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K：DNA

創立131年目を迎える国学院大学の 遺 伝 子 …

個人・個性を尊重する校風

若いエネルギーが未来を変える

その他主要記事の掲載面
P.2

◉文系解体新書「法学部・中川孝博教授」
◉K-Club Activities「ローラーホッケー部」

P.2・3

◉NEWS & TOPICS

P.3

◉潜入！国大生24時！「小森美智子さん（経営３）」
◉こくぴょんのおさんぽ「国学院大学博物館」
◉渋たま奥の細道「渋谷区立鍋島松濤公園」
◉院友ネットワーク
「放課後 NPO アフタースクール・秋山千草さん」
◉国大の知ってるつもり！？
「K-SMAPY・K-PIT の誕生秘話を探る」
◉編集後記

礼儀正しくお宅拝見
まずは煙を発生させる「燻煙機」で巣
箱の隙間から内部に煙を送る。煙を吹きか

けると蜂は山火事だと勘違いし、防衛本能
が「人への攻撃」から「安全な場所への避
難」に切り替わるそうだ。その後、巣箱の
蓋をノックするように軽く叩く。その理由
を、同プロジェクトの指導役で、HAMA
Boom! Boom! プロジェクト代表の岡田
信行氏は「今から開けますよという合図で
す。こうすることによって蓋に止まってい
たミツバチが移動してくれるのです。何事
にも礼儀は重要ですね」と語った。
次に巣枠を取り出し、群れの健康状態を
確認。蜜や花粉は順調に集めてきている
か、女王蜂が活発に動いているか、王台
（女王蜂を育てる巣房）があるかなど、確
認項目は思った以上に多い。ちなみに、王
台に溜まったロイヤルゼリーを試食してみ
たが、酸味と渋みが口に残り、決して「お
いしい」とは言えない味であった。しかし
これも美容のため、残さずいただいた。
お待ちかねの「ハチミツ絞り」
内検が終わったら、いよいよ採蜜。巣枠
の表面を覆っている蜜蓋をナイフで切り取
り、遠心分離機の中へ。足で挟み込むよう
にして分離機を固定させハンドルを回す。

周囲にはハチミツ独特の甘い香りが漂っ
た。ハチミツを採り切ると巣枠を巣箱に戻
し採蜜作業は終了。この日の収穫は２キ
ロ、糖度は82.5％と申し分ない出来だ。
採れたてのハチミツを舐めてみると、想像
以上にさっぱりしていて滑らかな舌触り
だった。ハチミツは、採取する時期によっ
て香りも粘度も変化するそうで、それが魅
力で養蜂活動を続けているメンバーも多い
ということだ。その後、各自持ち帰る分の
ハチミツを瓶に詰める。ラベルを貼って完
成した「本日限定ハチミツ」を手にしたと
き、何ともいえない満足感があった。
調査報告
“万葉エコ Bee プロジェクト”は、ミ
ツバチの生態をたくさん知ることができ、
環境への関心が深まるものだった。そして
それ以上に、仲間で楽しみながら取り組む
ことで、人や自然とのつながりの大切さを
再確認できる活動だった。自分たちが汗を
流して採ったハチミツは格別おいしいの
で、参加してみてはいかがだろうか。
《企画》赤羽・林・高村《記事》林
《写真》赤羽

ートを募集
広くアンケ

スマホをかざすと学報が動く!

ダウンロードと使い方
アプリをダウンロード（無料）

採蜜後、
瓶詰めする記者

和やかな雰囲気でのスタート
５月３日、私たちは彼らの活動場所であ
るたまプラーザキャンパス若木21の屋上
へ。ゴールデンウィーク後半の初日で天気
は快晴、絶好の行楽日和である。同プロ
ジェクトメンバーは白色の防護服に身を包
み作業を行っていた。
早速、私たちも防護服に着替えメンバー
に合流。最初に同プロジェクトで恒例と
なっている自己紹介を行った。自己紹介で
はその日のチーフがお題を出し、即興でメ
ンバーが答える。お互いのことを理解し協
力しあえる環境を作ることが目的だそう
だ。この日のお題は「ゴールデンウィーク
の過ごし方」、皆が順番に答え、屋上には
笑い声が響いた。
いよいよ巣箱が設置されている小屋に入
り内検へ。小屋の周囲は時々働き蜂が行き
交う程度で意外と静かだ。しかし、中に
入った途端状況は一変、目の前には大量の
ミツバチが。その多さに圧倒され思わず後
退りするほどだ。私の様子を見ていたメン
バーの一人が「怖がらなくても大丈夫です
よ」と優しく声をかけてくれた。彼の話に
よると、ミツバチは非常に大人しい性格
で、危害を加えるような行動をとらない限
り、襲ってくることはないということだ。

