所
行
発

学 校 法 人

共 立 女 子 学 園
東京都千代田区一ツ橋2−2−1
T E L 03（3237）2838・2817
kohop@kyoritsu-wu.ac.jp

共立女子大学大学院
共 立 女 子 大 学
共立女子短期大学
共立女子高等学校
共立女子第二高等学校
共 立 女 子 中 学 校
共立女子第二中学校
共立大日坂幼稚園

学校法人 共立女子学園
学園長・理事長 石橋 義夫

21

1

とにあったわけですが、しかし同時
にそこには英語の授業があり、また
美術、読書、作文などの授業があり
ました。本学では職業というものを
始めから大きな視点で捉えていたの
です。洋裁を教えていたのがドイツ
人女性だったということも、当時に
おいては画期的なことだったはずで
す。職業教育と人間教育は同じもの
だという確信のもとに本学が発足し
たことを私たちは忘れるべきではあ
りません。
個の完成をめざすことが究極の職
業教育だと本学では考えています。

まなければならない課題と一致する ローバリズムの進行に対応するため、
ー、マリアーノ・フォルチュニイの
共立女子大学
と考えられます。
ドレスをはじめとする近代ヨーロッ
国際交流の機会を、学生の多様な希
すなわち、本学園の創立目的であ 望に応じて、数多く用意することも
パの服飾類や 世紀の版画やアール
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
る「女性の社会的地位の向上のため、 教育機関としての責務と考えます。
ヌーボーのガラス器、アメリカンキ
自活の能力の習得と自立した女性と
本学園は、2016年には創立
家政学部教授
長崎 巌 ルト、中国の染織品や陶磁器など、
しての必要な教養の習得」を基に、 30周年を迎えます。伝統と実績を
実に多様な作品が多数収蔵されてい
女性の自主独立をめざし、建学の精 踏まえつつ、 世紀の新しい女子教
ます。
神である「誠実・勤勉・友愛」の教 育の在り方を求めて日々努力を積み
近年では、本館ロビーにおける展
育理念をモットーとし、明治から今 重ねております。
示などもきっかけとなって、本学所
日まで時勢の推移に対応しつつ連綿
蔵のこれら文化財的資料についての
卒業生から共立女子学園に「入学
として貫かれてきた創立者の意思を して良かった、共立の学びが社会人
社会的関心が高まり、さまざまな美
実現することでもあります。
としての強みになった」との声が聞
すでに創立以来120年以上の歴 術館からの出品の依頼も増え、文化
このような創立者の偉大な教育の かれる、そのような教育機関を目指 史を重ねている本学には、長年にわ 的な社会貢献にも大いに役立てられ
理想を実現し、かつ時代の要請に応 し、全教職員が一丸となって皆様の たって収集されてきた日本の服飾美 るようになってきました。
えるべく、学生・生徒一人ひとりの ご期待に応えていく所存でございま 術品やその他の工芸品が多数収蔵さ
そこでこの学園報においても、順
夢が着実にかなえられるよう、教育 す。
れています。これらは学園生のため 次本学の名品を紹介し、皆様にその
の質の保証・向上を目指して、
の教育資料として、また教員の研究 概要を知っていただくことになりま
幼稚園・中学校・高等学校・短
資料として幅広く活用されてきまし した。
期大学・ 大学・ 大学院におい
たが、公開に関しては、長らく学内
て、時代の変化に対応した教育
白綸子地松竹梅鶴亀模様打掛
でそのごく一部が展示されるのみで
システムを構築して行かなけれ
江戸時代・ ～ 世紀
した。
ばなりません。また、急速なグ
小袖を着て帯を締めた上にもう一
幸いにも、平成 年 月、泉屋博
古館分館の御好意により、同館にお 枚小袖を「打ち掛けた」場合の、上
」と
いて特別展「共立女子学園コレクシ 着の小袖を「打掛（うちかけ）
いいます。打掛は近世の武家・公家
ョン 華麗なる装いの世界―江戸
明治・大正―」が開催され、初めて 階級の女性や富裕な町人女性が夏以
大規模に本学のコレクションが公開 外の季節に用いた礼装で、伊勢流武
されることとなり、これを機に本学 家 故 実 を 記 し た 、 天 保 十 四 年
のコレクションの存在が社会に広く （1843年）刊『貞丈雑記』の記
述から、江戸時代には、小袖を着用
知られることとなりました。
この展覧会では、展覧会図録を兼 し帯を締めた上に別の小袖を羽織る
ねた本学所蔵の小袖と着物の収蔵品 ように着ることを「打ち掛く」と表
現していることか
図録『共立女子学園コレクション
小袖・着物編』を刊行することもで ら、それがこの名
きましたが、日本の服飾資料に関し 称の由縁であった
ては、その後、共立女子学園後援会 こ と が わ か り ま
の御援助を得て、男性の服飾を中心 す。
平安時代の末期
とする公家・武家の服飾や庶民の服
飾、アイヌ服飾や琉球服飾、近代の に庶民から成り上
女性服飾などを収録した『共立女子 がり、鎌倉時代に
大学コレクション 日本服飾編』を 公家に代わって社
会の支配者となっ
刊行することができました。
しかし本学には、これら日本の服 た武家は、当初公
飾品以外にも、大名家の婚礼調度類 的な場では公家風
や室町・桃山時代の漆工品や江戸時 の衣服を着用する
代の伊万里焼、イタリアのデザイナ ことが多かったの
学はいっそう職業教育を強化し
なければならないという状況に
立ちいたっています。本学はこ
の状況に真剣に立ち向かう所存
です。
同時に、不況や大震災による
社会不安のために、人生のなか
で行き暮れている若者が多いこ
とも事実で、それらの若者にど
う対応するかも大学に与えられた重
要な課題です。職業教育も、この視
点から捉えることが求められます。
働くとはどういうことか、生きるこ
との意味はなにか、ということを、
学生と共に考えてゆかなければなり
ません。幸い本学は中規模大学なが
ら多様な専門分野を擁しており、共
通教養教育にもこの多彩さが十分に
反映されていて、総合的な観点から
この課題に取り組むことができます。
本学が明治 年に女子職業学校と
して発足したときの職業教育とは主
として裁縫や刺繍の技術を教えるこ

