメッセージ
　このたびは、プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞をいただき、身に余る光栄と恐縮しております。
今回の賞は私一人でいただいたものではなく、これまで幾度となくサポートしていただきました教職
員の皆様、素晴らしい作品を制作してくれたゼミ生たち、13年間も番組を放送し続けてくださった飯能日高テレビ様、それに番組制
作にご協力いただきました数多くの地域の皆様に対して授与されたものと考えております。皆様、本当にありがとうございました。
改めまして、心よりお礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  塚本 美恵子

2018年度プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞受賞者 塚本教授が講演


