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─実りある未来へつながる共立でのすこやかなる日々─

新しい看護学部は教員組織や施
設・設備も充実がはかられ、伝統あ
る女子大学ならではの教養教育、高
度医療に対応する看護学の講義、三
井記念病院などの高レベルで多様な
施設での実習、より高度な展開科目
など、看護教育に特化した効果的で
魅力的な教育が可能となりました。
新学部に特徴的な教育カリキュラ
ムの一つとして、ＯＳＣＥ（オスキ
ー：客観的臨床能力試験）があげら
れます。これはシナリオに基づいて
行動する模擬患者に対し、学生が適
切に看護を行えるかを評価する試験
です。これに通過すると、病院にお
ける臨地実習を行える基本的能力を
有すると判断され、看護技術上のス
タートラインに立ったと言えます。
看護のこころについてのスタート
として重要なものに戴帽式があげら
れます。この以前から行われてきた

明治時代・

- 世紀

看護の精神をあらわす行事を、最近
では行わない施設も少なくありませ
ん。本学では共立女子短期大学の頃
から続けられ、学園・病院関係者や
家族など学生を支援する人たちに見
守られながら、現代の看護のこころ
をロウソクの灯の中に確認し、実習
へと向かってゆきます。
戴帽式に象徴される看護の精神や
伝統を踏まえ、ＯＳＣＥをはじめと
する先進的な教育を行うことができ
るのは、共立女子大学看護学部が、
１３０年にならんとする歴史を有す
る本学における、最新の学部である
故でしょうか。

共立女子大学コレクション アトゥシ

家政学部教授

長崎 巌

ますが、
この模様の起源については、
様々な説があります。一つは鶏の爪
を図案化したものであるとするも
の、二つ目は網目に由来するとする
説、そして三つ目はＳ字状文である
というものです。モレウ文について
も、羊の角をその形の起源にとする
説など様々ですが、両模様とも魔除
け的な力を持つと信じられていた点
は、共通しています。
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共立女子大学看護学部開設
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― 最後になりますが、理事長の
健康の秘訣を教えてください。
理事長：天気のいい日の早朝、自
宅の周辺を ～ 分かけて散歩して
います。けっこう起伏の多い所です
のでいい運動になります。あとは、
何でもおいしくいただき、十分な睡
眠をとり、万事早寝早起き病知らず
と言うことでしょうか。

アトゥシはアイヌの人々が着用し
た衣服で、オヒョウやシナなどニレ
科の植物の靭皮で織られた生地で仕
立てられ、直線的な形に切り抜いた
紺や黒の木綿の布を縫い伏せて模様
を作ります。さらにその上に、多く
は黒、紺、白、稀に赤や緑の糸で刺
繍を施します。
このように切り伏せのあるアトゥ
シは、外見以上に大変な手間をかけ
て作られている衣服であり、昔から
アイヌの人々に晴れ着として使用さ
れ、重要な儀式に出るための衣服と
されていました。
アトゥシの模様には、一般に「ア
イウシ文」と呼ばれるものが多く、
その中で重要な部分、たとえば背中
の中央または腰部などにはしばしば
「モレウ文」と呼ばれる模様が置か
れました。アイウシ文は、現代では
その形から「括弧文」と呼ばれてい
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お話を伺う機会を頂けました。今回
はその中の一部をお届けします。
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― 共立女子学園は平成 （２０
１６）年に創立１３０周年を迎えま
すが、それにあたって理事長の抱負
をお聞かせください。
理事長：創立 ３０周年を迎えら
れることにまず感謝したいと思いま
す。創立者 人の志を引き継いで今
日に至るまで、多くの偉大な先人が
本学園の運営に心を砕かれてきまし
た。現在も学園を支えている教職員
が学園の発展に日々奮闘しておりま
すが、１３０周年に向かって、今一
度関係者全員が一丸となって邁進で
きればと思っております。一方、外
部の方には共立の力強い動きを感じ
ていただきたいと思います。

けではだめで、やはり人間性が大切
看護学部長 大関 武彦
だと思います。教育の本質は人間と
人間とのつながりにあると思いま
す。教職員がまとまって、学生・生
徒に対峙するというのが本来の姿だ
と思っています。そこで大切にしな
ければならないのが建学の精神で
す。本学園の建学の精神は「自立で
共立女子大学の看護学部
きる女性の育成」です。創立者 人
が平成 年度にスタートを
が「江戸時代の封建制はいかん。日
切ることとなりました。
本の女性はこうあるべきだ」との意
医療の高度化や看護の質
気込みで創立したのが本学園です。
的・量的充実を求める社会
また、 人もの人が創立者に名を連
的要請を背景に、平成 年
ねている学園というのも珍しいので
度に開設された短期大学看
はないでしょうか。その意味では本
護学科が、４年制の看護学
学園は創立当初から人と人とのつな
部へとつながってゆくこと
がりによって生まれたといっても過
となります。
言ではないような気がします。
設置準備に際しては学園
をあげて取り組んでいただ
― 人のつながりをとても大切に
き、文部科学省への申請も
していらっしゃるんですね。
概ね大変順調に進みました。
理事長：学園内部の人たちもそう
ですが、学園の外部にいる人たち、 中でも卒業生との交流を大事にして
いきたいと願っています。卒業生が
いつでも母校の学び舎に、心おきな
く戻って来られる、そういった魅力
を絶やさないように心掛けたいです
ね。幸いにも本学園は、学園発祥の
地に校舎を構えています。多くの卒
業生に青春時代の夢の詰まったこの
神田一ツ橋の地を訪れていただき、
新しい時代の人と人とのつながりを
築いていただけたらと思います。
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― 教育について理事長のお考え
をお聞かせください。
理事長：教育は知識を伝達するだ

3面

学校法人 共立女子学園
学園長・理事長 石橋 義夫
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― 本日はありがとうございまし
た。
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平成 年２月、寒さの中にも春を
感じさせる日差しが窓からこぼれる
ある日の午後、理事長室において石
橋学園長・理事長に日頃お忙しい中
25
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東京都千代田区一ツ橋 2−2−1
T E L 03（3237）2838・2817
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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
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章永