ですが、室町時代を過ぎる頃には小
袖を中心とする庶民時代の服装形式
へと回帰していきました。女性の服
飾においても、唐衣裳や小袿（こう
ちぎ）といった公家風の服装から脱
して、小袖を表着として着用する形
式へと変っていきました。
唐衣裳にせよ小袿にせよ、重ね着
することによってフォーマルな衣服
としての意味合いを持つものでした
から、小袖を服装の中心にすえるよ
うになった後も、フォーマルな場で
は、
形式としての重ね着が求められ、
打掛はそうした中から生まれまし
た。現在でも婚礼には打掛を着るよ
うに、桃山時代には打掛を羽織るこ
とが正装であることの表現となって
いました。
この打掛に見られるような、松竹
梅に鶴亀を組み合わせた模様を「蓬
莱模様」と呼びます。仙人が住み不
老不死の薬があるという中国発生の
蓬莱山伝説を日本的に翻案した意匠
で、裾と袖下部に配された大柄な岩
がそれを暗示しています。おめでた
い吉祥模様であり、江戸時代におい
ては婚礼衣裳に多用された模様で
す。この作品は白地ですが、婚礼時
にはこのほかに、同じ模様の赤地と
黒地の打掛が 点揃いであって、色
直しの時に白・赤・黒の順に着替え
たと考えられます。
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昨年の東日本大震災から１年が経
ち１日も早い復旧・復興が望まれま
す。被災に遭われた皆様には、衷心
よりお見舞い申しあげます。
この未曾有の大震災によって、こ
れまで築き上げてきた近代的な社会
生活や科学技術、自然環境問題等生
活の原点に至るまでの見直しが求め
られているのではないでしょうか。
これはまさに、本学園の女子教育
が目指す、
「女性の社会的地位の向上
と、人間性豊かに家庭や社会に貢献
できる女性の育成」が掲げる目的を
実現するために総力をあげて取り組

共立女子大学・共立女子短期大学
学長 入江 和生

苦難の時代に
長引く不況の果てに襲ってきた東
日本大震災のために、日本社会は根
底から揺さぶられています。当然、
社会の一員である大学も、揺さぶら
れています。日本がこれからどうし
てゆかなければならないかが論議さ
れるなかで、大学はどうあらねばな
らないかも問われています。
不況のなかで、大学は職業教育を
強化するように国から要請されてき
ました。大学が職業教育を強化すれ
ば不況の克服に効果があるかどうか
が明らかにされないなかで、さらに
大震災に追い打ちをかけられて、大
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共通点として生活者の視点があります。
被服学科には、衣に関する人間生活
を科学、
文化領域の両面から学ぶため、
造形デザイン、アパレル情報、染織文
化財の３つのコースがあります。教
職・学芸員・テキスタイルアドバイザ
ーなどの諸資格がとれ、アパレルファ
ッション分野のほか、社会の広い分野
に進出しています。
食物栄養学科は２専攻からなり、食
物学専攻ではフードスペシャリスト認
定試験100%の合格率で示されるよ
うに、食に関する幅広い知識と実践能
力を身に着けた専門家の輩出を目指し
ています。また本年度入学生から食の
安全の専門家である食品衛生監視員等
の資格が取得できる予定です。管理栄
養士専攻は国家試験合格を目指すこと
が目標の一つですが、人々の健康を、食
を通じて支える人材を育成しています。
建築・デザイン学科は、生活者の視
水之江

郁子

点を持つことを特徴とし、卒業生は建
築界やデザイン界に限らず幅広い分野
で活躍しています。大学院博士前期課
程では卒業と同時に一級建築士受験が
可能になるなど、安心・安全・快適な
社会生活を営む意思と能力のある人材
を育成しています。
児童学科は、幼稚園や小学校、保育
所等の児童福祉施設にて、児童の健全
な成長発達を支援できる専門性の高い
人材を養成することを目指していま
す。大学院博士前期課程児童学専攻で
は、より高度な専門職の育成を目的と
した教育を行っています。

国際学部
国際学部長

性や「総合的な判断力」
、
「誠実で豊かな
人間性」などはどれも自立した個人のモ
ラル・倫理を形成するべき「教養」がも
国際学部の未来に向けて
たらすものです。
昨年３月、大震災と原発の問題の衝
このように考えますと本学は、専門性
撃を受けて、実に多くのことを考え、
に配慮しながらも教養教育をとても重視
学び、成長したのは学生たちだけでは
していることが分かりますし、それこそ
なく、学部教員一同も同様であったと
が実社会に出てから役立つのだという見
感じます。そして、この「国際学部」
識がそこにはあります。
という小さい組織に何ができるのだろ
そして文芸学部には、本学が重視して
うか、という問いが突きつけられたよ
いる教養教育の中核を担っているという
うな気が致しました。日本、さらに世
自負があります。人類の知的遺産とも言
界のどこで何が起きても、自らしっか
うべき古今東西の文学・芸術作品に触れ
り考えて行動できる力を育てる、それ
ることで、現実には経験しえない多くの
には、日本、または自らの立ち位置を
人生、多種多様な感受性や価値観に出会
客観的に理解することが不可欠とも思
い、心を動かされることは、独善的な思
い込みから私たちを解放するでしょう。 われました。そのように、激動する社
会で自ら道を切り拓いていける卒業生
そこにおのずと生まれる「ディーセン
を送り出すことが、学部に求められて
シー」
（ decency慎み深さ）とでも言う
べきものこそ、本学の卒業生たちが、社
いるとの思いを一層強く致しました。
会で高く評価されてきた資質ではなかっ
国際学部では、提供する学問分野を
たでしょうか。
「国際文化」と「国際社会」に分けて
私たち文芸学部は今後、さらなる教養
括り、しかし、その垣根を低くして、
教育の充実を目指していきたいと考えて
学生が積極的に両分野から授業を選択
います。
するよう推奨しています。その点は第

図書館
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恒久
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本学図書館は、図書約 万冊、雑誌
約 、
500種、
ＡＶ資料、
電子媒体
（各
種データベース、電子ジャーナル等）
など膨大な蔵書を有します。これは
120年を超える本学の歴史のなかで
積み重ねられてきたものです。
大学図書館は、学生の学習活動や教
員の教育・学術研究活動を支える学術
情報の拠点です。近年、図書館をめぐ
る環境が変わってきましたが、本学の