せ

充実した紙面作りのた
め、読者アンケートを募集
しています。①該当する号
で面白かった記事の感想、
②本紙で特集してほしい企
画、取材してほしい人・団
体・施設、③「潜入！国大
生24時！」や「院友ネットワーク」で扱っ
てほしいテーマなどがございましたら、住
所、氏名、所属（在学生、保護者、院友〈本
学卒業生〉
、本学・本法人教職員、その他の
いずれか）を明記し、ハガキ、FAX、E メー
ルで、国学院大学広報課（連絡先は１面上記
参照）までお送りください。
お送りいただいた方から抽選で10人の方
に、大学オリジナルクリアファイルをプレゼ
ントします。
なお、
お送りいただいた方の個人
情報は法令に基づいて取り扱いいたします。
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万葉エコ Bee プロジェクト
って何？
“万葉エコBeeプロジェクト”
とは、養蜂活動を通じて、地域住
民とともに街の自然環境を考える
学生主体の団体である。現在は地
域住民を招いての採蜜やハチミツ
入り石鹸作りなどのイベントを定期
的に行っている。
ミツバチの行動範囲は半径約３ km
と言われている。数万匹にも及ぶ働き
蜂が日々、花の蜜と花粉を集めてくる
のだが、当然、行動範囲内の自然環境
によって採取量は変化する。このこと
から、ミツバチは「環境指標動物」と呼
ばれている。
このプロジェクトは本学創立130周年
記念事業のひとつとして昨年４月に誕生
した。最初は手探り状態で失敗も多かっ
たとのこと。しかし、さまざまな工夫を
重ね、厳しい寒さが続いた今年の冬を何と
か乗り切った。そして、暖かい春を迎え、
今年も地域住民を招いたイベントを開催す
べく、ミツバチの健康状態をチェックする
日々が続いている。

第1回
プロジェクト
万葉エコ Bee

お知ら

万葉エコ
プ
ロ
ジ
ェクト
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ミツバチ が
人をつなぐ
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●編集 総合企画部広報課／学生アドバイザーメディアチーム［赤羽政哉（法３）／安藤新菜
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❶ iPhone は「App Store」、Android 端末は
「Google Play」を開き「検索」をタップ。
❷ 検索窓に「かざすン AR」と入力し検索。
❸ 検索結果から「かざすン AR」を選択しま
す。
❹《
 iPhone》
「無料」ボタンを押すと「イ
ンストール」と表示され、インストール
ボタンをタップするとパスワード入力
画面が表示されます。ご自分の「Apple
ID」とパスワードを入力し「OK」ボタン
を押すと、自動的にインストールされま
す。
「インストール」ボタンを
《Android》
タップするとダウンロードが始まり「イ
ンストール済み」と表示されると完了で
す。
❺ 位 置情報を利用しますか？と表示される
ので「OK」ボタンを押します。数秒立っ
てカメラモードになり、画像を読み取れ
るようになります。

使ってみよう
❶ア
 プリを起動すると「かざすン AR」の初
期画面が表示され、数秒後にカメラモー
ドになります。
❷ か ざすンマークのある写真に画面をかざ
すと、コンテンツが表示されます。最初
に渦巻きと loading という文字が表示され
ます。
❸ 画 面をタップすると、ピントが合いやす
くなる端末もあります。
ご 利用 端 末について

◇ iOS ４ 以 上 を 搭 載 し た iPhone、iPad
および Android OS2.2以上を搭載した
Android に対応しています（一部対応
していない端末もあります）。
◇ダウンロードは無料ですが、通信に費
用がかかる場合があります。
◇通 信環境によって、写真にかざした
後、コンテンツが再生されるまで時間
がかかる場合があります。
QR コードを読み込める機種では
右の QR コードからかざすン AR
の無料アプリを入手できます。

左のマークが付いた写真などに
スマホをかざしてみましょう
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主体的学習の重要性

「アクティブ・ラーニング」という言葉を耳にしたことはあるだろうか。従来の授業者発信型の授業
ではなく、学生が能動的に学習を行うようさまざまな仕掛けを取り入れた授業のことである。近年、こ
の学習スタイルを授業に導入する大学は増加傾向にあるという。今回は本学でこの「アクティブ・ラー
ニング」を取り入れた授業を行っている法学部の中川孝博教授に話を聞いた。

型にとらわれない授業
自身の専門分野である刑事訴訟法に関
連した授業を開講する中川教授。その中
で教授が、「アクティブ・ラーニング」
を導入した代表的な授業が「裁判法 A」
である。
「裁判法 A」は刑事訴訟法を学ぶため
の入門となる授業で、主に法律専攻の学
生が履修する授業である。この授業で