共立女子短期大学

強く意識し、私自身もさらに学生の教
めの重要な情報が先輩から後輩へ受け
育にこれを生かしていきたいと考えて
継がれ、これらを活用すれば単位を落
います。
とす心配はありません。専ら学年縦断
の人間関係が形づくられるサークルや
寮などで伝授されます。
生活科学科の取り組み
次いで卒業制作の手伝い。卒業制作
の追い込み時期になると猫の手も借り
生活科学科長 岡田 悟
たい状態になり、猫より多少ましな下
級生が駆り出されますが、この経験が
自分も卒業制作を行う時に役立ち、上
手に下級生を集めて使うことができる
ようになります。
「つながり」からは様々な場面がイ
短大生を見ていると、短大の２年間
メージされますが、ここでは最近の行
は４大制の１年と４年がある感じでサ
事から感じた、生活科学科の１年生と
ークル活動に参加しにくく、また、自
２年生の間の「つながり」を採り上げ
宅通学が多く、それよりも、鬼仏や過
たいと思います。
去問に関心が低く、上下のつながりは
私が大学生だった頃の上下級生間の
薄い感じがします。しかし、
卒業研究・
つながりといえば、まず鬼仏表（きぶ
卒業制作発表会の場面では違います。
つひょう）と過去問。時間割を組むた
今年も２月に卒研・卒制の発表会が
行われました。晴れの舞台で発表する
式を楽しみにしておられました。
２年生を見て、
１年生は来年度の卒研・
しかし、入学式を目前にして、病気
卒制のイメージを大きく膨らませたこ
静養を余儀なくされ、記念すべき第１
とと思います。また、発表会の運営を
回生の入学式への出席は叶いませんで
手伝った１年生スタッフは、卒研・卒
した。先生は、病床から入学生にお心
の籠もった御祝いの言葉と看護師を目
みますと「医療の倫理の理解」
、
「病め
指す学生達に、看護教育で重要な５点
る人を理解できる心のやさしさ」
、
「コ
を示されました。ここに、ご紹介して
ミュニケーション能力」
の３点に加え、
マは「民主主義と市場経済が正しく作 「看護実践能力」と「根拠に基づいた
動すべきなら、文化的習慣と共存し、 医療の理解」の２点でした。
この５点は、 年後の今でも色あせ
後者によって程よく機能させられなけ
ることなく、看護学科の教育理念とし
れば」と、政治・経済と文化・歴史の
て受け継がれております。
つながりを強調します。
看護学科の開設から 年ひと昔、今
国際社会に必要なのは、漱石の『文
や看護教育は急速に大学化が進み、平
学論』での視点と同じく、米国を唯一
成 年度の東京都の看護大学は 校と
の規範とする普遍主義や、共役不可能
全国最多となりました。本学も４月か
な特殊主義を超えるユニバーサリズム
ら看護学部が開講しますが、看護学科
です。これには東洋と西洋、人文科学
の教育理念や教育実積を継承しつつ、
と社会科学の多様なつながりを知るこ
新たな教育研究を発展させ、広く社会
とが不可欠です。国際学部の専攻プロ
に貢献できる卒業生を育成したいもの
グラムも、こうした‘つながり’の中
です。
で専攻を深めます。

共立の教育・研究に見る「つながり」
習得していることが、他大学の学生に
はない優越点として評価されました。
また染織文化財の修復技術者として採
用された学生は、縫製や刺繍の技術を
有することに加えて、文化財を取り扱
う学芸員的技術と、修理報告書を作成
するのに必要な学問的知識をともに有
していたことで職を得ました。
本学では幸いにもこのような多様な
科目が有機的に配置されていることを

矢野

看護学科から看護学部へ
看護学科教授

今年で看護学科が設置されて 年目
となり開設当時を懐かしく思います。
看護学科の初代学科長の故谷昌尚先
生は、国立国際医療センターの現役の
外科医でした。先生は診療のパートナ
ーである看護師教育に対する関心が高
く、多忙な勤務の傍ら熱心に設置準備
に奔走して頂きました。そして、入学
不安の念」を訴え、その『文学論』で
は西洋の学問を唯一の普遍とすること
を拒み、文学概念の形式化によって、
西洋文学も非西洋文学も特殊として相
対化する普遍理論を目指しました。
価値の相克は現代にもあります。根
拠のない信頼に依るともいえる教育
に、
不信の象徴でもある市場経済の
「契
約」概念を持ちこむことも、利己心を
前提に、自由競争による効率追求を普
遍的な価値とし、各地の文化や歴史を
捨象する米国流市場原理主義（新古典
派経済学）の波及でしょう。
その市場原理主義が格差や環境問
題、経済危機を招来しました。著名な
国際政治経済学者フランシス・フクヤ
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共 立 女 子大学
巌

った学生のほか、国宝や重要文化財の
修復に関わる技術者になった学生もい
ますが、国立大学出身の競争相手に打
ち勝ってこの職を得ることができたこ
とについては、分野横断的な厚みを持
った本学の教育が大いにかかわってい
ると考えられます。
染織担当の学芸員として採用された
学生は、博物館学や染織文化に関する
学問的知識に加え、繊維に関する化学
的知識や分析技術、伝統的縫製技術を

広次

もっています。多かれ少なかれ祖先を
もつわけですが、祖先が、生前に何を
為し、いかなる念願を抱いていたかを
知ることは、現在の自己を知る上にも
大変大切なことです。祖先の一念は眼
にみえぬながらも伝わり伝わって、今
日の『我』を形成しているかもしれま
せぬ。
一代で果たしえなかった願いを、
子々孫々に宿そうという、かなしい志
は、たとい無意識にせよ、自分の言動
を背後から運命づけているのではない
でしょうか。
」
私たちは共立女子学園という「家」
、
共立女子大学という「家」
、そしてま
た文芸学部という「家」
、その家々に
包摂される多くの人たちの
「つながり」
の中にいることを、
今こそ自覚しつつ、
新たなスタートを切らなければならな
いと考えています。

吉竹

国際学部の取り組み
国際学部教授

「アラブの春」ともて囃された中東
の民主化が混迷しています。民主主義
と市場経済を先進国は普遍的な価値と
しますが、中東の困難は外来の価値と
伝統的な価値の相克にあるようです。
文明開化期の日本でも外発的開化の影
響を敏感に捉えた夏目漱石は「不満と

25

家政学部の取り組み
長崎

60
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家政学部教授

隆

座学的な科目と実習的な科目が融合
した本学家政学部では、分野横断的な
教育も行われています。実学をバラン
スよく含んだ教育は実践的であり、専
門的職業においては特に近年その重要
性が注目されています。その一例が、
学芸員に求められる広範な知識と技術
です。
家政学部の学芸員資格取得者には、
文化庁や東京国立文化財研究所の研究
官になった学生、美術館の学芸員とな

村上

文芸学部の取り組み
文芸学部長

今年、文芸学部は創設 周年を迎え
ます。いささか陳腐な喩えで、この春
の文芸学部報にも書いたことゆえ気が
引けますが、人間で言えば還暦を迎え
ることになります。還暦イコール隠居
といったイメージは昔の話、今や 歳
はまだまだ現役ですし、還暦それ自体
にも生まれ年の干支に戻り、生まれ直
す＝再生という意味もあるようです。
私たちは、文芸学部が積み重ねてき
た歳月、
歴史の重みを受け止めながら、
この困難な時代に新たなスタートを切
らなければならないと思っています。
かつて評論家の亀井勝一郎は次のよ
うに述べました。
「歴史の単位は、個々人の『家』で
あります。我々はみな『家』の歴史を
60
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制や発表会の現場を目の当たりにする
経験をします。このように卒研・卒制
発表会は貴重な「つながり」の機会で
もあるのです。

文科 リテラシー教育のつながり

文科長 岡部 隆志

文科の大きなテーマはリテラシー教
育です。リテラシーとは一般的に言語
活用能力のことを意味しますが、
読む・
書く・話す力のことと理解していいで
しょう。さらに、その能力が社会的な
自立に結びつくものとしてコミュニケ
ーションの能力があると言っていいで
しょう。文科には「日本文学・表現コ
ース」
「英語コース」
「心理学コース」
と三つのコースがあります。
「日本文
学・表現コース」はそれこそ日本語リ
テラシーを鍛えるコース、
「英語コー
ス」は英語リテラシー能力を高めるコ
ースです。文章を書くことにも話すこ
とにも基礎となる知識や技術が必要で
す。この二つのコースではこれらを身
につけるために何度も書いたり話した
りする訓練を行います。また、何を話
すのか何を書こうとするのかその中身
も問われますので、話す中身を豊かに
持つ人間になるための問題意識や教養
を養うコースでもあります。
「心理学
コース」は自分や他者の心理を理解す
ることでコミュニケーションの力を鍛
えるコースと言っていいでしょう。書
く、話すことはコミュニケーションで
あり、他者との関係を変えていく行為
になります。その領域を扱うのが心理
学ということになります。心理学はリ
テラシーを支える学問なのです。この
ように、文科の三つのコースはそれぞ
れが密接につながりあってリテラシー
教育の場になっているのです。
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学生課