館長・国際学部教授

11

阿部

＋）が 月に無事、出版されました。
総合文化研究所
日本のマンガに魅了された、ニュー
ヨークの高校生たちの記録です。
「総
所長・文芸学部教授
半沢 幹一
合文化」という名を持つ、本研究所に
ふさわしい内容であるとともに、学術
書らしからぬ装丁・造本なので、広く
読まれるかもしれません。
研究所企画の展示・講演会は 件、
行われました。 月の「
Connecting
（居心地のよい場をつくる）展」
、
Space
着実な成果の蓄積をめざして
月の
「武村耕靄展」
、
そして 月の
「水
本研究所の改組改革 年目にあたる
谷靖 能面展」で、偶然ながら、昨年
昨年度は、大地震の影響が懸念されま
度は建築や美術の関係が続きました。
したが、研究・出版の助成も、研究所
それぞれ講演会とともに、学内外から
企画の展示・講演会も、予定どおりに
多くの参加者があり、好評裡に終了し
実施されました。
ました。
共同・個人の研究助成の成果は、今
展示は毎回、本館 階ロビーで行わ
年度中にまとめられ、発表・公開され
れるため、日々出入りする学生たちの
ることになっています。出版助成のほ
目に触れることが多く、自然にさまざ
うは、沼田知加文芸学部教授訳の『ニ
まな文化を学ぶという、日常的な教育
ューヨークの高校生、マンガを描く―
効果が期待されます。
彼らの人生はどう変わったか』（マイケ
改組改革 年目の今年度も、順調な
ル・ビッツ著、岩波書店、￥200滑り出しです。予定数を上回る、多様
2

三者評価の際にも認められました。そ
して、初めての卒業生たちや続く学生
たちの意見も聞きながら、学部のあり
方にはさらに議論を重ね、より魅力あ
る学部、より現代社会のニーズに対応
する学部となるように、新しい枠組み
を検討しています。
現代社会のニーズへの対応として
は、例えば、中国研究の充実が挙げら
れます。昨年は２回目の学部海外研修
旅行を中国で実施し、北京や成都、九
寨溝
（ きさゅいうこ）
うなどを巡り、素晴らしい大
自然や歴史ある街に触れるとともに、
現地大学生との活発な交流を行いまし
た。これをきっかけとして、北京の大
学との交換留学の話も進行中です。
私自身はイギリス文化を担当してい
ますが、イギリスには「伝統と革新の
国」という表現がよく合うように思い
ます。小さな島国の強靭さは、伝統が
常に革新する力と火花を散らすところ
にあるからです。伝統ある共立女子大
学で、その伝統を力強く担われる他学

1
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家政学部
家政学部長

文芸学部
文芸学部長

村上

家政学は、生活者の視点から人間生
活について広く追及する学問です。平
成 年は自然災害に対する人間生活の
脆弱さが示され、
「絆」の大切さを実感
しました。家政学部では衣・食・住・
こどもを通じて人と人との絆を育む人
材を育成します。４学科ありますが、
23

本学は、
「専門の学芸を教授研究し、
学生の主体的な学びを育み、幅広く深い
教養および総合的な判断力を培うととも
に、誠実で豊かな人間性を涵養し、社会
に広く貢献する自立した女性を育成する
こと」を、大学・短大共通の人材養成目
的として掲げています。これをよく見ま
すと、
「専門の学芸を教授研究し」という
冒頭部分は各学部学科それぞれに専門教
育があることを示す箇所ですが、残りの
大半は教養教育について語っていること
に気づきます。
「教養」には「幅広い知識」という要素
がありますが、しかしそれだけではあり
ません。例えば、下品なことや卑しいこ
とを避けるときに「教養がじゃまをして
〜できない」などと私たちは言いますが、
その「教養」には、
「モラル・倫理を形成
する」ものという要素があります。
「モラ
ル・倫理」を欠いた「教養」など単なる
装飾にすぎないでしょう。先の「主体」

部に対して、新しい学部である国際学
部の使命は、常に新たな息吹で挑戦し
ていくところにあると考えております。

48

な研究にたいする助成と、 件の出版
助成が決まっています。また、展示・
講演会も、世界各地の文化をテーマと
して、 件の予定が組まれています。
このようにして、今後も、本研究所
の活動の成果が着実に蓄積されてゆく
ならば、本学全体の教育・研究の拠点
としてだけではなく、学外さらに国外
に向けても発信できる存在になりうる
と考えます。
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図書館でも、そうした環境変化に対応
していこうと努めています。
大学・短大教育では、学生が自ら学
ぶ重要性が強調されています。すでに
図書館では、シラバスに明示された参
考文献について取り揃えて配架し、全
学共通の「基礎ゼミナール」全クラス
で、１回分の授業を資料検索方法を含
む図書館利用のための実習に当てるな
ど、学習支援を行ってきています。ゼ
ミナール報告の準備などに利用できる
グループ学習室もあります。
図書資料などの選書は、学部・学科
のカリキュラムを反映させるため選書
委員の先生方の協力を得て行っていま
すが、平成 年度から学生図書委員会
を発足させ、学生の希望を取り入れた
選書も開始しました。
近年の環境変化の第一は、電子化さ
れた資料・情報の急速な増加です。本
学図書館でも電子媒体の資料・情報は
増加の一途をたどっています。
しかし、
電子媒体によってアクセスが異なるこ
ともあって、十分に利用されていない
面があります。そこで本年度、グーグ
ルのように一つの窓（入り口）から多
くのコンテンツにアクセスできる「デ
ィスカバリー」という検索システムを
導入することにしました。
このシステムの利用促進とともに、
紙媒体を含めた文献情報に関する学
生・教員の図書館員への相談（レファ
レンス・サービス）について、いっそ
う積極的に応じ、
創立130年に向け、
大学図書館としての活性化をはかって
いきたいと考えています。
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生活科学科
生活科学科長

岡田

悟

隆志

短大生活科学科は早い時期から情報
教育に力を入れるなど新しい時代を切
り開く人材を育てることに努めてきま
した。一方で、日々の食事、衣服、住
まい、あるいは、生まれ育つというラ
イフサイクルといったいつの時代にも

文科
岡部

矢野

章永

た発見をする機会は、まさに大学在学
中に豊富に用意されています。
生活科学科は平成 年度から「生活
環境情報コース」を「メディア社会コ
ース」に、
「生活アートコース」を「生
活デザインコース」にそれぞれ名称変
更してカリキュラムも一新し、この２
コースと在来の「食・健康コース」と
を合わせた３コースとなります。
共立女子学園は４年後に学園創立
130周年を迎えますが、それをひと
つの節目とし、さらなる教育内容の充
実を目指していきます。また、生活科
学科は第三者認証評価機関による認証
評価で、すべての基準に適合という評
価を得ました。この評価は日頃から私
たちが教育・研究活動の活性化に努めて
きた証と考え、今後も自信を持ってこれ
を推進させていきたいと思っています。