は、履修者全員が５人ずつのグループに
分かれ、提示された課題を解決、その解
決策に対して評価が下される。グループ
ワークを通じて、受講者が能動的に学習
するようになることがこの授業のねらい
だ。こうした形態を採用するとグループ
の評価が個人の成績となり、グループ内
での貢献度に対する評価が反映されない
のではと思うが、
「個人の成績評価は期
末試験の結果によるため、積極的に参加
し学習しなければ期末試験で良い評価を
得ることはできない。日々の授業で努力
を積み重ねれば、必然的に期末試験で良
い成績が取れる」と中川教授は言う。

「アクティブ・ラーニング」
との
出合い
学生が主体的に学べるよう、授業にさ
まざまな仕掛けを取り入れている中川教

No. 001

ローラーホッケー部

「スピードで魅せる」
新入生を迎えたキャンパスは、春の日差しに包まれ活気づく。学生の中には新しい
スポーツに挑戦したいと考えている人もいるのではないだろうか。そこで今回は本学
ローラーホッケー部キャプテンの渡邉正悟君（外文４・写真）
、副キャプテンの鷲崎
友希さん（外文３）にローラーホッケーの魅力を語ってもらった。

ローラーホッケーのすべて

平成25年度東都大学野球
春季１部リーグ
～対専修大学１回戦〜

自分自身を鍛える
主体的に学習する姿勢を身に付けるこ

現在は部内で中心選手として活躍してい
る渡邉君と鷲崎さん、ローラーホッケーの
魅力を聞くと渡邉君は「シュートを決める
こと」と話し、
「練習すればするほど上手
くなるところ」と鷲崎さんはいう。
試合でシュートを決めることが今年の目
標である２人。渡邉君はより多くの点を取
り得点王を目指したいという。鷲崎さんは
昨年、留学のため試合に出場していないこ
ともあり、まだ試合でシュートを決めたこ
とがない。今年こそは決めたいと意気込ん
でいた。
２人はローラーホッケーとの出合いに
よって大学で充実した日々を送っているよ
うに思えた。

文武両道を目指して
ローラーホッケーの強豪校といえば立教
大、日本大、専修大、東洋大、東京国際
大、近畿大、本学と非常に少ない。本学

ローラーホッケー部は約40人で活動して
いる。この人数を唯一の４年生でキャプテ
ンの渡邉君がまとめている。
練習は主にたまプラーザキャンパスの第
２体育館で行われている。練習日は火・木
曜日が午後４時から、水・土曜日が午後３
時から。火・木・土曜日は全体練習とし
て学年や男女関係なく練習、水曜日はス
ティックなどを使わず、ローラースケート
の滑り方など基礎練習を行っている。
また、練習と勉強の両立のために２つの
独自のルールを設けている。１つは最低週
２回の参加でよいということ。もう１つは
勉強の優先が可能ということである。
このようにローラーホッケー部は、キャ
プテンの渡邉君を中心に文武両道を目指
し、６月の東日本選手権大会に向けて日々
練習を行っている。大会優勝を目標に練習
を重ねるこれからのローラーホッケー部の
活躍に期待したい。
《記事》森《写真》木下・福沢

２人の挑戦
ローラーホッケーは大学から始める人が
多いという。２人はどのように出合い、そ
して魅力を感じているのだろうか。
中学、高校と吹奏楽部に所属していたと
いう副キャプテンの鷲崎さんは
「大学では
スポーツがしたく、
部の雰囲気も良くて、
何
より颯爽とプレーする女性の先輩に同性と
して憧れをもったことがローラーホッケー
部に入部したきっかけです」
と話す。

～対青山学院大学２回戦〜
本学と青山学院大学の２回戦が５月８日
午前10時30分から明治神宮球場で行われ
た。
７日の同大との１回戦に勝利し、連勝し
て勝ち点を取りたい本学と、連敗を避けた
い青山学院大との試合は、最後まで目を離

せない展開となった。
先発は本学が柿田竜吾投手（法４）、青
山学院大が田中投手。先に試合を動かした
のは、青山学院大。２回表に２本のヒット
で、本学は先制点を許してしまう。さらに
５回表、青山学院大は適時３塁打で３点を
奪い４点差をつけた。
その後、代わった大井芳将投手（法３）
がピンチを切り抜け迎えたその裏、試合の
流れが本学へと変わる。３四球で満塁のチ
ャンスを作ると、押し出し死球と５番水野
一世選手（健体３）の犠飛で、この回２点
を返した。勢いに乗る本学は６回裏、８番
山下幸輝選手（経ネ２）が２塁打で出塁す
ると、１番春日一馬選手（史３）の適時打
で１点を返した。その後走者２人をおいて
４番石川選手の適時２塁打で２点を加え、
ついに逆転。投手陣は青山学院大の攻撃を