就職進路課

情報センター事務室

24

教育研究支援・学生生活支援と「つながり」

6

総合文化研究所
教務課

5

図書課

１．教育研究支援の取り組み
①資料検索の充実等
図書館の蔵書と電子資料を一度に探
すことができる「ＫＷＵ（キュー）サ
ーチ」が平成 年 月からスタートし
ました。これは、本学や他図書館にあ
る資料をグーグルのようなひとつの窓
にキーワードを入力するだけで簡単に
学術情報の検索ができるサービス（デ
ィスカバリー）です。
また、「ＫＷＵ（キュー）リポジトリ」
を利用し、研究活動の成果である本学
紀要も広く社会に情報発信していま
す。
②利用者への支援
初年次教育科目「基礎ゼミナール」
で情報リテラシー教育の基礎的な情報
検索は、図書館が担当しています。ま
た、授業や卒論のための情報検索やレ
ポート・卒論等のライティングを中心
に図書館セミナーや図書館利用方法の
ガイダンスも実施しています。
今後は、
文献情報に関する相談
（レファレンス・
サービス）についても積極的に対応し
ていきます。
２．施設設備の充実
多様な学習形態に対応するために
「グループ学習室」及び「自習室」の
拡張を図り、
「図書館ラウンジ」と同
様にガイダンス、資料閲覧、授業・ゼ
ミ、自習等、様々な用途に利用されて
います。
３．貴重資料の展示
本学では、多くの貴重書を所蔵して
います。今年度も本学の歴史などをテ
ーマとした展示会の開催を予定してい
ます。是非ご覧ください。

10
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所長・文芸学部教授 半沢

学内企業セミナー開催
―企業との縁、先輩・後輩の縁―
就職進路課では、毎年２月初旬から
２週間かけて、大学院１年生、大学３
年生、短大１年生を対象にした学内企
業セミナーを実施しています。今年度
は１１０社を超える大手・優良企業の
採用担当者が参加し、延べ５６７１人
の学生が参加しました。各ブースでは
企業の採用担当者が事業内容、採用選
考方法などを学生に紹介します。採用
担当者が本学卒業生である企業も見受
けられ、学生は積極的に質問を投げか
け、メモを取りながら熱心に聴講して
いました。
また、参加企業から内定を得た４年
生 名の有志による、
「内定者相談ブ
ース」も設けました。後輩の就職活動
をサポートするため、就職活動ノート
や ページにも及ぶ自作のテキストを
準備してきた者もおり、後輩を熱心に
指導していました。相談ブースは延べ
１０８人もの参加があり、アドバイス
をもらった学生からの評判も良く、「来
年は内定者として後輩のサポートをし
たい」という声が多くあがりました。
学生から社会人への移行期間である
就職活動を通じて、学生１人ひとりが
満足のいく就職支援を引き続き実施し
ていきます。社会に貢献できる人材を
輩出することで、社会からの期待に応
えたいと思います。

13

情報センター事務室では、共立女子
学園の情報化に関してさまざまな環境
整備を行ってきました。情報通信技術
の総称として、ＩＣＴ（
Information
）と
and Communication Technology
いう言葉が代表されるように、昨今の
情報化はコミュニケーションの要素が
含まれています。今号では、情報セン
ターの環境整備のうち、「つながり（コ
ミュニケーション）
」に関連する取組
みを紹介します
１．無線ＬＡＮ設備の増設
今年度は前期に本館 階と 階に無
線ＬＡＮ設備を導入しましたが、利用
者の増加に対応するため、後期には本
館講義室（全フロア）において、無線
ＬＡＮが利用できるように環境を整備
しました。また、学生用貸出ノートＰ
Ｃも台数を増やし、 台を準備しまし
た。
２．共立生涯メールサービス
平成 年３月より大学・短期大学の
卒業生に対し、永年利用可能となるメ
ールアドレス発行サービスを開始しま
した。同窓生同士の交流はもちろんの
こと、本学との交流や情報交換で利用
できる無償のサービスです。
３．ＣＯＨＡＲＵ（学内限定ＳＮＳ）
の運用
ＣＯＨＡＲＵは大学・短期大学の学
生・教職員限定のＳＮＳです。学生同
士が、授業やサークル、就職活動など
について、お互いに情報交換を行い、
学部・学科や学年を超えた「つながり」
を促進することを主な目的としていま
す。

12
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「ＦＤ研修会」開催
現在多くの大学でＦＤ（教員自身に
よる教育内容の改善）が盛んに実施さ
れています。本学もＦＤの一環として
今年度に開催した三つの展示・講演
の研修会が、 月 日（水）に 名の
会によって、本研究所は、これまで以
先生方が参加し開催されました。今回
上に、様々な人々との、様々なつなが
で第 回目となる研修会は、教員相互
りを持つことになる、貴重な場を提供
で授業紹介を行いお互いの良い点を取
することができました。
り上げて授業改善のヒントにむすびつ
まず、学生・卒業生と教員とのつな
けようという主旨で開かれました。
がりの場となったのは、
「デザインの
最初に学長が挨拶をされたのち今回
世界～デザインコース教員による作
の研修会のまとめ役である国際学部八
品」の展示・講演会でした。普段、教
十田准教授からＦＤ活動に関する基調
わっている先生方の作品にじかに接す
報告が行われました。その後 グルー
ることで、受講生たちには大いなる刺
プ ～ 名で グループが、それぞれ
激となったはずです。また、狐塚康己
氏（家政学部元教授）の講演会には、 の教室に移動し私大連の研修会に参加
した先生方がコーディネーターとして
教え子の卒業生などが何人も訪れ、旧
グループワークが行われました。グル
交を温め合う姿が見られました。
ープワークでは、授業における様々な
二つめの「母なる地球―モンゴル遊
工夫が紹介されると「今度私の授業で
牧民族の文化とくらし―」と、三つめ
も試してみよう」と言う声があがった
の「イスラーム世界の女性」の展示・
り、日頃抱いている疑問や問題が投げ
講演会は、一般の学生にとっては、な
かけられるなど熱心なディスカッショ
じみの薄い、それぞれの世界の文化・
人々を知り、新たなつながりを持つ、 ンが行われ、瞬く間に時間が過ぎてい
きました。所属を越えた新たな教育方
よいきっかけになったことでしょう。
法の取組みがこの機会に全学に広がっ
さらには、各会期中に行われた、ゴ
ていくであろうとの期待を抱かせるよ
ンボジャヴ・メンドオーヨ氏（モンゴ
うなグループワークとなりました。研
ルの文学者）と、片倉もとこ氏（国際
修会は、最後に全体会が行われ無事終
日本文化研究センター元所長）の講演
了しました。
会には、大使館員をはじめ、学外者の
その後に行われた懇親会では、同じ
数多くの参加があり、本学と学外そし
学内でもなかなか顔を合わす機会のな
て国外の方々とのつながりが得られ
い所属の違う先生同士で、教育の話題
る、またとない機会にもなりました。
は尽きず、
笑いの絶えない「つながり」
を確認する会ともなりました。

