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共立女子大学ビジネス学部
（仮称）
2020年4月開設予定
（設置構想中）
※ビジネス学部の設置は、2019年3月に文部科学省へ設置認可申請を
行う予定であり、変更があり得ます。

ビジョンとメッセージ2018
学園ビジョン

❶社会に広く貢献できる自立した人材を育成するための教育を、各設置校において適切に行う
❷社会に広く貢献できる自立した人材を育成するために、学生・生徒等の支援を適切に行う
❸教育の永続維持のために、財政基盤を確保し、収支の均衡を達成する
❹ステークホルダーとのコミュニケーションの充実を図る

第二期中期計画の策定と
持続的な成長のために
学園長・理事長

御手洗

康

今、社会はめまぐるしく変化し、不安定で複雑な時代になっ
ています。
中でも、今後の人口減少や高齢化の影響は本学園にとって
も極めて大きなものがあります。今年も、本学への志願者は
4 年連続して増加していますが、大学・短大の定員管理政策
が厳しくなるとともに、都内の大学の定員増が原則認められ
なくなるなど経営環境はこれから一層厳しくなってまいりま
す。
このような中、学園は本年度から「第二期中期計画」を始動
させます。第二期中期計画は、学園及び各設置校の基本的な
方向を指し示す
「ビジョン」を明確にし、今後 5 年間（2018年
4 月～ 2023年 3 月）で達成を目指す施策を総合的に取りまと
めています。
大学・短大については、 4 月 1 日から川久保清が学長に就
任しました。また、新たに副学長に村上昌弘と村上隆が就任
し、教学マネジメント体制を刷新しました。これからの厳し
い大学間競争の中で選ばれる大学になるためには、建学の精
神に基づき、現代に必要な人間としての幅広い教養とあわせ

てこれからの社会で自立し、活躍することのできる能力や実
践力を育てるため、教育の一層の質保証が求められています。
新体制の下で、組織運営の機動性を高め、学生の実態に応じ
たICT教育やアクティブ・ラーニングの実施、外国語教育の
充実などカリキュラム改革と教育方法の改善を図るとともに、
2021年度の大学入試改革に適切に対応していかなければなり
ません。
また、将来を見据えてさらに魅力ある女子総合大学とする
ために、2020年 4 月の開設を目指しているビジネス学部（仮
称）の設置については、施設設備・教員人事・教育内容等の
準備を適切に進めてまいります。
中学高等学校及び第二中学校高等学校については新学習指
導要領に基づいて、思考力・判断力・表現力を高める教育を
展開します。生徒の個性を伸ばしつつ、グローバル化、ICT
教育、アクティブ・ラーニングといった新しい教育の要請へ
の対応を強化し、新しい大学入試制度への対策も万全に整え
ていきます。幼稚園については、新幼稚園教育要領を踏まえ、
子どもの興味を大事にし、遊びを通しての指導や就学前教育
に力を入れてまいります。
第二期中期計画に基づく改革を力強く推進していくために
は、設置校間の連携・交流、委員会・部署・教職員間の連携・
協力とともに、大学間・自治体・企業・地域等との連携の強化、
充実が欠かせません。このような横断的な活動を通して新た
な価値を創出し、学園の持続的な成長を実現してまいります。
関係各位の皆様におかれましては、引き続き本学に対する
ご支援・ご協力とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

※
「第二期中期計画」は2018年 6 月以降、学園ホームページ等へ掲載する予定です。

大短ビジョン

❶自律と努力 自己を確立し、生涯努力し続ける
❷創造とキャリア 新たな価値を創造し、社会を生き抜く
❸協働とリーダーシップ 他者と協働し、リーダーシップを発揮する

歴史の重み

学長

川久保

清

今年は明治150年として明治の精神に学ぶ記念事業が予定
されています。本学創立は明治19年と考えると、本学の歴史
は長く、新制大学が昭和24年にできてからも約70年と長くな
りました。明治100年の昭和43年は、東京オリンピックから
4 年たち高度経済成長、大学紛争と激動の年でした。来年度
には平成から新しい年号となり、2020年には東京オリンピッ
ク・パラリピックが開催されます。本学に歴史の重みを感じ
るのは単に創立からの年月がこのように長いからだけではあ
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りません。学生に対する教育の基本的な方向性に変わりなく、
建学の精神である
「女性の自立と自活」
にあるからです。女性
の社会的地位向上のために、
「自活の能力」
と
「自立した女性と
しての教養」
の習得をめざす教育の支柱には校訓である
「誠実、
勤勉、
友愛」
があります。
私はこの 3 つの校訓の中では特に
「友
愛」
が共立の歴史の重みを感じさせる校訓だと思っています。
2017年度には共立女子学園ビジョンにのっとって共立女子大
学・女子短期大学ビジョンが作られました。 3 つのビジョン
に共通するのが校訓の友愛にもとづく他者との関係を築くこ
との重要性です。協働とリーダーシップでは、社会的自立を
念頭に、協働力やコミュニケーション能力を身につけ、社会
の発展のためにリーダーシップを発揮できるようになること
を目指しています。情報化時代において人と人とのコミュニ
ケーションをとり、協働できる資質が求められるようになっ
ています。本学は
「小さな総合大学」であるメリットがあり、
学生の支援を適切におこなうことができると信じています。