３人の継投で無失点に抑え、５－４で本学
が勝利し勝ち点を上げた。
《記事》岩本《写真》安藤

粘り強い投球をみせる

ピッチングを披露。テンポの良い投球で試
合のリズムを作り、本学が主導権を握っ
た。杉浦投手の力投に負けじと６回、２番
藤本雄也選手（経営４）と４番石川良平主
将（健体４）の適時打でさらに２点を追
加、勝利を決定付けた。
杉浦投手は専修大打線を３安打無四死
球、３塁を踏ませず開幕戦を見事７－０の
完封勝利で飾った。
《記事》高橋

対青学大
柿田投手

絶好の野球日和となった４月16日、明
治神宮球場で本学は今春から１部リーグに
復帰した専修大学とのリーグ初戦に臨ん
だ。
午後１時、本学の先攻で試合開始。初
回、相手投手の立ち上がりを攻め先制。そ
の後も４回に下位打線から連続安打で猛攻
を見せ、一気に４点を追加。序盤で５点差
と力を見せつけた。
打線の援護を受けた先発のエース杉浦稔
大投手（日文４）は伸びのあるストレート
で凡打の山を築き、５回までパーフェクト

とは、就職活動や社会に出てからも大い
に役立つという。今や採用面接では、大
学生活で得た経験や人生観もさることな
がら、大学で何を学び、どんな知識を修
得してきたかを問う事が多くなってきて
いると言われている。今大学で主体的に
学ぶことは、将来社会人としての能力を
鍛えることにもつながる。「自分自身を
鍛え、自身の力を高めていくという意欲
を持てば、自ずと自信は生まれる」と教
授は語る。主体的学習を行う努力は、自
らの道を切り開くための手助けとなるに
違いない。
《企画・記事》安藤《写真》岩本

写 真 に ス マ ホ を か ざ す と、 ロ ー ラ ー
ホッケー部の動画がご覧になれます。

日本では競技人口が少ないローラーホッ
ケー。しかし、世界では大変人気のあるス
ポーツである。イギリスが発祥の地である
からか主にサッカーが盛んな国のブラジル
やスペインなどで楽しまれている。
ホッケー競技の一つであるローラーホッ
ケーはその名の通りローラースケートを
履きホッケーを行うスポーツ。「スティッ
ク」と呼ばれる木製の棒で、ゴム製のボー
ル「パック」を相手ゴールに入れると得点
となる。試合はゴールキーパーを含めた５
人で行われ、選手交代は自由で制限もな
い。前後半各20分の計40分でより多くの
ゴールを決めたチームが勝者となる。
アイスホッケーとは違い、試合中は接触
などの激しいプレーは禁止されている。
接触が反則になるため、相手に背を向け

パックを保ちながらパスを出すなどのロー
ラーホッケー独特のテクニックもある。試
合は、目まぐるしく攻守が入れ替わり、
ショットの速度は最速で時速約140キロに
もなるといわれている。
スピードとテクニックを要するスポーツ
であるローラーホッケー、歴史の浅い日本
での普及はこれからである。

授であるが、過去には従来の講義形式を
とっていたことがあり、いかに学生の興
味を惹きつける講義を行うかに重点をお
いていたとのこと。しかしある時、自身
の講義が“面白い”という印象しか学生
に残らないのであれば、その講義は意味
を成さないのではないかと疑問に思った
そうである。
「授業で得た知識を使って
今までとは違う角度から社会を捉え分析
し、自分なりに意見を表明できるように
なってこそ、その授業は学生にとって有
意義なものであったと言える気がする」
と教授は話す。いかに学生が主体的に勉
強するよう仕向けることができるかと
模索していた時に出合ったのが、「アク
ティブ・ラーニング」であったという。

（）
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この春、地方から上京してきた学生は多
いと思うが、学生寮、兄弟姉妹との同居な
ど、生活スタイルはさまざまだろう。中で
も一人暮らしは「すべてのことを自分でし
なければならない」という慣れない環境に
苦労することも多いはず。しかし、他では得ることのできないものが得られるのも一
人暮らしの魅力だと思う。そこで今回、現在都内で一人暮らしをしている広島県出身
の小森美智子さん（経営３）に一人暮らしならではの魅力を聞いた。一人暮らしに興
味のある方や不安を抱く方など、参考にしてみてはいかがだろうか。
活費が足りなくなってしまったことがあり
ます。入学当初は両親に頼ることが多々あ
りましたが次第に慣れて今では予算内で生
活できるようになりました。
林：家賃を除くと、月にいくらくらいの収
入で生活していますか？
小森：仕送りとアルバイトの収入を足して
大体10万円弱で生活しています。授業、
サークル、友達との予定で、アルバイトは
週に２，３回しかできないので、収入は月