学生生活においては、自ら学び探求
することを通して、一人の成熟した人
間として成長することが大切です。そ
のためには正課教育はもちろんのこ
と、正課外の教育や活動から様々なこ
とを身につけることが必要です。共立
女子大学・共立女子短期大学では学生
に多様な機会を提供し、社会人基礎力
を養成することに力を入れています。
①共立アカデミー（正課外講座）
多彩な内容で、鑑賞会、教養文化、
健康、実技、語学、資格検定、就職対
策等、毎年その内容を拡充し、生涯学
習の場として、広く一般の方々にもご
参加いただけるものとなっております。
②ボランティア活動
千代田区社会福祉協議会やボランテ
ィア団体等から寄せられるボランティ
ア募集情報を紹介しています。また、
学生自身による積極的なボランティア
活動を支援しています。
③サークル活動
学生生活の主役は学生自身です。自
らが活動し、充実した学生生活を送れ
るよう支援しています。サークル活動
においても、より学生が自主的に活動
できるよう環境を整え、年２回、学生
のための研修を行うなど、様々な試み
を実施しています。
④環境問題への取り組み
正課授業での特色のある環境学習へ
の取組の他にも、正課外講座として、
環境社会見学ツアーを実施していま
す。その他にも２号館中庭で、学生の
主体的なプロジェクト活動として「グ
リーンカーテン」を実施しています。
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共立女子中学高等学校
共立女子中学高等学校

共立女子第二中学校高等学校
小弥

芳紀

共立女子第二中学校高等学校
校長

でも 世紀の天空へ伸びていくように
しています。
折りしも今年度中学へ入学し
てきた生徒らは、２００１年生
まれの正真正銘の 世紀世代で
す。この世代の生徒らに求めら
れる教育は、今後の国際社会を
生き抜く上で必要とされる『
世紀型スキル』を身に付けさせ
ることであると言われていま
す。具体的には、
『思考の方法』
『仕事の仕方』『学習のツール』『社
会生活』
（ 世紀型スキル効果測
定プロジェクトの規定）の４つ
のカテゴリーに分類されていま
す。このことは、今までどちら
かと言うと目前の利用に終わっ
ていた知識を、教科の枠を取り
除き総合的な知識として活用で
きる能力を育てることに他なり
ません。幸いにして第二中学校
高等学校には『針路プログラム』
や、校舎のリニューアルに際し
て設置した情報機器活用環境、
食育を実践するランチルームの
設置、読書推進環境、そして新たに生
物育成に対応したファームの設置等こ
の 世紀型スキルの育成を推進してい
くのに適した環境が整った理想的な教
育環境をもっています。
今後はこの環境で育った生徒達が、
『生きる力』を遺憾なく発揮し、国際
社会で活躍する人材としての女性にな
ってくれることが、女子教育の先駆者
である共立女子学園に新たに伸びた本
校の意味ではないかと思います。

共立大日坂幼稚園

上野

純子

共立大日坂幼稚園

園長

秋に行われる幼稚園の運動会で毎年
行われている伝統的な種目に、
年長組が取り組む「リレー」が
あります。
都会の子ども達が思い切り自
分の力を出して走り、バトンを
繋げていく体験は、個々が物事
に精一杯取り組むことのみなら
ず、紅白のチームそれぞれが話
し合い、時には悔しさを共有し、
力を合わせやり遂げる達成感を
も育てていく競技と認識してい
ますが、このような行事を通し
て育つものはこの日この時のも
のだけに終わらず、学年を超え
幼稚園という集団生活にまで広
がり、大きな影響をあたえるも
のとなります。
運動会が終わってからも日常
的に遊びの中にリレーを取り入
れる様子がよく見られます。そ
こでは年長組の子どもが先生役
もこなします。走るコースやバ
トンやゴールテープ等の様々な
準備をはじめ、加わった他学年
の子ども達を２チームに分け、更に分
かり易いようにメンバーを紙に書き、
紅白の帽子の色を替えてあげて、実際
に始めるとコースにお構いなしに走る

年少組にコースの説明を改めて行い
…。また、
「入れて！」と違う子ども
が加わり、振出に戻って始まるという
ことを繰り返し遊んでいます。
幼稚園の中の最高学年である
お兄さんやお姉さんがする遊び
や行動を間近に見ている年中組
や年少組にとって年長児がする
ことは興味深いものなのでしょ
う。バトンだけでなく目には見
えないけれど繋がっていくもの
がそこにはありました。
小さな幼稚園でお友達との関
係、先生との関係、学年との関係、
異年齢との関係の太さや強さを
改めて考えさせられました。
それから数か月、穏やかな早春
の陽を感じる頃の園庭では年中
組の子ども達が率先してリレーを
する姿が見られるようになりまし
た。ここには担任も加わりながら
遊びを盛り立てます。教員は日々
の遊びの中で子ども達が自然に
走るという動作だけでなく、鬼ご
っこやボール遊びなどを通して走
る機会を取り入れるように心が
けていますが、子ども達同士で更
に成長していくことでしょう。
現在、幼稚園の役割は幼児や家庭の
育ちを保証するだけに留まらず、教育
時間外保育（預かり保育）
、未就園児
の教育サポート、保護者や地域の子育
て支援機関も兼ねる等広がる一方で
す。また、数年後には幼児教育や保育
の制度そのものが大きく変えられよう
としています。
そんな流れの中でも園庭の沈丁花の
香りのように見えない力がそこはかと
なく漂う園でありたいと思っています。
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渡辺

年目へと成長する枝葉
共立女子学園という１３０年
の年輪をもつ大木に、 年前に
芽吹いた新しい枝は大きな世代
交代の時期を迎え、新たな芽を
芽吹かそうとしています。
年前、八王子の地に先に開
校した共立女子第二高等学校、
その 年後に開校した共立女子
第二中学校は、創設期を育てた
多くの先生方の退職年齢という
時の流れに直面してきています。
近年では、三栗谷・関の両校
長が去られ、この３月には田口
校長が去られた。また、大西・
多田・内藤・坂内・遠山・佐々
木等の方々が月夜峰を去られて
いかれた。この流れは今後５年
の間に、また多くの方々をのみ
こもうとしています。
その止めることの出来ない流
れの中で、本校は学園の大きな
大木へ、若い枝葉として活発な
光合成を繰り返し行っていかな
ければなりません。若い先生方
を迎え、まだまだ十分とは言えないま
14

校長

出会い
梅の花がほころび、別れの時
期が到来し、桜の花が開花して、
出会いの季節がまた今年もめぐ
ってきました。全人類の人間関
係は、仮説に基づく社会実験の
検証やソーシャルネットワーキ
ングサービスの調査によると、
「６次の隔たり」の範囲に入るそ
うです。すなわち、知り合い×
知り合い×知り合い×知り合い
×知り合い×知り合い、の関係
までたどっていくと、ほとんど
の人がつながるということがわ
かってきました。フェイスブッ
クなどで、この人とこの人が知
り合いとわかり、驚くことがあ
ります。
森信三先生の『 修身教授録 』
には「人間は一生のうちに逢う
べき人には必ず逢える。しかも
一瞬早すぎず、一瞬遅すぎない
時に…」という言葉があります。
出会いはけして偶然ではなくそ
の人が出会いたい時に必ず会えるとい
うことのようです。
一昨年度に東大に入学した生徒は