ビジョンとメッセージ2018
共立女子学園第二期中期計画が策定され、

2018年度から副学長制度が発足します。

大学・短期大学も目標達成に向けて邁進し

大学・短期大学を取り巻く、厳しく、動き

ていかなければなりません。微力ながら学

の激しい状況に教学部門として迅速かつ的

長を補佐し、教職員一丸となって取り組ん

確に対応していく本学の取り組みの一つで

で行く所存です。本学に奉職して16年目に

す。教学改革ワーキングチームの教育ビ

なりますが、一番嬉しいことは、卒業生・
在学生に「先生、本当に共立で良かった!!」
副学長
と言われることです。教学改革ワーキング
村上 昌弘 チームの教育ビジョン部会において、本学
を象徴する言葉として「小さな総合大学」が提案されました。
大学の規模ばかりでなく、きめ細かな教育を行っていることを
意味しています。大学・短期大学の使命は、最終的に、学生に
如何に満足してもらえたか、ということにつきると思います。
「小さな総合大学」ならではの強みを活かし、全ての学生から
「共
立で良かった!!」と言われるように努力をしていきます。

家政学部長

戸田

泰男

時々刻々、変化する日々の生活に家政学
はどのように対応しなければならないのか
を、常に考えつつ各教員は教育のあり方や
研究のあり方を考えながら、現場で活動し
ています。2017年、 7 年ぶりに大学基準協
会の調査があることから、大学を上げて教育研究の自己評価を
まとめ、実地調査に臨みました。結果、概ね良好である評価を
得たなか、家政学部児童学科付設の「発達相談・支援センター」
が高い評価を得ました。当初、一学科の活動であったものが、
次第に家政学部の他学科の協働もありより充実し、基準協会か
らも地域連携に大きく貢献することを期待されています。今後、
神田神保町にある大学として、学部を超えて全学規模で更なる
地域貢献を目指していきたいと思います。

国際学部長

佐藤

雄一

国際学部では2018年度より 3 コース制を
導入します。
アジア、ヨーロッパ、アメリカのそれぞ
れの地域の地誌や歴史、社会、思想・宗教
などを中心に学ぶ「エリア・スタディーズ・
コース」
、コミュニケーション手段としての言語をめぐる問題
や異文化間コミュニケーション、言語文化や表象文化などを中
心に学ぶ「コミュニケーション・スタディーズ・コース」
、国
際関係や国際法、国際経済のほかに、政府・国際機関・NPO
などを通じた国際協力や国際文化交流などを中心に学ぶ「グ
ローバル・スタディーズ・コース」の 3 つのコースです。
コース制を導入することによって、国際学部の特徴である、
学びの多様性と学生の主体的な学びを維持しつつ、体系的な履
修ができるようになることを目指しています。

ジョン部会において作業を共にした村上昌
弘副学長と協力し、川久保学長を補佐し教
副学長
職協働の動きをを加速させて参ります。同
村上 隆
部会で提案された「小さな総合大学」とい
う言葉は、本学の現実を表現する言葉であると同時に、本学が
学生たちにとって真に満足できる学びの場であるために私たち
教職員が不断にその内実を点検・評価し、より良いものにして
いくべき言葉でもあります。多様でありつつ専門の独立性を維
持し、きめ細かな指導・教育を行うという、この言葉の意味す
るところを、より高い次元で具現化する努力をして参ります。

文芸学部長

山本

聡美

日々学生たちと接していると、私たちの
目指す未来は彼女たちの中にこそ潜在して
いるのだと思うことがあります。既に大人
としての常識や社会人としての規範を、良
くも悪くも身につけてしまった私たちより
も、いっそう切実に、真摯に、現代社会の変化に反応している
のは学生たちの方です。少しばかり先に生まれ、文学と芸術と
いう人類が蓄積してきた英知について探索することを生業とす
る私たちが、教育の場でできる唯一のことは、彼女たちの声な
らぬ声に耳を澄まし、既にできあがった固定観念を押し付ける
のではなく、共に考え、共に変化することなのでしょう。未来
という不確定の世界を、私たちよりも先の方へと生きていく人
たちへの期待とともに、そのように心がけていきたいと考えて
います。