全て自分で管理する

林：いつから一人暮らしをしていますか？
小森：上京した大学１年生の春からです。
林：なぜ学生寮ではなく一人暮らしをしよ
うと思ったのですか？
小森：今まで洗濯や料理などを全くと言っ
ていいほどしてこなかったので、自己管理
をして自立した生活を送るためです。
林：自炊など大変そうですね。
小森：料理をするときは、多めに作って保
存しておくなど工夫をしています。また、友
達と外食したり、アルバイト先のお惣菜をも
らってくることもあるので、食事に関して大
変だと思ったことはあまりありません。
林：料理をするようになった他に、一人暮
らしをして変わったことはありますか？
小森：お金の使い方に気を使うようになり
ました。今までは遊ぶお金だけを考えれば
よかったのが、光熱費やクレジットカード
の引き落としなどの分も考えなければなら
ないので、常に生活費を意識しています。
林：実際に自分でお金を管理してみて失敗
したことはありますか？
小森：上手にやりくりできず、その月の生

んの
こくぴょ
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離れて気付いた地元の魅力
林：なぜ一人暮らしに今住んでいる部屋を
選んだのですか？
小森：受験する大学へのアクセスが良かっ
たからです。インターネットで賃貸情報を
チェックし、実際に父が複数の不動産を周
りこの部屋を見つけました。
林：いつぐらいに部屋を決めましたか？
小森：10月ごろです。しかし、私の場合は
特殊な例だと思います。今住んでいる物件
は新築だったため、とても人気で早くに決
めないと部屋が埋まってしまう可能性があ
り、比較的早めのこの時期に決めました。
林：確かに早いですね。小森さん自身住み
たい場所はありましたか？
小森：渋谷や新宿などの大きな街にアクセ
スがよいところであればどこでも良かった
です。
林：東京に憧れはありましたか。
小森：ありましたね。衣服や飲食のお店が

一人暮らしでなければ得られないもの
ごとに変わります。
林：一人暮らしの人は、友人からの誘いも
多く、勉強や家事・アルバイトと自由な時
間が無いようなイメージがありますね。
小森：私も入学前はそのように思っていた
のですが、実際には一人の時間も結構あり
ますよ。
林：一人の時間はどのように過ごしていま
すか？
小森：勉強の合間に、息抜きとしてテレビ
を見ていることが多いですね。最近は、料
理を作ることも好きになってきたので、近
くのスーパーマーケットまで食材を買いに
行く事も多くなりました。
林：一人の時間を利用して新たな事にチャ
レンジしているのですね。
小森：そうですね。自分で時間の管理がで
きて、やりたい事ができるのも一人暮らし
の良いところですね。

国学院大学博物館

たくさんありますし、テレビで紹介されて
いるようなスポットに電車で簡単に行ける
ので、住んでいてとても満足しています。
林：そんな東京に負けない、出身地広島の
魅力はありますか？
小森：観光名所が多く、おいしいものが
たくさんあるところです。観光名所のなか
には世界遺産である宮島の厳島神社や原爆
ドームがあり、世界中から多くの人が訪れ
ます。また、牡蠣やあなごといった海産
物、お好み焼き（写真右上）
、
もみじ饅頭な
ど、他の土地では味わえないおいしいもの
がたくさんあるところが広島の魅力です。
林：広島と言ったらお好み焼きのイメージ
が強いですよね。
小森：私もお好み焼きは大阪よりも断然
広島派です（笑）
。広島には府中焼きとい
う、いわゆる広島風お好み焼きとは違った
食感が楽しめるものもあるので、ぜひ本場
で食べ比べてみてください。

本学の礎を学ぶ

渋谷キャンパス学術メディアセンターにある国学院大学博物
館。今年 4 月から「伝統文化リサーチセンター資料館」から「国
学院大学博物館」へと改称した。同館は、多くのイベントを行っていて、本学の学生以外の方も無
料で気軽に利用することができる。今回は同館の学芸員である加藤里美先生にお話を聞いた。

学芸員の仕事
本学の博物館全体で所有し

ている資料は約11万点に及

ぶ。加藤先生たち学芸員はそ
れらの収集、研究、展示、講
座などを行っている。また、
展示品についてより深く知っ

写真にスマホを
かざすと、博物 てもらうことを目的とした
館の動画がご覧 ミュージアムトークを開催し
になれます。

ており、そのストーリーの考

案なども行っている。

３つの展示ゾーン、
その魅力
国学院大学博物館は３つの展示ゾーンに分かれ

ており、考古学展示ゾーンでは資料の約99％が

国際交流歓迎会
４月25日、午後６時から若木タワー有
栖川宮記念ホールで国際交流課主催の国際
交流歓迎会が開催された。
このイベントは今年４月から本学にやっ
てきた招聘研究者・交換留学生と日本人学
生の交流を深める目的で行われた。本学
はこの春、13人の招聘研究者・交換留学

実物で、本学教員の研究成果を見ることができ
る。また、神道の展示ゾーンを設置している所は
全国でも本学を含む２つの大学でしかなく、レプ
リカの製作が難しい貴重な資料も展示されてい