「共立で得た
ことはたく
さんありま
すが、かけが
えのない友
だちに会え
たことが一番
で す。 い つ、
どんな時に
も優しさと
思いやりを忘れない友だちがそばにい
てくれたことに感謝しています」
また、一橋に進んだ生徒は「部
活動、クラス、委員会や行事な
ど毎年たくさんの出会いがある
中で卒業後も付き合いたいと思
える友人と巡り合うことができ
ました」と述べています。
愛される母校へ
最近、喜んでいることが二つ
あります。その一つは、共立の
近隣に職場を持つ保護者の志望
されるケースが増えてきたこと
です。
「登下校時に出会う生徒さ
んたちの様子を見ていて、うち
の子も是非共立に入学させたい
と…」というような言葉をいた
だく機会が本当に多くなってき
ました。生徒たちの自然な振る
舞いや醸し出す雰囲気が、近隣
にお勤めの保護者の方々にも好
ましく感じられていることを知
り、とてもうれしくなりました。
もう一つは海外などに転校し
ていった生徒たちが「共立に戻
りたい」と強く希望してくれている事
です。自由な海外の学校生活を体験し
た彼女たちが、共立に戻りたいと言っ
ている事こそ、共立の教育にある温か
い思いが生徒自身に正しく受け止めら
れていることの証です。それをうれし
く思います。
共立の中で確かに育っている愛校心
に応えるために、さらに誇りを持って
語れる学校に教育を引き上げていかね
ばならないと感じています。

共立女子第二中学校高等学校の
教育と〜つながり〜
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高校ソフトボール部
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演劇部

二中高の演劇部は、月・木・土の週
三日、中学・高校合同で活動していま
す。年間三回の公演と、それに向けて
の練習が主な活動内容です。二中高に
は、大講堂の本格的な舞台があり、照
明や音響などの機材を使用することも
できます。現在は部員二十名と少人数
ではありますが、各自が高い意識をも
ち、日々練習しています。

高校ソフトボール部は、創部 年目
を迎える本校では伝統あるクラブの一
つです。平成 年３月の東日本大会に
東京都代表として出場の実績もあり、
その後はそのチームを越えようと後輩
達は日々努力を続けてきました。その
結果、平成 年夏の群馬オープン大会
へ東京都代表として推薦されて初出場
を果たし、私学選手権大会・私学新人
大会・関東大会予選と東京都でベスト
８に入ることができました。現在のチ
ームは春の関東予選東京都大会とイン
ターハイ東京都予選でのベスト８以上
を目指して現在日々頑張っております。
一昨年３月 日の東日本大震
災でソフトボールが出来なくな
った多くの仲間がいます。今ソ
フトボールが出来る喜びと感謝
の気持ちを忘れることなく今後
もしっかりと取り組んでいって
ほしいと思います。そして一生
付き合える真の友をつくってく
れれば顧問としてこれ以上の喜
びはありません。

部活動紹介
第二中学校高等学校

高校地理歴史部
皆さんは地理歴史部と聞くと、この
ように思いませんか？ 「地理歴史部っ
て、地理と歴史をくっつけたような活
動しているんでしょ？」答えは半分正
解です。残りの半分は「未来」と「模型」
がキーワードです。他校にもよくある
類似の部活動とはここが違うのです。
平成 年度は「麻布十番」を地域と
して取り上げ、未来を志向して150
分の１の模型を制作しました。この作
品は
「全国高校生鉄道模型コンテスト」
に出品し、特別賞を受賞しました。

部活動紹介
中学高等学校

山岳部は普段週２回の皇居ラ
ンニング（約５㎞）と、月１回
の山行や夏合宿では北・南アル
プスに登っています。現在 名
の部員がいますが、女子高の山岳部で、
これだけの大人数で活動している部は
全国にもほとんどありません。山を歩
いていると、すれ違う人みんなに感心
されています。また、狭いテントで寝
食を共にするので、部員同士、部員と
ＯＧ、部員と顧問の仲がとても良いこ
とが特色です。

高校山岳部

24

中学バレーボール部
中学校バレーボール部の在籍数は１
年生 人・２年生８人・３年生 人で
す。３年生は９月の第一支部球技大会
で一旦活動の中心から退きますが、そ
の多くは高等学校のバレーボール部に
入部します。目標は一貫して千代田区
大会での優勝とブロック大会を勝ち抜
いて都大会に進出することです。現在
のチームは千代田区新人大会・冬季大
会で優勝していますが、都大会進出は
未だ果たしていません。
「つなぐバレ
ーボール」と「厳しい状況を笑顔で切
り抜け
る 」を
モットー
に日々
練 習に
励 んで
います。
10

科学研究部科学班は生徒が主
体となり実験案を持ちより、自
然の中に隠れた不思議な現象を
楽しんでいます。また単に実験をして
終わりではなく、オープンキャンパス
や文化祭などでは、小学生と実験の楽
しさを共有する場を作っています。例
えば昨年度は一緒にモーターを作った
り、文化祭では人工イクラや水中花火
などを行
い ま し た。
この数年
で部員は
名以上
と多くな
り、 活 気
のある部
活になり
ました。

中学科学研究部科学班

10

二胡サークル

40

二胡サークルは、中国古来の楽器で
ある二胡（日本名では胡弓）を演奏し
ています。二胡の楽譜は五線譜ではな
く、理解のしやすい数字譜を使用して
います。楽器経験がなくても安心して
入部する学生が多くいます。二胡奏者
チェン・ミンさん（平成９年国際文化
学部卒）が設立した二胡サークル（当
時は胡弓部）を更に発展させるために
努力しています。学内のイベントのみ
ならず、平成 年度には共立講堂で開
催された「日中国交正常化 周年記念
中国シニアファッションショー」でも
演奏しました。

ラクロス部

24

絵本制作サークルれもん舎
絵本制作サークルれもん舎には、絵
を書くことや、物語を考えることが好
きな学生が集まっています。個人で絵
を描き絵本を作成する他に、メンバー
同士で協力して作り上げる「リレー絵
本」を制作しています。協力して作り
上げるリレー絵本は、誰もが筋書きを
予測できないため、メンバー個人の想
像力を超える思いがけない作品となり
ます。平成 年度の共立祭では、作品
一つ一つに込められた丁寧な姿勢が好
評価を受け、展示部門として表彰され
ました。

ファッション研究会
ファッション研究会では、完
成度の高いファッションショー
の実施に向けて、日頃から準備
を行っています。テーマに沿っ
たデザイン画を作成することか
ら始め、衣装作りの準備をします。シ
ョーの観客をより多く感動させるため
に衣装のみではなく、モデルの立ち位
置やウォーキング練習、照明の照らし
方などにも余念がありません。共立祭
でショーを行うほかにも、アートイベ
ント「ＤＥＳＩＧＮ ＦＥＳＴＡ」や
ファッションイベント「Ｆａｉｒｙ
Ｔ ａ ｌ ｅ 」に も 参
加して
います。

サークル活動紹介
大学・短期大学
ラクロス部は、週に４日程度
神田一ツ橋キャンパスのグラウ
ンドを使用して練習に励んでい
ます。休日には、より広いグラ
ウンドで活動をするために八王子キャ
ンパス内のグラウンドに足を運んでい
ます。大学生から競技を始める部員が
多い中、勝利を目指して日々充実した
練習をこなしています。そのような練
習の成果が出て、今年度は第 回関東
学生ラクロスリーグ戦に優勝し、見事
３部リーグへの昇
格を果たしまし
た。勢いのあるラ
クロス
部の今
後の活
躍が期
待され
ます。