看護学部長

日下

和代

看護学部は、社会に貢献する自立した女
性の育成を目指して、2013年度に開設し、
2017年には、地域包括ケアの時代に求めら
れる看護実践能力、看護研究能力を有する
人材の育成を目指して、大学院看護学研究
科（修士課程）を開設しました。開設時は、 4 名の大学院生を
迎え、2018年度には、新たに 4 名が入学し、大学院教育にも力
を注いでいます。
また、大きな保健医療システムの転換を迎えている現代にお
いて、疾病の予防や健康の維持・増進を通じて社会に貢献でき
る人材の育成を目指して、2019年度の保健師課程の設置を構想
しています。
将来的には、短大・学部の卒業生が大学院に進学して、本学
部の教員として後輩たちの教育を担ってくれる日が来ることを
願っています。
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ビジョンとメッセージ2018
生活科学科長

山口

庸子

生活科学科では、 2 年間という短期的な
教育を活かし、入学直後から卒業後を見据
えた教育として女性の将来的なキャリア形
成を学ぶオムニバス授業や春・夏休みを活
用する取組みから、多様化した学生一人ひ
とりの進路やニーズに応える教育を目指し
ています。また、 3 コースそれぞれの独自性・専門性を高める
カリキュラムの新設、豊富な演習・実習・実験科目によるアク
ティブラーニング、今年度から選択必修化する「卒業研究・卒
業制作」
「卒業ゼミナール」を通して、自ら学び自己を高める教
育体制を充実させることで学生が達成感を味わうことのできる
学びの場を確実なものにしたいと考えています。このように濃
密な教育を通して、豊かな人間性を育み、社会で活躍できる女
性を育成して行きたいと思います。

中高ビジョン

文科長

時代を超えて“輝き、
翔ばたく女性”を育成する
どのような場所・場面においても「周囲と協調しながら個性を発揮」しつつ、
「自立を志向し、社会に貢献」できる女性の育成を目指す
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上に生かすとともに、その力を試す場としての国際交流や課
外授業の推進を図ります。
2 つには、
「総合的な学習の時間」
を
「探究の時間」
として設
定し、本校ならではの教育を基盤に、生徒が主体的に課題
に取り組み、成果をまとめ、発表できる場として活用してい
きます。知識習得型授業に偏らず、複数の正解があり得る
課題解決型の教育への取り組みを通して、今後の多様化す
る社会にしなやかに対応し得る力を育成していく所存です。
新しい時代の流れにただ翻弄されるのではなく、人間とし
ての基礎・基本も大切にしつつ、咲き誇る未来を目指す活力
のある生徒を育ててまいります。

子ども達一人ひとりの生きていく力を育む。
伸びる力・育つ力・求める心を大切に、明るく健やかで楽しい保育を実現する
集団生活の中で互いの心にふれあい、自分を確かめ協力のよろこびを培う

幼稚園では2018年 3 月16日に「第64回卒園式」を挙行し、
35人の園児が巣立っていきました。文京区小日向にある小
さな園の卒園者数は2,200人を超え、多くのお子さんと関
わって参りました。
寒さが残り、蕾が中々膨らまずにいた園庭の桜も満開の
時季になり、新たに多くのお子さんを迎えることになりま
した。2018年度も沢山の方が本園の教育に期待を寄せて繋
共立大日坂幼稚園 がってくださることになっております。
園長 上野 純子
現在、幼児教育については大きな変革の時期を迎えてお
4

イアル」がメインの入試です。加えて、計算力など基本的
な算数の学力を確認する「算数」の試験も実施します。
「英語インタラクティブトライアル」は、 1 グループ 6 名
を基本として、発問や進行はすべてネイティブの先生が担
当します。試験室での日本語の使用は一切禁止です。採点
は、英語科の教員が 2 名、英語科以外の教員が 2 名の計 4
名で行い、英語力や行動力などそれぞれの観点から、ルー
ブリックを用いて100点満点で集計しました。受験生の素
晴らしいアウトプット能力に驚かされた教員も多く、入学
後にどのような活躍ぶりを見せてくれるかが今から楽し
みです。

“咲き誇る未来”を目指して、
社会に広く貢献できる自立した女性を育成する。
自然豊かな環境のもと、体験重視の教育で「知る」よろこびと「創る」楽しさを体感し、 将来の活躍を
見据え、社会に広く貢献できる自立した女性の育成を目指す

今年は例年になく厳しい冬だっただけに、八王子キャンパ
スの花と緑はそれを取り戻すかの如く、いつにも増して勢い
があります。在校生たちも新入生を迎え、活気溢れる新年
度のスタートとなりました。
本校では2020年高大接続改革、
それに続く学習指導要領の
改訂を見据え、
この 4 月から新高校 1 年生を皮切りに年次進
行の形で、
新教育課程を実践してまいります。
改革への対応としては、2 つの柱を掲げています。 1 つは、
英語の
「聞く・話す・読む・書く」のバランスを重視した 4 技能
第二中学校高等学校 統合型の授業の実践です。検定合格力の向上や入試対応に
校長 晴山 誠也 限らず、今後のグローバル化社会に欠かせない英語力の向