る。校史の展示ゾーンは建学の精神に始まり、本
学の母体である皇典講究所の初代総裁である有栖
川宮幟仁親王の所縁の品まで、本学の礎を学ぶこ
とができる。

地域のネットワーク
現在、加藤先生をはじめとする学芸員は、地域

住民などにより多く訪れてもらうため、渋谷区の
掲示板にポスターを掲示するなど、近隣への広報
活動に力を入れている。皆さんもこの機会に本学
の歴史に触れてみてはいかがだろうか。
《記事》高村《写真》高橋

生を迎えている。今年度も昨年度に続き
K-STEP アシスタントや国際交流サークル
「ｃｈａ×ｃｈａ」のメンバーをはじめ多
くの日本人学生が集まり、国際交流に対す
る関心の高さがうかがえた。
会は赤井益久学長のあいさつで始まり、
学生部長・佐藤長門文学部教授の乾杯の音
頭で歓談が始まった。途中、交換留学生・
招聘研究者が壇上で一人ずつ自己紹介を
行った。その後、毎年恒例のクイズ大会で
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林：私も広島に行きたくなりました。広島
独特のものはまだたくさんあると思います
が、文化の違いなど東京に来て感じたこと
はありますか？
小森：言葉の違いがあることです。地元
で普通に使っていた広島弁が通じなかった
ときは大変でした。広島弁は基本、「じゃ
ろ？」、「行かん？」といった、特徴的な語
尾が多いです。あと、寝なさいを「寝」、
しなさいを「し」など、一音で伝える言葉
もあります。
林：でも、今は方言を使ってないですね。
小森：東京ではほとんど標準語です。それ
でもイントネーションは抜けません。

自立のスタート地点
林：今後上京してくる受験生、一人暮らし
を考えている在学生に、メッセージをお願
いします。
小森：最初は何事も慣れなくて一人暮ら
しが嫌になることもありました。しかしそ
んな毎日のおかげで、今まで知らなかった
知識が身につき精神的にも成長したと思い
ます。また、家事や金銭のやりくりを通じ
て、家族の分の家事もこなす母や、家計を
支える父の大変さを知りました。今までよ
りも両親への感謝や尊敬の気持ちは高まり
ましたし、家族の仲もより深まったと思い
ます。このように、一人暮らしをしなけれ
ば得られなかったことがたくさんありま
す。一人暮らしが心配な学生や保護者は多
いと思いますが、経験する価値は十分ある
と思います。今後の人生にも必ず役立つと
思うので、自立への第一歩だと思って一人
暮らしをしてみてください。
《企画》林・岩本《記事》林
《写真》岩本・宮内

渋谷区立鍋島松濤公園
渋谷駅から京王井の頭線で一駅の
神泉駅。そこから徒歩８分程度の住
宅街の中に渋谷区立鍋島松濤公園は
ある。この公園がある場所はもともと紀州徳川家の下屋敷で、明治に入っ
て佐賀の鍋島家に払い下げられ、明治９年に茶園が開かれた。茶園の廃止
後は池の周辺の一画が児童遊園となり、昭和７年に東京市に寄贈された
後、渋谷区に移管され現在に至る。
この公園の一番の見どころは、やはり公園の敷地の多くを占める池だろ
う。晴れた日に公園全体を鮮やかな緑色の木々が取り囲み、池に設置して
ある水車が回って水の音を立てているのは涼しげで、とてものどかな様子
である。池には、悠々と泳ぐ鯉や日なたぼっこをするカメなどが見られ
る。池の周りを一周できる造りになっているため、カメラを持って散歩す
る家族連れや、ウォーキングがてら足を運ぶお年寄りが多いようだ。ま
た、この公園には桜、藤、紅葉、ツツジなどのさまざまな木や花が植えら
れ、季節ごとに公園を彩る。春は、桜
の木の元で花見をする人が多く訪れる
という。同じ渋谷区でもにぎやかな都
会の雰囲気とは一変して、落ち着いた
静けさに包まれた鍋島松濤公園。一度
足を運んでみてはいかがだろうか。
《企画》赤羽《記事》福沢
《写真》佐藤

は、さまざまな国のクイズが出題された。
優勝したチームには豪華賞品が贈られる
と、大きな拍手が沸き起こる場面があっ
た。最後に留学生と親睦を深めた学生たち
が全員で校歌を歌い、歓迎会は幕を閉じ
た。
国際交流課では国際交流の集いとして定
期的にイベントを開催する予定。国際交流
に興味がある学生、留学生とコミュニケー
ションをとりたい学生はぜひ参加してみて
はいかがだろうか。
《取材》木下・加瀬・大竹・森

《記事》森《写真》木下・大竹

終了後は全員で記念撮影
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「子どもを育てるプログラム作りを目指して」
放課後NPOアフタースクール