看護学科
看護学科長

看護学科は平成 年に本学短期大学
に誕生し、今年で 年目を迎えており
ます。看護学科は、本学の建学の精神
にもとづき、一貫して看護を通してすべ
てのひとびとの願いである「健康」を護
り、かつ看護専門職として必要な看護
実践能力、判断能力、豊かな人間性の涵
養など、将来にわたり専門性を深めて
いくための基盤を兼ね備え、さまざま
な健康問題に対応できる看護職を養成
することを追及し貢献して参りました。
しかし、今日わが国の保健医療福祉
を取り巻く環境は、少子高齢化、医療
の高度化、地域医療の広がり、災害看
護、看護の国際化など医療ニーズは多
様化しており、これらの諸課題に対応
できる的確な判断能力、
問題解決能力、

渡辺

眞人

共立女子中学高等学校
校長

女性が女性としての特性を発揮しな
がら、様々な舞台で活躍し、社会の発
展と人々の幸福に貢献するという姿
は、
「女性の自立」と「社会で活躍す
る女性を輩出する」という創立当時か
らの建学の精神によって裏づけられて
もいます。これは時の移ろいにも社会
の変化にも流されることなく続けられ
たものです。

中高での教育目標

中高ではこれまでの教育が成し得な
かった能力の伸長と人格形成の両立と
いう、高い能力と豊かな人格を兼ね備
えた人物輩出をしてきています。応用
力を育成するため、
基礎力養成を行い、
本質を見つめた深みのある授業をバラ
ンス良く配置して、将来像を描き出す
ための多様な啓発を実現させていま
す。
精神的に大きく成長する６年間に、
日本の伝統ある美しい仕草、言葉、礼
の形を学ぶことによって、穏やかで豊

伝統の教育力を基盤にした成果
共立には他校には真似のできない成
長へ導く力が秘められています。共立
の持つ教育力を的確に表現することは
難しいのですが、それはやはり「伝統
の力」ということになるのです。そし
て多様な個性が集いながら、それらが
輝きを失わず発揮され、
「共立生とい
う誇り」のもとに絆を創りあげてきた
のです。これは共立の伝統が育んでき
たものであり創立以来絶えることな
く、継承されてきたものです。

身に付けた指導者やリーダとして貢献
できる人材の育成を図っていきたいと
思います。

田口純一

この度、前校長の関和彦先生の定年
退職に伴い、この４月より校長の重責
を担うことになりました。はなはだ微
力でありますが、二中高の発展のため
努力する所存であります。
昨年度は二中高校舎が八王子キャン
パスの中心に移転し、教育環境の整備
を行い、新たな教育を包み込む女子教
育に相応しい学びの場として生まれ変
わりました。また、中高一貫教育のメ
リットを最大限に生かすため教育の質

校長

共立女子第二中学校高等学校

高い倫理観を備えた看護職の育成が求
められています。本学では平成 年度
から看護学部の教育が始まる予定で
す。学部では看護専門職としての能力
開発に努め、長い職業生活において、
あらゆる場で、あらゆる健康レベルの
利用者のニーズに対応し、保健、医療、
福祉に貢献できる応用能力のある国際
性豊かな人材養成を目指します。その
ためには、看護を取り巻く幅広い知識
体系を学び、社会や環境との関係にお
いて自己を理解するための素養や、創
造的思考力を育成するための教養教育
の充実、健康の保持増進・疾病予防・各
種疾患を理解する専門基礎科目の充
実、加えて、医療の高度化や看護ニー
ズの多様化等に対応していくための専
門科目の充実を行ない、専門職として
の自発的な能力開発を継続するための
研鑽能力や看護の向上に資する研究能
力の基礎を育成することを目指します。
卒業後は我が国の地域社会におい
て、
自ら選択した分野の現場において、
強い即戦力として活躍し、国際感覚を
25

文科長

25

25
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人々の生活を支えるのに欠かせない条
件について深く考える人になってほし
い、という一貫したテーマを持ってき
ました。こうした両方の性格を兼ね備
えた生活科学科の教育が、在学中のみ
ならず、長い人生の中で大きな助けと
なるであろうと信じています。
入学してくる学生は自分の夢の実現
に向けて知識や技能を身につけたいと
考えていると思います。私たちもそう
した期待に応えることができるように
授業内容や教育環境を整え、資格取得
を助けています。しかし、それだけで
は大学生活は面白くありません。今ま
で当然のことと思っていたことに疑問
を持ったり、また、今まで気付かずに
いた、あるいは、知ってはいたが気に
とめていなかったことの大切さを見出
したり、といった発見を一つでも二つ
でもして、自分の視野を広め、視点を
高めて欲しいと願っています。こうし

ます。文科の学生の進路は、４割ほど
が編入等の進学、残りが就職です。就職
活動の準備は、１年次の後半から始まり
ます。そこで平成 年度からは「キャリ
ここ数年入学してくる学生を教えて
アデザイン演習」という必修の授業を
いて、とても真面目な学生が多くなっ
作りました。学生が自らの将来像を具
たと感じています。その一つの理由と
体的につかみ、その実現に向けての知
して、なかなか好転しない経済状況の
識やスキルを身につけ、また自ら積極
なか、若年層における就職の厳しさが
的に編入や就活に動き出す、そのため
あるのかも知れません。大学・短大に
の支援の授業です。文科ではこの授業
子供を入学させたい親にとって、教育
以外にも、真剣に自分の将来を考えて
費が重くのしかかってきているという
現実もあるでしょう。学生たちは、今、 いる学生に対しきめ細かく対応できる
サポート体制の充実を図っております。
自分たちが置かれている社会状況を理
現在文科は３コース制ですが、平成
解しているからこそ、社会に出て自立
年度からは「日本語・日本文学コー
するためにも、また、自分のために使
ス」と「英語・英米文学コース」の名
われている教育費を無駄にしないため
称を変更し「日本文学・表現コース」
にも、しっかり学ばなくてはと真剣に
考えているのだと思います。その意味 「英語コース」となります。それに従
で言えば、昨今の厳しい社会状況は、 来の「心理学コース」を加えた３コー
スとなります。文科の目指す教育目標
学生の自立という面からは必ずしも悪
を実現するために、コース名をよりふ
いことばかりではない気がします。
さわしい名称に変えました。文科は、
短大文科は、入学した学生が、自立
今後ともこの３コースの教育力をさら
した社会人として飛び立てるようにし
に高めていく所存です。
っかりとサポートする体制を作ってい
25