幼稚園ビジョン

扶美

いくつかの短大の募集停止もあり、短大
の将来そのものへ疑問を持つ向きもあるで
しょう。しかし当事者としては、多くの受
験生、学生の強い向学心、就活へ必死に取
り組む姿勢等に、なお短大は社会から求め
られているとの感を強くしています。日本
文学・英語・心理学、学生それぞれの求めに応じて授業は組ま
れていますが、それらの基底に置かれるのが
「考えることを楽
しむ」
「なりたい自分をみつける」
そして
「ともに支え学びあう」。
少し幼い表現ですが、文科全体に言えるのが人との関わりへの
ためらい。文科での限られた時間の中で、人と分かちあう喜び
や支えられた感謝を得て、それを力にして人生を切り拓いて欲
しい。文科の将来はこのような学生を育てる上に構築されると
考えています。

「インタラクティブ入試」
中学では、昨今の教育改革などに対応して、新しい入
試への取り組みを進めていることは、これまで本誌紙面
でも何度か報告させていただきました。その一つが、平
成30年度入試で導入した「インタラクティブ入試」
（定員20
名）です。
“interactive”は。「双方向」
「相互作用」
「対話型」を意味す
る英語です。英語学習の低年齢化が進行する中で、ペー
パー試験で英語の知識を問うのではなく、英語を介した対
中学高等学校
話やゲームを通して、英語を理解しよう、英語で表現しよ
校長 児島 博之 うとする姿勢を観察評価する「英語インタラクティブトラ

二中高ビジョン

菅野

り、社会の変化に追い付かない程のスピードで制度が変
わってきています。
本園がある小日向の地域の環境も変化が続いています。
道路を挟んだお向かいには、 4 月から認可保育所が開所す
ることになり、近隣の住宅で長いことお世話になったお宅
が取り壊され、今後も様々な変化が予想さます。
共立女子学園の併設園として、時代の変遷を考えつつ
も、今まで大切にしてきた「遊ぶ中で多くのことを学ぶ教
育」を進めてまいります。

大学・短期大学トピックス

家政学部
華やかで個性的な「卒業制作発表会」&
緊張と自信で臨んだ「卒業論文・制作・演習発表会」
被服学科で、
2018年 1 月20日に開催した「卒業制作発表会」
では、共立講堂にて、ウェアラブルコンピューターを活
用した衣装やコンピューターアニメーション、オリジナ
ルデザインの衣装、和服、ウェディングドレスなどの個
性あふれる作品が華やかに発表されました。また 1 月28
日の「卒業論文・制作・制作発表会」では、被服学に関
する様々な専門分野に関して 1 年を通して携わった研究
成果を口頭・ポスターセッションで発表しました。学術
的また実務的な視点からの研究は、多種多様な分析方法
を用いて、それぞれの研究分野の特徴を捉えていました。
両日とも始まる前の緊張感と終了後の達成感に満ちた笑
顔が印象的でした。

「染織文化財の修復に取り組んでいます」
本学所蔵「紅地四季草花模様四つ身」は近世初期の子ども物の小袖です。現在作品は小袖
の形状をしておらず（引き解き状態）、損傷が著しいです。その為、本学科教員が作品の修
復プロジェクトを組み、服装史、保存科学、縫製技術の知見から修復を行っています。修復
後は本学博物館で一般公開の予定です。
（准教授 田中淑江）
食物栄養学科では、毎年 1 月に 4 年次の学生の卒業論文およ
び卒業演習の発表会を開催しています。平成29年度は、 1 月
7 日に46演題の発表が行われました。この発表会は、伝統的
に学生が主体となって運営するもので、 4 年生の11月から総
務担当の学生が中心となって準備を始めます。この科目は食
物学専攻のみ必修ですが、管理栄養士専攻でもほとんどの学
生が選択しています。発表会当日、 1 年間の研究成果を発表
し質問にもしっかり答えている学生たちを見て、 4 年間での
成長が感じられました。
（教授 熊谷 仁）