出産後も働く女性が多い現代、下校後の子どもを保護者に代わって保育

する
「学童保育」
を利用する親は少なくない。
しかし、このようなサービスを

提供する施設はまだ少なく、
普及が急務となっている。本学でも今年度から
子ども支援学科が開設され、
このような問題へ関心が高まりつつある。そこ

で今回、放課後預かりサービスの運営・提供を行っている「特定非営利活動
法人

放課後NPOアフタースクール
（以下：アフタースクール）」で働く本

学卒業生の秋山千草さん
（平24卒・120期外文）
に話を聞いた。

アフタースクールとは
アフタースクールでは放課後の安心・安全な
預かりに加え、多種多様な体験ができるプログ
ラムを盛り込み、子どもを預かりながら情操教
育を行うサービスを提供している。
プログラムには衣食住などのテーマがあり、
子ども一人ひとりに合ったプログラムを提供で
きるように約300種類の体験項目が用意されて
いる。各プログラムでは市民先生と呼ばれてい
る各分野の専門家を招き、本格的な体験を行
う。さまざまな体験を通して幼少期から学習の
視野を広げ、社会全体で子どもを育てていくの
がアフタースクールの狙いだ。

放課後との出会い
本学在学中はやりたいことが多く、学外など
で幅広く活動していたという秋山さん。現在の
仕事をする上で、在学中のどのような経験が役
立っているのだろうか。
秋山さんは４年間、外国語文化学科で学びを
深めるとともに多くのサークルにも所属した。
学校教育に興味があり、小学校の授業補助の仕
事を行ったりしていた。
放課後教育に興味をもったのは、在学中にス
タディーツアーで訪れたアフリカでの出来事
がきっかけであった。スタディーツアーとは見
学・体験を中心とした旅行のことである。そこ
で秋山さんは現地の子どもが放課後に生き生き

と外を走り回っている姿を目の当たりにし感銘
を受けたという。日本でも放課後という型にと
らわれない教育をもっと発展させることが出来
れば、子どもの健やかな成長が期待ができると
感じ、学校教育から放課後教育に目を向けた。
そして、大学３年の夏にアフタースクールの
紹介が掲載された本を読み、自分のやりたいこ
とと合っていると思った秋山さんは、このアフ
タースクールの活動に学生スタッフとして参加
した。現在では同法人の職員として第一線で活
躍している。
大学４年間の経験と一冊の本との出合いに
よって「放課後」の可能性を広げる活動に参加
し、現在、自分の夢だった仕事に就いている秋山
さんは充実感に満ち溢れていた。

放課後の可能性をより広げるために

して、子どもたちがやりたいことを見つける次
世代教育をしているところです」と語った。
大切な子どもを預かるという責任の大きい世
界に飛び込んだ秋山さんだが、求めていた職業
に就き、やりがいをとても感じているように思
えた。
アフタースクールでは職業体験を行えるイン
ターンシップも積極的に行っており、大学生に
限らず社会人も活動に参加することが可能であ
る。子どもたちの「放課後」に興味がある方は
ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
《記事》森 《写真》大竹・高村

秋山 千草さん

秋山さんは事務作業の傍ら、現場に赴き時間
の許す限り子どもたちと触れ合う機会を作って
いる。
この仕事の良さは、プログラムを通して子ど
もたちの目がキラッとなる瞬間を間近で見られ
るところであると話す秋山さん。さまざまな職
種の方々との出会いによって、自分の知らない
世界を知ることができ、子どもだけでなく大人
も楽しめる職業だという。
この仕事の魅力を尋ねると「社会的体験を通

K - S M A P Y ・ K - P I T の 誕 生 秘 話 を 探 る
普段、私たち学生が何気なく利用している学生支援システム「K-SMAPY」
や、それらの情報を確認できる端末「K-PIT」は、どのような経緯で開発された
のだろうか。今回は、これらの開発に携わった白川博一事務局長をはじめ、及
川聡学術メディアセンター事務部次長、堀内弘行情報システム課長、仙北谷穂
高教務課長に、
「K-SMAPY」
「K-PIT」の誕生秘話について話を聞いた。
履修登録のウェブ化
かつての履修登録は、学生が記入し提出し
た OCR 用紙を、教務課が処理するという紙
媒体の形式で行われていた。シラバスを参考
に授業番号などを手書きで記入するため、書
き間違いや見間違いをして授業の誤登録をし
てしまう学生が多かったそうである。こうし
た問題の解決や、学生の学修支援を効率よく
行えないかと考えた末に辿り着いたのが、履
修登録のウェブ化であった。
開発までの道のり
「K-SMAPY」の最大の特徴は、
“ 本学のオリ
ジナルのシステム”であるということ。システ