かな心も育成しています。
しかし、 世紀を迎えた日本は様々
な面で行き詰まりが表出しています。
政治・経済・社会のシステムから、最
も基本的な社会集団の単位である家族
のあり方にいたるまで、大きな変動の
中で揺らぎをみせています。今後に必
要な本校の教育目標は、未来を担う創
造的で活力のある若い世代の育成と、
若い世代を後押しする環境の整備とい
うこともつけ加える必要があります。

の保証を柱とした教育推進計画を展開
することになりました。今年度は、この
八王子キャンパスにおける豊かな自然
と共生できる郊外型教育のさらなる充
実を図るべく努力していく考えです。
東日本大震災という未曾有の危機や
原発問題、さらには経済危機に直面し
て、社会の有り様も大きく変わろうと
しています。一方では、女性の社会進
出は一層加速しつつあり、女子校の存
在意義を高めるため、本校の果たす役
割りを明確に発信していきます。
資源が乏しい日本においては、キャ
リア教育を推し進め、社会が必要とし
ている人材を育成していくことが肝要
であると考えます。本校での進路教育
の目的は、単に大学合格という目先の
目的を達成出来ればよいのではなく、
社会人として生きていくために必要な
ものは何かを問い直し、人生という大
きな海原を進んでいくための『針路』
を見つけて欲しいと考えています。そ
のための中高６カ年を見通した、
「針
路プログラム」も構築しています。
これからの社会で求められる能力は、
自らが発信し、交流し、行動する力で
あります。そのような社会の要請に応
えるために、より高い知性と教養を備
え、グローバルな視点を持ち、社会に
貢献できる人材を育成していきます。
今後、本校の教育内容や環境の良さ
を多くの人に知っていただき、多摩地
域で、ひときわ輝くオンリーワンの学
校にする決意であります。

21

上野

純子

ほど未就園のお子さんを対象に園庭開
った時代に、文京区の私立幼稚園の中
放を実施するようになりました。これ
でも早くから取り組み始めたこの制度
は幼稚園の存在を知って頂きたいとい
は、今ではすっかり定着し、多くの方
う考えの他に、来てくださった地域の
が利用してくださるようになりました。
方々と子育てを通して繋がっていきた
最近よく耳にする言葉に「総合こど
いという思いから始めたものでした。
も園」や「幼保一体化」などというも
実際に気候が良くお天気に恵まれれ
のがあります。保護者や未就園の親御
ば、 数組ほどの親子が遊びにみえ、
さんからも「幼稚園は、そのような方
毎月楽しみに通ってくださる方もあり
向に進むのでしょうか？」と尋ねられ
ます。
ることがあります。都会での待機児童
「午前中は児童館で遊び、午後はそ
解消のために打ち出されたこの策は、
のままお友達と園庭開放に来ました」
特に都心の私立幼稚園にとって、２歳
以下の子を受け入れるための環境整備 「子どもが安心して遊べます」「先生と
も直接お話しできるのですね」
「次回も
が大変難しいことや私立独自の教育理
また来ます」など、好評を得ています。
念が確立されていることから、このま
これからもその時代の幼児教育を常
ま変わらずに幼児教育の一端を担って
に見据えながら、幼稚園としての使命
いきたいという考えを強く持っている
を果たすよう、子ども達の活動を豊か
ことが多いようです。
なものにしていきたいと考えています。
本園では、平成 年度から年に 回

卒園の歌を歌いました

幼稚園では３月 日、
「第 回卒園式」を執り行いま
した。
表現活動や製作、サッカー、鬼ごっこなど大好きな遊び
を通し、心も体も
大きく成長した子
ども達は、卒園式
にいらしてくださ
ったご家族や石橋
理事長、辻村常務
理事が見守る中 、
一人ひとりが、し
っかり保育証書を
受け取りました。
学校生活も豊か
な日々になること
でしょう。

58

関校長より卒業証書授与

二中高

３月 日、共立女子第二高
等学校の第 回卒業式が挙行
されました。式典の前までは
楽しそうに談笑していた卒業
生たちでしたが、いざ式典が
始まると厳粛な空気に包まれ
凛とした表情となり、今、一
つの区切りを迎えたことを改
めて実感したようです。惜別
の想いは捨て難いものがあっ
たと思いますが、新しい道へ
一歩踏み出すための、喜びの
卒業式となりました

40

幼稚園

17

大学院・大学・短大
昨年度は、震災の影響で
月に延期された学位記授与式
が、今年は予定通り 月 日
に共立講堂で午前大学、午後
短期大学の順に行われました。
前日に大きな地震があり心配
されましたが、当日は好天に
恵まれ、大学の式では、開会
の１時間前には、１００人以
上の方々が列を作られて開場
を待っておりました。式は、
その後滞りなく終わりました。

中高

5
15

共立大日坂幼稚園
園長

幼稚園のこれから
共立大日坂幼稚園は、学園から離れ
た文京区小日向の住宅街にあります。
ここ数年は新入園児約 名をお迎えし
て、全園児は１００名ほどになります。
年長組の保育時間は 時までですが、
希望すれば年中組と共に延長保育（預
かり保育）
が受けられる日もあります。
「子育て支援」という言葉を耳にしなか

国際交流
邦雄

晴着で賑わう共立講堂前

入江学長より学位記授与

卒業式

10

学園ホームページ 英文サイト

20

大学、リーズ大学、セントラルワシン
トン大学、ウィニペグ大学、国際市民
コレッジ・バーミンガムCIC）への
派遣留学制度があります。
卒業後も国際交流室で留学の相談を
することが出来ます。
いずれにしても、留学を希望する場
合には、自分自身のしっかりとした考
えをまとめておくことが必須条件で
す。外国語を学ぶことは、コミュニケ
ーションの手段を得ることだけではあ
りません。
自分自身の考え方も拡がり、
まさに、心もグローバル化して活力あ
る人生を過ごすことが可能となる手段
です。頑張りましょう。