神保町の街を活性化する「建築＆デザイン総合演習」
建築・デザイン学科では、学科を構成している建築コース、
デザインコースの 2 コースの垣根を超えたグループを編成し、
本学の所在地である神保町の街を題材にした「街を元気にす
る」というテーマで、具体的に「空間」と「もの」を提案す
る建築＆デザイン総合演習を行っています。最終案は地域の
方をお招きし発表、様々な意見交換を行っています。今年度
は2018年 1 月27日（土）に開催しました。（教授 堀 啓二）
家政学部児童学科は、2007年度に新設され、今年度で12年目を迎えます。今までに約 8 百人
の卒業生を送り出してきました。2015年度には、入学定員が100名から150名に増員され、教
員数20名、助手 6 名の大所帯な学科となりました。
本学科の特色としては、理論と実践の両方を兼ね備えた教育者・保育者の養成を第一に
考え、学内に実践のフィールドを共有する場として 3 号館 6 階に保育室を設置し、発達相談・
支援センター乳幼児親子グループさくらんぼの活動を行ってまいりました。2017年度には、
6 号館 1 階に新保育室が完成し、月曜日から水曜日は子育てひろば「はるにれ」、金曜日は、
乳幼児親子グループ「さくらんぼ」の活動を行っています。この新保育室は、学生の学び
の場としてだけでなく、地域の子育てネットワークの拠点として重要な地域貢献も果たし
ています。
（教授 白川佳子）
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文芸学部
授業紹介―文芸総合研究C
文芸学部の先生方をゲスト講師に招いて、自分と音楽の関わりについて語ってもら
い、時代や社会について考える授業。この回のゲストは、沖縄出身の英文助手で、音
楽活動もしている澤岻明香さん。澄んだ歌声とのびやかな三線の響きが、南島の風を
運んでくれました。同時に、沖縄の人びとが直面している問題について考えるきっか
けにもなりました。（受講者120名）
（准教授 福嶋伸洋）

文芸メディア演習 1 D（文芸メディアコース 2 年生対象ゼミ）
学び舎の立地を活かし「その場所に行って分かること」を探求します。今年は神田
祭の附け祭に参加。宗教社会学者の岸川権禰宜から江戸時代には能や浄瑠璃などの流
行を仮装行列で表現したことなどを学び、当時からある浦島太郎の復刻版巨大バルー
ンを曳きました。竜宮城までの風景を現わそうと南三陸の「オクトパス君」を帽子に
したり乙姫コスプレをしたり。浴衣姿の他学部生や他大の院生など総勢45名で雨ニモ
マケズ、 5 キロの道のりをねり歩きました。
（教授 北村弥生）

国際学部
HPによる学部広報活動
2016年度以来、国際学部ではHPの充実に力を入れています。
「取り組み・プロジェク
ト紹介」の件数は、2013年度 1 件、14年度 3 件、15年度 2 件に対し、16年度32件、17年
度86件（ 2 月末現在）と、飛躍的に増加しました。
私たちがとくに力を入れているのは次の 3 つの点です。 1 つは、教員の研究・教育活
動を積極的に掲載しています。2017年度にはリレー・エッセイを実施し、約30件の個性
的な記事を掲載しました。 2 つ目は、学生の視点を取り入れることです。これも2017年
度から約10名の学生広報委員が、記事の執筆、改善の提案・議論に関わっています。関
学生広報委員による記事（の例）
心の高い留学についても、これまで17名の体験記を掲載しました。第 3 に、カリキュラ
ム等についても最新情報を提供すべく更新に努め、GSE教員のビデオメッセージや『プ
ロスペクタス』のPDF版を掲載しました。さらに在校生の積極的活用を促すべく、ゼミ
選択のための特別サイトを開設しました。
HP広報の利点は、「お金がかからない」一方で、活動の自由度が高い点にあります。業務繁多のなか
百聞は一見に如かず。
での試行錯誤の取り組みですが、今後も充実・改善に努めていきたいと思います。 （教授 西山暁義）

ぜひHPをご覧ください。

看護学部
共立女子大学大学院看護学研究科（修士課程）開設記念講演会の開催
2018年 2 月20日（火曜日）、本学 2 号館803講義室において、この 4 月からスタートした看
護学研究科（修士課程）の開設記念講演会を開催しました。講師には、当研究科の非常勤講
師もおつとめいただいている久常節子先生をお招きし、「地域包括ケアの時代に求められる
看護人材とは」をテーマにご講演をいただきました。高知女子大学を卒業後、保健師の実務
経験ならびに大学でのご勤務を経て、厚生省医政局看護課長や日本看護協会の会長を歴任さ
ご講演中の久常先生
れた久常先生は、教育・研究のみならず、看護行政・政策のパイオニアです。
講演では、ご両親の介護体験や、現在、神奈川県顧問として携わっている、
「かながわ保健指導モデル事業」での実践例を示
しつつ、求められる看護人材像とはその時代の保健医療制度や診療報酬と切り離せないこと、地域包括ケアが重視される現在、
地域に暮らす人々の、自らの健康を育む力を信じ、それを引き出す新しい看護技術が求められていることなどを話されました。
当日は、大学院生、学部生はじめ、実習にご協力をいただいている病院や地域包括支援センターからもご参加いただき、盛
会のうちに終了しました。
（教授 北川公子）
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生活科学科
短大 2 年間の集大成
「卒業研究・卒業制作」発表会
「卒業研究・卒業制作」は、各研究室のテー
マによる多彩な研究・調査や制作を行う通年授
業です。本学科では、豊かでより充実した日常
生活を送るための学問領域を追求しています
が、このカリキュラムは、まさにクロスオーバー
した研究内容が魅力となっています。その成果
を発表会でプレゼンテーションすることは社会
人になるための貴重な経験でもあります。また、
本格的なプレゼンテーションはとても充実し、
見学した 1 年生にとってもよい刺激になったよ
うです。
この成果は『発表要旨集』として発行し、オー
プンキャンパスや指定校先へ配布します。発表
会後の打上げは、後援会のご協力により 2 階の
素敵なロハスカフェで立食パーティーを楽しみ
ました。
（教授 三井直樹）