ム会社が作ったパッケージシステムを導入す
ることは容易ではあるのだが、学内には同シ
ステム以外にもウェブシラバスや図書館シス
テムなど学修支援系システムが存在し、この
ような他の学内システムと連動した拡張性の
あるシステムを構築するためには自主開発が
大前提となった。そこで本学では導入のしや
すさよりも使い勝手の良さを重視し、文系大
学としては類を見ない自主開発へと踏み切っ
たのである。
しかし、文系大学である本学がどうして大
規模システムを構築することができたのであ
ろうか。まず、同システムの開発以前に教務
系システムの学内開発に着手、基幹システム
仙北谷穂高
教務課長

白川博一
事務局長

及川聡学術メディアセンター
事務部次長



堀内弘行
情報システム課長

がすでに完成されていたことが挙げられる。
また、本学の情報システム課には、ソフト
ウェア会社のシステムエンジニア出身の職員
が複数人在籍しており、システム開発の経験
と専門知識が豊富なスタッフが揃っていたこ
とも大きな要因だ。このようなことから、教
務系システムの知識が学内処理に集約され、
ウェブによる履修登録が可能になったのであ
る。
しかし、履修登録のウェブ化における懸案
事項も多かったとのこと。履修登録期間のど
の時間帯に学生のアクセスが集中するか予測
できなかったため、レスポンス機能に対する
不安は大きかったという。どのようにしてレ
スポンスの向上を図るかなど、より良いシス
テムの確立を目指して試行錯誤の日々が続い
た。こうした開発者たちの絶え間ない努力が
実を結び、私たち学生にとって欠かせない情
報ツールが誕生した。
開発がもたらしたもの
これらのシステムが開発されたことで履修
登録を容易になったことはもちろん、他にも
さまざまな効果が生まれた。
まず、学生が出席状況や学修状況など、個

私たち学生アドバイザー「メディアチーム」
は、昨年度まで本誌「K：DNA」の作成、映
像による番組配信、SNS （ソーシャル • ネッ
トワーキング • サービス）を使った情報発信を
行ってきた３チームが合流、総合的な情報発信
を目指し今年４月に誕生しました。
チームの合併によって、本誌紙面とさまざま
なメディアとの連携が可能になります。今回
の紙面では、携帯端末をかざすと映像を見るこ
とができる携帯端末のアプリ「AR」を本格導
入しています。私たち学生アドバイザ一が制
作するインターネット情報番組「Kokugakuin
Express」が、これまでの大学ホームページで

の視聴に加え、本誌からでも見ることが可能に
なりました。
さて、今号制作を前に、私たちは全てのコラ
ムの見直しを行いました。新年度となり、新し
いメンバーを迎えた一方、４年生が、就職活動
のため不在となり、３年生以下が中心となって
取り組みました。昨年度までのコラムに何が足
りないのかについて話し合いを重ね、新コラム
を決定。新しい試みとして通常コラムで取り上
げきれなかった旬の話題を取り上げる「自由
枠」というコーナーを設けました。今回春号の
「自由枠」で取りあげたのは「K-SMAPY 誕生
秘話」です。

人の情報を把握しやすくなり、自身に合った
支援が受けやすくなった。また、これらのシ
ステムを通じて、学生や保護者と教員が情報
を共有でき、新たなコミュニケーションが創
り出されるようになったのである。
ウェブ化の現状と今後の課題
このように利用者たちに測り知れない利
便性をもたらした情報ツール「K-SMAPY」
「K-PIT」 で あ る が、 一 方 で、 履 修 登 録 が
ウェブ化されたことにより、シラバスに目を
通さなくても登録可能な授業が自動で算出さ
れるため、機械的に履修登録を行う学生が増
えていると担当者は分析する。便利さゆえに
生じた課題ではあるが、この問題を解決する
にはまず、私たち学生自身が自分の学びのス
タイルを見つめ直し、意識を変える必要があ
ると言えるだろう。
本質を見抜く
「K-SMAPY」 や「K-PIT」 が 開 発 さ れ た
背景には、利便性の追求と共に、学生がこの
システムを活用してより良い学生生活を送っ
てほしいという開発者たちの願いがある。
日々学びを積み重ねている私たち学生を、サ
ポ ー ト す る の が「K-SMAPY」 や「K-PIT」
だ。学ぶ主体である私たちが、この情報ツー
ルが学修を手助けする補助的な手段であるこ
とを認識して、一人一人の目標に合った学修
を効果的に進めていきたい。
《企画》赤羽 《記事》安藤
《写真》木下・大竹・森

今号の取材や編集は、折に触れて４年生のア
ドバイスをもらいつつ、３年生が２年生をリー
ドして行ってきました。これまでを振り返り、
今まで後輩の私たちを支えてくれた卒業生や４
年生の存在の大きさを改めて感じました。同時
に、自分たちの努力で本誌を作り上げることが
できたことは大きな自信でもあります。
これから夏号・秋号・冬号・特別号と制作は
続きます。今年度はより一層、さまざまなこと
にチャレンジすることを心がけ、さらなる進化
を続ける K：DNA にご期待ください。

（森）