3

クラスメートと喜び合う中学生

昨年度の卒業式は震災の影響から中学校は中止、高校はホ
ームルームで行われましたが、今年度は無事、共立講堂で挙
行されました。あいにくの曇り空でしたが、３年間、６年間
を締めくくるに相
応しい、厳粛な中
にも暖かみある卒
業式でした。記念
写真を撮る生徒、
卒業アルバムにメ
ッセージを書く生
徒、涙に暮れる生
徒など様々でした
が、校舎を出る際
には皆、笑顔で再
会を誓い合ってい
ました。

16

大学・短期大学国際交流委員会
委員長・家政学部教授 芳住

本学で学ぶフランス、スイスからの交換留学生とベ
ナン共和国からの特別研修生

石橋学園長より優秀賞授与

園長先生のお話

すべての学生が国際交流へ
すべての学生が、国際化の波に立ち
向わなければならない時代です。地球

留学生用パンフレット
『KYORITSU JAPANOLOGY』

22

規模ですべてが進むグローバル化は時
代の流れです。活躍の機会は多彩で多
くの場が共立生を待ち受けています。
一方では、
語学力の練磨が不可欠です。
大学・短期大学では、様々な留学プロ
グラムを準備しています。
2012年度は、外国人と直接話を
するための第一段階として短期の夏期
研修がアメリカ、中国、春期研修がオ
ーストラリアで計画されています。
さらに、専門課程を視野にいれた半
年・ 年間の長期留学のために、協定
校（ペンシルベニア大学、コーネル大
学、ネブラスカ大学、ジュネーブ大学、
イナルコ大学など）への留学、また提
携校（オックスフォード・ブルックス
1
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白亜祭JC賞中学２年

第二中学校高等学校

18

白亜祭パンフレット

白亜祭ベストパフォ
ーマンス賞AKB48

白亜祭K2賞高校２年５組

東北の物産を販売した収益金を、
支援の一環として送った。

白亜祭装飾賞
ゴルフ部

白亜祭

17

白亜祭Ｔシャツ賞高校１年１組

第 回白亜祭が９月 、 日に新校
舎にて「 RE:start
」をテーマに開催
されました。オープニングパーティー
で演示発表、Ｔシャツコンテスト等を
行いました。校舎内は中学学習展、ク
ラスや部活の演示・展示、アトラクシ
ョン、中庭は縁日・飲食の屋台、ダン
ス等で盛り上がり、ファイナルパーテ
ィーで各賞発表をして幕を閉じました。

41

中学高等学校

科学研究部生物班
生徒展示

大学・短期大学

弦楽合奏部
茶道部

共立祭

美術部工芸班
アメリカンフラワー

中学高校では、１日目に強風のため
校庭催事を中止せざるを得ませんでし
たが、２日目は好天に恵まれて多くの
お客様にご来校いただきました。中学
受験の相談コーナーでは２日間で
100組の方が相談にいらっしゃいま
した。
また、
「学習活動報告」の部屋で生
徒会主催としての東日本大震災への募
金活動を行い、２日間で13、
345
円の温かい募金をいただきました。あ
りがとうございました。

玄関受付

共立祭
10

15

平成 年度の共立祭が 月 日
（土）
と 日
（日）
の２日間にかけて神田一ツ
橋キャンパスで行われました。公認サ
ークル等の演奏や発表、ゼミや学科に
よる展示や企画など学生の日ごろの活
動成果が発表され、大変にぎわった２
日間でした。なお、学生委員会選考に
よる優秀企画団体には、ファッション
研究会、マンドリンクラブ、箏曲部、
フラダンスサークルが選ばれました。
（学生課）

入り口

東北大震災の影響を受けて省資源の立場から、
すべてペットボトルのキャップで作成した。

白亜祭校長賞高校１年５組

白亜祭大賞ダンス＆バトン

箏曲部による体験弾きコーナー
吹奏楽サークルによるステージ演奏
二胡サークルによるステージ演奏

狂言研究会による実演
華道部古流によるフラワーアレンジメント

正面玄関
玄関前の生垣
マンドリンクラブによる演奏

食品販売
学習活動報告

平成 24 年 04 月 1 日（日曜日）
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ファッション研究会によるファッションショー

合唱団によるステージ発表

校庭

サークル

◉大学・短期大学

このページでは、
順次サークルを
紹介していく予定です。

います。その他にも、他大学とのジョ
イントコンサートや学内の他のサーク
ルと合同でコンサートを開催するなど
の工夫をして活動の幅を広げていま
す。

テコンドー部
テコンドー部は、日々の練習を通じ
て、健やかな心と強さを兼ね備えた人
に成長することを目標としています。
積極的に大会に出場したり合宿を行
い、武道の伝統や韓国の文化も学んで
います 。
2011
年度には
全日本テ
コンドー
選手権大
会への出
場を果た
しました。

高校写真部
60

◉中学高等学校

23

部員数は約 人、共立祭では２教室
を使い450点以上の写真を展示、夏
には白馬で合宿、月２回はある撮影会
や写真展・美術展見学のほか、ミュー
ジカル鑑賞をしたりと、盛りだくさん
で活動的な高校写真部です。写真コン
クールにも積極的に出品し、 年度は
点が入賞しました。部員間の仲もよ
く笑顔が絶えない部活動です。

◉第二中学校高等学校

茶道部

第二高校創立時に故鳩山薫先生が茶
道具一式を揃え裏千家茶道東京道場か
ら講師を招いて下さり創部しました。
稽古は茶道の精神を唱えた後黙座して
から始めます。基本的な所作・割稽古
を経て盆点前、風炉点前、炉の点前等、
恵まれた和室で週三回活動し、夏は富
士吉田で合宿もします。春の青葉展と
秋の白亜祭で茶会を催しています。

少林寺拳法部

学校教育が知識ばかりに重点を置く
風潮のなかで、本来 代で身につける
べきこと（他人の不幸や傷への思いや
りであったり、異なる世代とのコミュ
ニケーション力等）を、それこそ身体
で身につけさせたいとの想いの中、少
林寺拳法部ができました。近くの高齢
者ケアセンターへの訪問や市民大会へ
参加しながら修行を続けています。

10

中学吹奏楽部
平成 年度は、総勢112名で楽し
く元気に活動しました。夏の東京都中
学校吹奏楽コンクールでは「銀賞」
、そ
して初出場のアンサンブルコンテストに
おいても、金管五重奏・サックス三重奏、
共に「銀賞」を頂くことができました。
共立祭では講堂以外にも校庭で、皆さ
んに楽しんで頂けるポップス曲を全員で
演奏することもでき、とても充実した
活動ができた１年でした。