ポスター発表会場（左）とプレゼンテーションの様子（右）
：2号館にて

打ち上げパーティー（左）と『発表要旨集』原画デザインの表彰式（右）：2号館ロハスカフェにて

文科
文科読書室はキャリア教育を力強く支えます
短大生は入学した年からすぐ次の進路を考えることを余儀なくされます。「将来」は短
大生にとって切実な「現実」です。でも何をしたいのか何を目指せばいいのかわからない。
文科では進路を考え取り組むためのキャリア科目を正課とし、
授業を通して具体的に就活・
編入に向き合ってもらいます。その際強い味方が、文科読書室に揃えてあるビジネス本で
す。これらの書籍は就職指導の専門家が推薦したものばかり。いわく「短大生に決定的
に欠けているのはビジネス感覚。だから読もうね、ビジネス本。」でも沢山は買えないと
いう文科生に、本館15階の文科読書室でのラインアップが役立ちます。ここで基本の考えを学んで、いざ面接に。小さな読
書室が学生の「将来」を支えています。
（文科長 菅野扶美）

Active Learning Experience
KALECO
（Kyoritsu
）報告
for Collaborative Communication

2015年度から始まった、全学連携のアクティブラーニングプロジェクトKALECOの授業「総合表現ワークショップ」履修
生による舞台公演『青い鳥』が、2017年度も上演されました（11月25、26日、共立講堂）。学生がプロの指導を受けつつ、す
べて自分たちの力で舞台をつくる大変な試みでしたが、学園はもちろん神保町、千代田区、そして大学の様々なセクションの
教職員のご協力で、本年度も成功させるこ
とができました。
これをもって舞台をつくるKALECOは
一旦終了ですが、この 3 年間は、 4 月には
小さな種のような存在だった学生が、秋の
終わりにはこれほどに成長して大きな実を
結ぶものかと、苦労と驚きと喜びの連続で
した。ご支援くださいました皆様に心より
感謝申し上げます。