40
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71

和生

易です。ヴァイオリン属と同様に各種
の大きさのものがあり、
（上手な人が
弾けば）倍音や陰影に富んだ美しい音
がします。ガンバだけの合奏曲が音楽
愛好家によって盛んに演奏され、シェ
イクスピア劇にも効果音楽として多用
されました。バロック時代になってほ
とんどバス・ガンバのみが用いられる
ようになりましたが、今日でもルネッ
サンスの合奏曲はガンバの重要なレパ
ートリーです。つまり、
「 合わせる 」
というところに、この楽器の本領があ
るのです。
ところで、共立音楽祭には、これま
でのところ、歌の伴奏として出させて
いただいています。共立には
（なぜか）
優れた歌い手が多くて、私の出番もも
っぱらその方面になります。歌の邪魔
をしないように神経を使っているつも
りですが、うまくいっているかどうか
は分かりません。
フルートとかリコーダーとかの管楽
器と合わせるのもいいなと考えていま
す。

･

20

21

大学・短期大学
平成 年度共立祭が神田一ツ橋キャ
ンパスで 月 日（土）と 日（日）
に開催されました。学生の日頃の活動
成果が発表され大変賑わいました。
今回から教員に加え、学生・職員が
企画評価を行い、優秀企画として展示
部門「建築 デザイン学科デザインコ
ース４年生」
、
パフォーマンス部門「フ
ァッション研究会」など６団体が選ば
れました。
24

10

共立祭
平成 24 年度

「合わせる」喜び
入江

共立女子大学・短期大学学長

毎年秋の一週間を定めて行われる共
立音楽祭で、ヴィオラ・ダ・ガンバを
弾いています。これは 世紀半ばまで
のヨーロッパで盛んに用いられた弓奏
弦楽器で、バッハ、ヘンデルなど当時
の代表的な作曲家たちがこの楽器のた
めの膨大な数の作品を残しています。
ガンバとはイタリア語で「足」を意味
し（サッカーのガンバ大阪を思い出し
てください）
、足で支えることを特徴
とします。
この楽器にはギターと同じようにフ
レットがついているので、大人になっ
てから始めても「音作り」は比較的容
18

共立音楽祭
16

平成 年 月 日
（月）
から 日
（金）
までの５日間、
昼休みや夕方の時間に、
本館及び３号館の１階ロビーで、共立
音楽祭が開催されました。日頃から音
楽を楽しんでいる全 組 名の学生・
教職員等が演奏や歌の腕前を披露しま
した。
24

（6）
第 47 号
平成 25 年 4 月 1 日（月曜日）

中学高等学校

昨年度の荒天とは打って変わった爽
やかな秋晴れの中、中学高校の共立祭
を開催することができました。在校生
のご家族はもちろんのこと、受験生や
卒業生などさまざまな世代が集い、そ
れぞれ楽しんでいらっしゃるのが印象
的でした。特に実験や作品制作、ゲー
ムなど体験型の展示には長い列ができ
ており、好評を博していました。

幼稚園

共立祭では、それぞれの学年が発表
致しました。短い期間の中、遊びとし
て取り入れながら練習をし、当日は緊
張することなく大きな舞台でいきいき
と保護者の方々に披露する姿が見られ
ました。また、自分の学年以外の発表
を興味深く見たり、音楽に合わせて手
拍子するなど、和やかな行事となりま
した。
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教室から発信する神保町フリーペ
ーパー「K Rits」の創刊
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神田の魅力を
集めました！

（その 2）

神保町フリーペーパー「K-Rits」の創刊号、A
と B の 2 種類がある。
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国際学部講演会

元国連事務次長 明石康氏を招いて

17

果を発表し、多くの１年生が聴いて来
年度の卒研・卒制を選択するのに役立
てました。終了後、学生食堂で教員、
学生が集まって打ち上げパーティーが
行われ、発表者を祝福して記念品が贈
られ、また、発表会運営に協力してく
れた１年生スタッフの労をねぎらいま
した。

25

国際交流への取り組み
12

被服学科卒業制作発表会
（ファッションショー）

C

学園国際交流委員会

CY

邦雄

-

VOL.B JAN.2013

共立女子大学 文芸学部の授業でつくったフリーペーパーです。
文芸学部の授業でつくったフリーペーパーです。

MY

生活科学科 卒業研究・
卒業制作発表会

CM

1

生活科学科卒業研究・卒業制作発表会の様
子（平成 25 年２月２日）

定価：0 円

VOL.A JAN.2013
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文芸学部の授業「DTP基礎演習
平成 年 月 日（木）元国連事務
」で、履修学生全員が記者となり神
次長・明石康氏（国際文化会館理事長）
保町の魅力を紹介する二冊のフリーペ
を神田一ツ橋キャンパスにお招きし、
ーパーを発行しました。学生達は初め 「世界の平和と日本の活力をめざす女
て企画から発行に至る雑誌編集の全行
性の役割」と題した国際学部講演会を
程を経験しました。
地域に繋がること、 行いました。立ち見が出るほど学生が
仲間と協働すること、そして、自らの
集まり、明石氏の国連でのご活躍に裏
行動に責任を負うことの大切さを学ぶ
打ちされた平和維持活動のお話など、
ことができました。稚拙な取材に対し
会場は熱気に包まれました。司会は黒
て寛容に情報を提供して下さった神保
澤啓国際学部教授（元国連職員）が担
町の皆様に心より感謝申し上げます。
当しました。

神田の魅力を
集めました！

（その１）

2013 年 2 月 15 日発行
発行：共立女子大学 文芸学部
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E-mail：bfp@kyoritsu-wu.ac.jp
URL：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/

去る平成 年２月２日（土）
、生活
科学科卒業研究・卒業制作発表会が行
われました。２年生が卒研・卒制の成
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委員長
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写真１ ハワイ大学キャンパスで
Americans と共に