華道部小原流

15

ネイビーフレンドシップ
デー撮影会（横須賀米軍
基地）にて

放送研究部
定期的に番組発表会を行っている放
送研究部は、2011年度キャンパス
DJコンテストで優秀賞を受賞しまし
た。合宿ではライセンス取得に励み、全
員が合格することができました。また、
講師を招聘して講習会を行うことで刺
激を受け、技術を
磨いています。

マンドリンクラブ

22

58

サッカー部

2 3

高校ダンス部

23

アナウンス練習

マンドリンクラブは、部員全員が音
を楽しんで演奏し、観客を感動させる
ことを目標として定期演奏会を行って

華道部小原流は、週に一度のお稽古
に加え、季節のアレンジメントや本館
ロビーへの展示も定期的に行っていま
す。お免状取得を目指すことも活動の
一環としながら、自分で生けたお花を
持ち帰ることも楽しみの一つとしてい
ます。

本サッカー部は、高校生が参加する
高校選手権、関東予選、新人戦に向け、
中学生は中学生大会に向け、ま
た中高同時に参加できるリーグ
戦に向け、週４、５回の活動をし
ています。リーグ戦では2010
年度に 部に降格しましたが、
年で 部復帰を決めました。
2012年度からは女子サッカ
ーもインターハイができるので、
よりよい成績を目指して頑張り
ます。

1

23

本校ダンス部は、創作ダ
ンス（モダンダンス）を中
心に活動しています。 年
度には出演依頼を受けて、
第 回全国高等学校総合文
化祭優秀校東京公演のオー
プニングにおいて作品を発
表。また、 年度は第 回
東京都高等学校舞踊研究発
表大会において最優秀賞を
受賞しました。
21

キャンパスDJ
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第44回定期演奏会

夏合宿（長野県大町市）にて

平成 24 年 04 月 1 日（日曜日）

きるシステムなどを採用してきました。
現在、建物の改修工事なども検討し
ておりますが、教育・研究環境を損な
わない効率的な省エネルギーが可能と
なる施設設備の整備を今後も推進して
いきます。
（管財課）

味を込めるため、色々な種類の鳥にし
ました。
「政治に参加して、明日を作
るのは私たち」という思いでぜひ皆さ
んの一票を投じてほしいと願っていま
す。 （共立女子中学１年 菅間 望）

第 回「自然は友だち わた
しの自然観察路コンクール」



学内広報ビデオの放映
開始について

〈高校の部〉
最優秀作品賞
高校２年５組
岡村 夏美
『小さな発見が楽しい、
』
My favorite promenade

共立第二では、理科の授業で散歩に
出掛けます。そして中学１年の夏休み
昨年度から、本館１階ロビーにＴＶ
に、このコンクールに参加しました。
モニターを設置いたしました。このモ
ニターでは学内の様々なＮＥＷＳを、 「毎日歩いている道に、どんな生きも
のが暮らしているか」を調べるもので
学生の皆さんや来校された方々にお知
す。観察路は、ポスターと作文で紹介
らせしていきたいと思います。学内で
します。
行われる講演会やイベント、サークル
自然観察の習慣を身に付けた上級生
などの学生の活躍、共立コレクション
は、もはや「散歩のプロ」です。今回、
の展示案内、共立アカデミーの講座紹
介などを予定しております。
（事務局） 表彰された岡村夏美さんは、２年連続
での最優秀作品賞でした。

28







《中学の部》
佳作
中学１年２組
阪上 日菜子
『私の多摩川付近散歩コース』

佳作
中学１年４組
穗積 楓
『稲城市野鳥観察コース』

主催
公益信託 富士フイルム・グリーンフ
ァンド、財団法人 国立公園協会
後援
朝日新聞社、朝日学生新聞社、環境省、
㈶森林文化協会、㈶日本自然保護協会
協賛
富士フイルムホールディングス株式会
社、自然保護憲章普及協議会

ちよだジュニア文学賞

受賞した作品は、原稿用紙 枚ほど
で書いた物語です。主人公は中学受験
を控えている６年生・真奈で、大人に
なることへの不安を抱えていました。
そんな中、姉・真里と幼なじみの間で
起きた事件を乗り越えることで、成長
していくという話です。このような賞
を頂けて、
とても嬉しく思っています。
（共立女子中学２年 金子 英里香）

20

練の成果もあり、大きな混乱を招きま
せんでした。今後は直下型地震を想定
した全学規模の防災訓練実施、インフ
ラが停止した際のキャンパス間の情報
収集や停電対策等の訓練を検討してい
ます。
（管財課）

省エネ対策の取り組み
明るい選挙啓発作品コン
クール・ポスターの部入選

日本には選挙権があるのに、投票を
しない人がいます。そのため私は、た
くさんの人に投票してもらいたいと思
い、この絵を描きました。最初は平和
の象徴であるハトを描くつもりだった
のですが、老若男女様々な人という意

共立コレクション紹介

東日本大震災義援金のお礼
昨年、未曾有の東日本大震災によっ
て被災された在校生・卒業生等に学園
として「今、何ができるか？」と考え、
昨年の４月から７月まで義援金を募集
したところ、多くの方々からご協力を
頂き、ありがとうございました。
義援金は総額７３９、
２４０円とな
り、全額「日本赤十字社」にお送りい
たしました。
一日も早い、復旧・復興を願ってお
ります。
今後も学園として、出来る限りの支
援を続けて参りたいと存じます。
（総務課）

防災訓練・避難訓練の
実施について

本学園は、エネルギーの使用の合理
化に関する法律により特定事業者に、
東京都環境確保条例により特定地球温
暖化対策事業所（神田一ツ橋キャンパ
ス）に指定されており、全学的なエネル
ギー消費量の削減が求められています。
これらの規制に対応するため、平成
年４月に省エネルギー推進委員会を
発足させ、学園として省エネルギー対
策を積極的に検討・推進しています。
これまでに、神田一ツ橋キャンパス本
館の断熱フィルムの貼付や同５号館・
６号館の照明・空調の高効率化工事な
ど、また、第二中学校高等学校の移転
改修工事では照度センサーと連動した
照明や、空調の発停・温度を一元管理で