（文芸学部 教授 村井華代）
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大学院
（学位授与日

家政学研究科

論文題目一覧
専攻

―

博士後期課程（論文博士）
博士後期課程（博士）

人間生活学専攻

博士前期課程（修士）
食物学専攻
建築・デザイン専攻

国際学研究科

文芸学専攻

論

文

題

目

嚥下困難者用食品の物性評価に関する研究

中西

朋子

保育所に就園している5・6歳児の睡眠習慣と食習慣、行動の関係

内山

奈々

学校教育における和服普及に関する研究

―高等学校家庭科の授業内容に着目して―

太田

裕子

卒業式における女子学生の袴着装の研究

―ファッションの概念を基にした分析―

川井結花子

公家女性着用の小袖模様の変遷とその実態に関する研究

澁谷

ランドセル市場における実態と企業戦略に関する研究

茜

中澤真莉子

ラグジュアリーファッションの動的価格設定に関する研究

渡邉

江戸時代の小袖の流行からみる浮世絵のメディア性

瑛子

武熊

彩乃

食品因子による腸管免疫調節機構の解析

新垣

佑依

沖縄の風土・気候環境に適した住宅設計の研究

今村

真帆

若年層の調査から見るこれからのアパレル店舗

関

笑加

建築美学論－建築が見つける－

―E-Commerceデータを用いた定量分析―

～新しい集合住宅の形～

授与者氏名

論

文

今井志津歩

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』論

栗田

真悠

芥川龍之介の初期三作品における語り手の機能

庄司

円

『源氏物語』における母親の呼称

諏訪

梢

エメ・セゼール研究

清野

奈緒

『源氏物語』紅梅巻研究

林

栄子

モネとプルースト

題

目

――改稿過程から浮かぶ物語世界
――中将の君を中心に

『帰郷ノート』作品分析
――「折り枝」を起点として

「睡蓮」

論文題目一覧
専攻

修士課程

彩香

論文題目一覧
専攻

修士課程

授与者氏名
秋間

被服学専攻

文芸学研究科

2018年3月15日）

国際学専攻

授与者氏名

論

ゴ ティ タオ

日本とベトナムとの国際協力の現状と課題

総合文化研究所

文

題

目

～教育･人財育成分野及び日本語教育を中心に～

学内外にグローバルな環境を構築

4 月より総合文化研究所所長を拝任した木戸

本学では2016年度から、国内留学プログラムを提供していま

です。本研究所は、1992年の設置以来、各学

す。【宿泊型】と【通学型】があり、前者は福島県のブリティッ

部・学科の専門領域の教育との有機的な関連の

シュヒルズにおいて生きた英語を学びつつ英国文化を体験する

もと、さまざまな活動を精力的にすすめてきま

もの、後者は本場英国から有資格の講師が来校、
「英語を学ぶ」

した。2018年度も、研究助成と出版助成および

から
「英語を使う」
へ無理なくステップアップでき発信力を強化

展示・講演会に対する助成が活動の中心となり

する内容となっています。どちら

研究 8 件、出版 2 件、展示・講演会 3 件の、合わせて13件が決

も英語漬けの環境で学べる短期集

定しております。学術交流を推進していく本研究所の研究活動

中型コースとなっており、次回実

に対して、引き続きご理解・ご支援を賜りますよう、お願い申

施は夏季となりますので詳細は国

し上げます。（総合文化研究所

際交流室までお問い合わせ下さい。

所長

木戸

雅子）

改革総合支援事業タイプ 1 選定について

2018年度「千代田学」で2つの事業が採択されました

共立女子大学および共立女子短期大学は、平成28年度に引き

「千代田学」
は、区内の大学が、千代田区に関する様々な事象

続き、文部科学省「平成29年度私立大学等改革総合支援事業」
の

を一つの学問として学ぶというものです。東京の中心である千

タイプ 1「教育の質的転換」に選定されました。この事業は、教

代田区の歴史と文化を再確認し、さらに発展させるために、千

育改革に全学的・組織的に取り組む私立大学等に対して、国が

代田区が企画・提唱しています。2018年度、本学からは 2 件、

経常費・設備費・施設費を一体として重点的に支援するもので、

採択されました。

タイプ 1 は、全学的な体制での教育の質的転換（学生の主体的
な学修の充実等）を実施している大学を支援するものです。こ

事

業

に関する実践的研究

の補助金により、教育充実特別予算（大短GP）を配分して学内
における全学的な教育改革の取組みを支援し、今年度も学生の
学修支援をより一層充実させていきます。

名＝小学生を対象にした千代田区の地域素材の教材化
－
「千代田区子ども検定」
の作成・発信－

研究代表者＝家政学部 児童学科
事

業

教授

本澤淳子

名＝千代田区における母子保健向上のための妊婦サロ
ンの運営と評価

研究代表者＝看護学部 看護学科
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共立Stand Up ! プロジェクト 活動報告
共立Stand Up ! プロジェクトは、ラーニング・コモンズを拠点
とした正課外活動です。プロジェクト活動をとおし、前に踏み出
す力やチームワークといった社会人として必要な力を身に付ける
ことを目的としています。「RUN-K2017プロジェクト」では、卒
業生ランナーによる指導やチームワークをより強くするためのT
シャツ作り、マラソン中に聞くための曲リストを共有し、ハーフ
マラソンに臨みました。また、「フランス食文化プロジェクト」では、フランス語圏からの留学生
と一緒にガリフォトやマカロンの調理や茶道・香道などの日本文化体験をし、交流を深めました。
2017年度は全部で 7 つのプロジェクトが活動しました。HP： http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/lib/

共立祭
2017年度共立祭が、神田一ツ橋キャンパスの本館と 2 号館で10月14日（土）と15日（日）に開催
されました。当日は、多くの来場者にお越しいただき、大変賑わいました。学生・教職員による企
画評価の結果、展示部門は「有志わたしtoデザイン」、パフォーマンス部門は、「吹奏楽団」が選ば
れました。また、今年度初めて実施された、一般来場者の投票による特別賞も、「吹奏楽団」が選
ばれました。
当日の様子がテレビ朝日の「路線バスで寄り道の旅」で放送されました。

共立音楽祭等
2017年11月 6 日（月）から10日（金）までの 5 日間、お昼や夕方の時間に、本館ロビーで、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25組の学生・教職員・卒業生が演奏や歌
の披露をしました。また、本館ロビーにおいて、学生・教職員の45点の作品を展示した「まんが・
イラスト・写真・絵画展」が同時開催されました。

2017スポーツフォーラムの開催報告
2017年12月 6 日（水）共立講堂にて、「共立女子大学・短期大学2017スポーツフォーラム」が開
催されました。当日は本学学生の他、近隣の方なども参加し、総勢約400名が参加しました。日本
障がい者スポーツ協会常務理事の髙橋秀文氏、写真家の清水一二氏のご講演のほか、ボッチャ体験
なども行われました。どのメニューも非常に内容の濃いものでした。本学学生も東京2020大会に向
けて、ボランティアなどとして関わりたいという気持ちが強くなったようです。