12

22

写真 2 カピオラニ・カレッジ学
生との楽しいグループワーク

月 日（土）に共立講堂において、
家政学部被服学科卒業制作発表会が行
われました。被服意匠学・造形学・平
面造形学研究室のゼミ生 人の卒業制
作作品（オジナルデザイン服、和服、
ウエディングドレスなど）計 点がシ
活字文化特別セミナー
ョー形式で披露されました。学生生活
『女性力と活字』
の集大成としての
作品制作に加え
平成 年 月 日（日）
、第 回神
て、ショーの構成
保町ブックフェスティバル協賛イベン
からモデルまです
トとして、本学共立講堂にて活字文化
べて学生の手作り
特別セミナー『女性力と活字』を開催
で行われ、被服学
しました。経済評論家の勝間和代氏の
科ならではの華や
基調講演につづき、家政学部の林田廣
かな舞台でした。
伸教授・文芸学部の北村弥生教授・本
学学生３名を交えたトークセッション
を行い、就職活動やビジネス界におけ
文芸学部トークセッション開催
る活字の重要性について語り合いまし
文芸学部で平成 年度から始まった
た。当日は約６００名の方にご来聴い
新カリキュラムの授業の一つに、
「翻
ただきました。当日の様子は、読売新
訳概論」があります。翻訳は言葉と言
聞 平成 年 月 日（月）朝刊に掲
葉が繋がり、文化と文化が繋がる、文
載されました。
学芸術を学ぶ上で大切なものです。初
年度を記念して直木賞作家の角田光代
平成 年度
さんをお招きし、
代表作『八日目の蝉』
在学生家族懇談会
の英語翻訳者である満谷マーガレット
教授とのトーク・セッションを公開授
大学・短期大学では、家族と大学が
業として開催しました。
共に学生の成長を支えるとの目的のた
め、
平成 年 月から 月にかけて
「在
学生家族懇談会」を実施しました。開
平成 年度 公開講座
催初年度であったため、静岡県、茨城
県、
埼玉県の３会場での実施でしたが、 研修センター杉並寮講座
杉並の閑静な住宅街に位置する旧学
各会場とも多くのご家族にご来場いた
生寮の地で、
「生活とデザイン」をテ
だき、教職員や現役学生との懇談に充
ーマにした講義とエクササイズ「手軽
実した時間を過ごしていただけたよう
に出来る健康体操」を組み合わせた講
でした。特に学生の就職活動の体験談
座を３週連続で予定しています。
には、多くの方が身を乗り出して聞き
神田一ツ橋キャンパス講座
入っておられました。
平成 年度看護学部の開設に伴い
また、櫻友会の方にもご来場いただ
きお手伝いいただきました。改めて感 「明日の健康を考える」というテーマ
で講座を予定しています。
謝いたします。
八王子キャンパス講座
来年度は会場を増やして、より多く
近代以降の「２つの維新」をテーマ
のご家族と懇談の機会を持てるように
に講座を予定しています。
していく予定です。

詳細は学園HP（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/extension/index.html）
でもご覧いただけます。

生活科学科卒業研究・卒業制作発表会後の
打ち上げパーティーの様子
（平成 25 年２月２日）

お問合わせ・資料請求・申込先
学生課 共立アカデミー
〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-1
（共立女子大学・短期大学2号館1階）
TEL 03-3512-9981
FAX 03-3237-2858
E-mail ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

国際的な学術連携つまり、国境を越
えたつながりが求められているのが現
代社会の特質です。日本語でのコミュ
ニケーション能力は、もちろん不可欠
です。それに加えて外国語、特に国際
語とも言える英語、フランス語、中国
語での意思疎通が必要とされています。
本学では、外国人学生を多数受け入
れると共に、協定校留学、提携校留学、
夏期・春期海外研修のプログラムを提
供し共立生を広く海外へ送り出してい
ます。つまり、
国際的つながりを学内・
学外において深めています。写真は平
成 年夏期研修の様子です。チアリー
ディングの女子学生と交流して記念撮
影をしました。また、カピオラニ・カ
レッジでのグループワークでは、共立
生は積極的に発言しました。もちろん
英語でです。
学生たち自身も「英語を使って生活
する環境がとても楽しく、何事も新鮮
なことばかりで、素晴らしい毎日を過
ごしました。この研修で、躊躇する私
から、ポジティブに挑んでいく私に変
わりました。
」と飛躍を実感し、ステ
ップアップして来たのです。
自らに、磨きを掛ける機会が、国際
的つながりである国際交流と言えます。
24

学位記授与式・卒業式・卒園式

25 12
1 10

28

26

早春のうららかな陽気の中、各校に
おいて、学位記授与式・卒業式・卒園
式が執り行われました。

2 1
11 4

CMY

25

共立女子大学コレクション
学内展示・学外展示の報告

24
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家政学部
生活とデザイン①
教授
「製品デザインにおける形の役割」
9／7（土） 大竹美知子
13:00-15:30 文科
手軽に出来る健康体操
専任講師
簡単なストレッチと無理のない
中島早苗
トレーニング
家政学部
生活とデザイン②
専任講師 「グラフィックデザインの役割と
研修
その魅力」
9／14（土） 田中裕子
センター
13:00-15:30 文科
手軽に出来る健康体操
杉並寮
専任講師
簡単なストレッチと無理のない
中島早苗
トレーニング
家政学部
生活とデザイン③
教授
「広告デザインと色彩」
9／21（土） 林田廣伸
13:00-15:30 文科
手軽に出来る健康体操
専任講師
簡単なストレッチと無理のない
中島早苗
トレーニング
明日の健康を考える①
看護学部
「がんになった時の
9／28（土）
教授
医療とのつきあい方」
13:00-15:00
神田
伊藤まゆみ
～がんの告知から終活まで～
一ツ橋
キャンパス
看護学部
明日の健康を考える②
10／5（土）
教授
「健康で長生きするために」
13:00-15:00
大関武彦
～大人と子どもの生活習慣病予防～
国際学部
２つの維新
教授
幕末・維新と「世界の大勢」
八王子
10／12（土）阿部恒久
キャンパス 13:00-15:30 文芸学部
２つの維新
教授
昭和・維新と「世界の大勢」
村上隆

8
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3月18日（月）中学高等学校

〈学内展示〉
家政学部学生による企画展示
「民族の伝統美～琉球とアイヌの衣裳～」
期間：平成 年 月 日（月）～
月 日（木）
文芸学部学生による企画展示
「貴方も愛に魅せられる
― 世紀の版画に見る物語―」
期間：平成 年 月 日（水）～
月 日（火）
学生による企画展示
「武家の美 男と女の装い」
期間：平成 年 月 日（月）～
平成 年 月 日（木）
〈学外展示〉
Kimono Beauty
─シックでモダンな装いの美
江戸から昭和─
期間：平成 年 月 日（金）～
月 日（月・祝）
場所：千葉市美術館 他４館巡回予定
貸出し品：着物 点、他漆器類
19
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3月17日
（日）
第二中学校高等学校

24

24

24

24

3月15日（金）大学院・大学・短期大学

24

共立女子大学 文芸学部の授業でつくったフリーペーパーです。

タイトル

師

講

時

日

場 所

黒縮緬地松竹菊牡丹鶴扇地紙模
様振袖
紺縮緬地流水牡丹風景模様振袖

3月16日
（土）
幼稚園

25
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よろず

研修センター利用案内

学園には、豊かな自然に囲まれた研
修センターが、軽井沢と河口湖にあり
ます。クラブやゼミ合宿で共通の課題
に取り組み、また大好きな友や家族と
のんびりした一日を
過 ごしてみません
か？ 忘 れ か け て い
た、優しい気持ちを
取り戻し、誰かとど
こかでつながってい
る自分の再発見で
す。
皆様のご利用お
待ちしております。

TEL：０３−３２３７−５７１７

Web で申込

中学芸術鑑賞講座

30
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文科トピックス
本年度の芸術鑑賞会では、
萬狂言
（野
村万蔵家狂言会）に来ていただき、狂
言を鑑賞しました。先ず狂言を観る上
での作法を教わり、続いて狂言師の演
技を参考に本校能楽部の生徒が実践し
ます。
笑いや泣きなど、
狂言独特の
「型」
を理解したところ
ぼ ん さ ん
で、
「 盆 栽 」 と
ぶ す
「附子」を鑑賞しま
し た。 生 徒 た ち も
声 を あ げ て 笑 い、
楽しんで古典芸術
を学べたようです。

検索

共立女子学園

募金についてのお申し込み・お問い合せ先 TEL：
（03）
3237-2816
（募金事務室） ホームページ：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp

文科では、言語活用能力を高めるリ
テラシー教育を重視していますが、その
試みとして、表現する力、伝える力を
文章力として養う「千
字エッセイコンテスト」
と、伝えたい事柄を英
語で明確に話す力を養
う「英語スピーチコン
テスト」を毎年行って
います。優れた千字エ
ッセイを書いた学生も
スピーチコンテストの
参加者も、皆表現する
ことの難しさと達成感
を味わっています。