学生へのお知らせ

2011年９月29日緊急避難訓練
整然と階段から避難する学生
2011年12月10日防災訓練

看護学科戴帽式
看護学科では毎年５月に共立講堂に
おいて、２年生に戴帽式を実施してお
ります。しかし、平成 年度は東日本
大震災の影響を考慮して 月１日に延
期いたしました。
戴帽式は中世に修道女が神に奉仕す
ることを誓う儀式に由来し、さらにナ
イチンゲールの病める人に愛の灯火を
与えるという行為にあやかって、看護
学生が看護の道を歩もうとする自分に
対し、新たな自覚を持って学業に励む
ための儀式です。
例年より約半年遅れた式典にも関わ
らず、学生たちの決意は例年と同等か
それ以上のものがあったようです。

八王子公開講座
「源氏物語の未来へ」

本学園においては、大学・短期大学
は、避難訓練・防災訓練を、中高・二中
高・幼稚園は避難訓練を行っています。
避難訓練は授業実施時間中に地震と
火災が発生したことを想定し、学生・
生徒を階段で安全に避難させることを
目的としています。
大学・短期大学では避難訓練とは別
に防災訓練を実施しています。東京消
防庁神田駿河台出張所および千代田区
防災課の協力を得て、起震車体験、煙
ハウス体験、放水訓練、防災グッズの
展示などを行っています。
東日本大震災では避難訓練・防災訓

23

23

10

昨年 月７日、八王子講堂に於い
て国文学者・作家の林望氏を招き、「源
氏物語、原典と謹訳と～なぜ今、新し
い現代語訳を創るのか～」というテー
マで講演していただきました。第二部
「読まれ、語り継がれる源氏物語とそ
の文化」では、川名淳子氏（愛知学院
大学教授）
、菅野扶美教授（本学短大
文科）が加わった３人による討論会が
行われました。543名の来場者も、
熱心に聴き入った様子でした。
（学生課）
11
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1

さんの方々からご寄付いただき
ましたことを、心より厚くお礼
申しあげます。今後ともより多
くの皆々様のご協力ご支援を賜
り、教育研究支援資金の充実を
図りたく、よろしくお願い申し
あげます。
（募金事務室）

募金についてのお申し込み・お問い合せ先

募金報告とお願い （大学・短期大学）

56,540,300円

環境の整備や、教育研究活動の
支援、国際交流、奨学事業など、
学生のための教育支援資金とし
て主に活用されます。ここに、
平成 年 月 日から平成 年
月 日までの寄付の応募状況
及び、寄付者ご芳名を掲載させ
ていただきます。多方面のたく

513件

学生の学習成果の達成が可能
になるための学習環境や支援サ
ービスの質的向上を継続的に図
るために、
「さらなる教育力の
向上をめざして」募金活動を平
成 年 月 日より開始いたし
ました。通常の学費ではなかな
か対応することのできない教育

募金事務室より
ご寄付をいただきました皆さまへ

ホームページ：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp

TEL：
（03）
3237-2816
（募金事務室）

寄付金
控除額

＝

2千円

（ その年の総所得金額の
）
40%を限度とする

寄付者ご芳名の発表は
『個
人情報の保護に関する法律』
に基づき、ご寄 付のお申し
込みの際にあらかじめ同 意
された方のみを 掲 載してい
ます。匿名を希望された方
でご芳名発表の変 更をご希
望の場 合は、募金事務室ま
で ご 連 絡 く だ さい 。 な お 、
申込書（払込取扱票）の匿
名 希 望欄にレ印の記入のな
い場 合にはすべてご芳 名 発
表とさせていただきました。

回以上にわたってご
寄付くださった方は、 合計
金額を掲載いたしました。

平成 年度税制改正に伴
い、 所得税に係る寄付金控
除について、 適用下限額が
千円から 千円に引き
下げられました。

2

名簿整理には慎重を期し
ておりますが、 万一、 まち
がいのありました場合はご
連絡ください。

22

−

その年に支払った
特定寄付金の合計額

2

51,625,500円

23

1

2

3

5

4

477件
（目標額

18

12



12

4

7,713,000円

累計

190件

計

14

23

23

24

31 23

7,433,000円

合

1

（平成23年4月1日～平成23年12月31日受付分）

共立音楽祭

9

12

180件
（目標額
奨学資金

1.5 億円）

48,827,300円

累計

323件

5 千万円）

44,192,500円

累計

297件
1億円）
教育研究振興資金 （目標額



21

平成 年度のオープン
キャンパスについて

入江学長から来場者へメッセージ

9

募金応募状況

二中高における震災義
援金活動

29

11

平成 年度のオープンキャンパス
は、６月から 月にかけて９回開催し
ました。
３月に発生した東日本大震災の影響
が心配されましたが、当初の予定通り
開催することができました。受験生・
付添い者をあわせた全体の来場者数は
、
000人を超え、前年に比べ ％
減少ではありますが、多数の方にご来
場いただきました。
節電の対策として、
夏季は団扇やカキ氷を、 月には温か
い飲み物を提供しました。
平成 年度も同様に 回開催しま
す。
（入試事務室）

22

11

月 日
（月）
から 月 日
（金）
の５
日間にわたり、共立音楽祭が本館ロビ
昨年４月、二中高の体育科と芸術科
ーで開催されました。音楽系サークル
の教員が中心になり『東日本大震災支
援Ｔシャツ』を作成しました。
「忘れ （吹奏楽サークル、二胡サークルなど）
ない、出来ることから」を合言葉に、 をはじめ日頃から音楽を楽しんでいる
学生・教職員など合計 組が参加し、
学校内外に５００枚を販売し、その収
楽器演奏や歌が披露されました。
益金約５０万円を福島民報社を通して
（学生課）
福島県に寄付させていただきました。
二中高の講師を含めた教職員や、八王
子、日野を中心とする少林寺拳法を修
行している方々のご協力の賜でした。
今年度も同様の支援をしていきたいと
考えています。

10

27

9

活字文化特別セミナー
開催について
平成 年 月 日
（土）
、共立講堂に
おいて「パリ、神保町―読書を愉しむ
二都物語」と題し、第 回神保町ブッ
クフェスティバル活字文化特別セミナ
ーが開催されました。仏文学者・評論
家の鹿島茂明治大学教授（元共立女子
大学文芸学部教授）と芥川賞受賞作家
の平野啓一郎さんをお迎えし、それぞ
れ講演をいただきました。引き続き、本
学から塩川浩子文芸学部教授を交えて
トークセッションを行い、パリが舞台
となったフランス文学などについて語
り合っていただきました。
（入試事務室）
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