寄付金

＝

2千円

−

その年に支払った
特定寄付金の合計額

第１回首都圏ビブリオバトル
高校生徒が準優勝受賞

（１）運用的対策について
避難訓練について
①空調の温度設定の固定化
②廊下
大学・短期大学では、９月 日（木）
 やロビーなど供用部の照明の
の緊急避難訓練に続き、 月１日（土）
間引き（交互）点灯
には防災訓練を実施しました。起震車
③施設の外部機関への貸出しの制限
体験や消火器体験、消火栓や非常用電
④定刻での空調停止
話の実地説明、防災備蓄品の確認等、 （２）設備投資による取組みについて
学生自身が実際に体感する形で防災意
①神田本館に断熱フィルムの貼付
識を高める機会となりました。
②神田
 本館・ 号館・ 号館の廊下
中学高等学校および第二中学校高等
照明等のＬＥＤ化
学校では、９月１日（土）に各キャン
③神田
 号館（事務棟）の照明のＬ
パスで全校生徒を対象に防災訓練（避
ＥＤ化
難訓練）を実施しました。一人ひとり
④階段
 教室など高天井の施設へのサ
がしっかりと取り組み、緊急の際にも
ーキュレーターの設置
冷静な行動が取れるようになりました。
⑤空調の集中管理システムの導入
幼稚園では、地震や火災時の様々な
（省エネルギー推進委員会）
状況を想定して、避難訓練を年に 回
実施しています。園舎は防災上問題の
ない建築物ですが、園の周辺は民家が
隣り合った密集地域なので、万が一に
備えて園外に避難する訓練として、年
中・年長組は園の周辺を歩いて避難経
路を確認したり、広域避難場所である
文京区立小日向台町
幼稚園・小学校の避
難訓練にも参加する
ことも取り入れまし
た。避難後、講話も
聞いて有意義な訓練
になりました。
27
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省エネルギーへの取り組み

募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ

研修センターの申込受付・お問い合せ
（株）
ウィズ・ケイ ６号館２階

４．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。

２．2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。

３．平成22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5千円から2千円に引き下
げられました。

１．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。

12

学園ではこれまで種々の省エネルギ
ー対策に取り組み、生徒の皆さんをは
じめ学園挙げての努力によって温室効
果ガス排出量は大幅に削減されてきま
した。しかし、国や都の規制は今後よ
り強化されることが予想されていま
す。学園としては、更に廊下など点灯
時間の長い個所の照明をエネルギー消
費の少ないＬＥＤに更新する等の取り
組みを進めていくこととしています
が、引き続き皆さんのご協力をお願い
いたします。
これまで取り組んできた省エネルギ
ー対策は次の通りです。

16件
21件
37件

ビブリオバトルとは、各人が５分間
でお薦めの本を紹介し、聴衆がどの本
を読みたくなったかを投票するもので
す。今回読売新聞東京本社において初
の高校生大会が開催されました。
本校から出場した
２年岩渕佑美さんは
『１００の思考実験』
（ジュリアン＝バジ
ーニ著）を紹介し、
見事準優勝を果たし
ました。

二中高での食育について

今年度は中高生の時期に意識して摂
りたいカルシウムや、バランスのよい
食事について、郷土料理などをテーマ
に取り上げました。
骨に貯えられたカルシウムの量は
～ 代でピークを迎えた後は、加齢と
ともに減っていってしまいます。そのた
めピークを迎える前の成長期にしっか
りとカルシウムを摂ることが大切にな
ってきます。また、ダイエットへの関心
が高くなる年頃ですが、体が完成して
いない中高生が大人と同じような食べ
ないダイエットをするのは危険ですの
で、 日に必要なエネルギー量やバラ
ンスの取れた食事についてのお話をし
ました。郷土料理のテーマでは修学旅
行で行く奈良・京都、九州に加えて青
森県を取り上げ、その土地ならではの
料理を食べながら各地域への理解を深
めてもらいました。今や全国的に有名
になった郷土料理「せんべい汁」は食
育でも大人気のメニューとなりました。
その他旬や行事を意識したメニュー
として「クリスマス」
「ひな祭り」に
ついての食育も行いました。クリスマ
スメニューでは、中学 年生が学校菜
園で収穫した大根を使用し、スープや
サラダを提供しました。洋食というこ
ともあってか、このメニューが 年間
でもっとも喫食率が高かったように思
います。
昨年行ったアンケートでは、正しい
箸の取り方や、ご飯と汁物の食器の配
置について多くの生徒がわかるように
なったことがわかりました。また、食
育が始まってから食生活や意識に変化
のあった生徒も多く見られ、特に食材
の旬や栄養バランスについて意識する
ようになっているようです。しかし野
菜や豆類は嫌いな生徒も多く、さらに
残すことに抵抗がない人も見受けらま
す。食材の命、手をかけて作っている
生産者や、それを調理した人への感謝
の心を大切にするような指導の必要性
を感じており、来年度はこの点を踏ま
え、さらに食育を発展させていきたい
と思っています。

募金応募状況（平成24年8月1日～12月31日受付分及び累計）

高校スキー教室
昭和 年から続く伝統のスキー教室
が今年も１月に長野県の湯の丸高原ス
キー場で行われました。
高校１年生と２年生から 名の参加
がありました。生徒はスキーまたはス
ノーボードのどちらかを選択し、プロ
のインストラクター
による班別の講習を
受 け ま す。 最 終 日 に
は技能検定に挑戦し
た生徒は全員見事合
格しました。

中学合唱コンクール

二中高で食育の取り組みが始まって
から早くも 年が経ちました。本校で
の食育は「食事を楽しみながら“食の
ことを考える”きっかけ作り」をコン
セプトとしています。健康な生活をお
くるために食に関する知識を育てるこ
とを主目的として、マナーや伝統食、
食物の自給率など多岐に渡る内容を予
定していますが、基本は食習慣の基礎
を身につける時期である中高生に、昼
食を楽しみながら毎日食べている食事
について考え、省みてもらいたいとい
う思いで取り組んできました。

『さらなる教育力の向上をめざして』

募金報告とお願い（大学・短期大学）

7

1

4

ここに、平成 24 年 8 月 1 日から 12 月 31 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頂きます。
多方面のたくさんの方々からご寄付頂きましたことを、
心より厚くお礼申し上げます。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上げます。

学生の学習成果向上のための教育環境整備や、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 22 年 9 月 1
日より行っています。通常の学費ではなかなか対応する
ことのできない教育環境整備や、教育研究活動支援、国
際交流事業、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。

平成24年8月1日～12月31日受付分

累計
平成22年9月1日～平成24年12月31日
550,000円
369件
72,280,300円
1,393,000円
229件
9,536,000円
1,943,000円
598件
81,816 ,300円

教育研究振興資金（目標額1億円）
奨学資金（目標額5千万円）
合計（目標額1.5億円）

79

２月 日（水）
、共立講堂にて合唱
コンクールが行われました。中学３年
生が中学最後の思い出として、課題曲
１曲と自由曲１曲を各クラスが発表し
ます。今年の課題曲は片岡輝作詞・大
熊崇子作曲の「予感」
でした。この日のため
に始業前や放課後など
に練習を重ねてきた成
果が発揮され、素晴ら
しいハーモニーを響か
せていました。
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