ホームカミングデイ2018 ～集まれ！共立生～
卒業生と本学とのつながりや絆を深め、同級生が集まる機会を提供することを目的に、今年も櫻
友会と共催でホームカミングデイを開催します。同期の皆様やご家族の方をお誘い合わせの上、是
非ご参加ください。
〔日
時〕 2018年 7 月 1 日（日）13：00 ～ 16：30（12：00受付開始予定）
〔場
所〕 共立講堂および神田一ツ橋キャンパス各校舎
〔申 込 方 法〕 事
 前申込制：本学Webサイト掲載 申込みフォーム／ FAX 03-3237-1278 ※学園報
同封のチラシ裏面をご利用ください。
〔お 問 合 せ 先〕 ホームカミングデイ2018プロジェクト：

E-mail：kyoritsuhc.gr@kyoritsu-wu.ac.jp ／電話 03-3237-2611（学生課）
〔主 な 企 画〕 ・家政学部児童学科 村上康子准教授 ミニコンサート

・学部・科ごとの分科会（教員との懇親会）

・櫻友会コーナー

・キャンパス自由見学（博物館・図書館など）
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中学高等学校トピックス

中学高等学校
保護者向け華道入門講座
中高ではこれまで長年にわたり「父母デッサン教室」や「礼法講習
会」を通じて保護者の方にも本校の教育の一端を体験して頂き、好評
を得ています。さらに今年度からは池坊の近藤聡美先生にお願いして、
以前よりご要望の多かった「保護者向け華道入門講座」を開講しまし
た。前期、後期それぞれ土曜日の午前中に 5 回ずつ、季節に合わせた
花材を使っての生け込みが行われましたが、先生も驚かれるほどの上
達ぶりで、急遽後期からは中級編も増設するほどでした。なお来年度
も開講予定です。

小学生グローバル教養講座「Enjoy Cool JAPAN」
中高では日本文化を理解し国際社会に貢献できる女性の育成にも力
を注いでいます。昨年度から英語を学んでいる小学生とその保護者の
方を対象に、本校生になじみ深い日本文化と英会話を合わせた 3 回 1
セットの講座を前期・後期で開講しています。
礼法（小笠原流）、華道（池坊）、茶道（表千家不白流）では、それ
ぞれの心と形を学びました。その後の英会話では、日本文化講座で学
んだことを活かして、例えば茶道で使用した茶器について英語で会話
を楽しみます。保護者の方からは「人生のほとんどを海外で過ごした
娘にとって、初めて見聞することばかりでしたが、親子で大変勉強に
なりました」との感想をいただきました。なお来年度も開講予定です。

Kyoritsu English Week
東京都教育委員会が民間事業者と連携して2018年 9 月に「英語で学ぶ」体験
型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」（以下TGG）が開業されます。
東京にいながら、まるで海外で生活をしているようなプログラムを取り入れるこ
とで早くも注目を集めていますが、このTGGで行われるレッスンを「Kyoritsu
English Week」と銘打ち、本校でネイティブ講師を招いて 5 日間実施しました。
中学生に告知したところ即日満員となり、グローバル社会への関心の強さが伺え
ました。
1 日目「プログラミング体験」
Spheroというボール型ロボットを使ってプログラミングを体験
2 日目「点字で未来の名刺を作ろう」
特殊な器具を用いてカードにアルファベットの点字を打ち、未来の名刺を作成
3 日目「コマ撮り作品を作ろう」
ストーリーを考え、ストップモーションで連続写真をとり、タブレットを用い
たコマ撮り動画を作成
4 日目「見近なものから効果音を作ろう」
水のはねる音などの様々な音の英語表現を学び、無声の動画に適切な効果音を
考えるアクティビティ
5 日目「東京の魅力紹介」
外国人訪日観光客を対象に東京の魅力を伝えるCMの絵コンテを作り、発表
10
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動きを決めてコマ撮り撮影（ 3 日目）

作ったCMに音声を吹き込んでいます（ 5 日目）

第二中学校高等学校トピックス

第二中学校高等学校
ニュージーランド研修生来日

2017年 9 月23日～10月 3 日

今年もニュージーランドの姉妹校、ワイヒカレッ
ジから研修生たちがやってきました！
登校初日は、生徒全員八王子講堂に集合し、ウェ
ルカムセレモニーを実施。その後、キャンパスや校
舎内の見学、そしてはじめての授業へとプログラム
を進めていました。授業以外では、茶道部による着
付けとお手前の体験や、調理実習、忍野八海への遠
足などを楽しみ、最終日は生徒会主催のフェアウエ
ルパーティーで別れを惜しみつつ交流を深めました。

「すぽかるフェスティバルin共立」開催

2017年11月27日

本校では地域貢献活動としての子供向けイベントを毎年実施し
ていますが、今回もその一環として企画されました。
このイベントは今年初めて開催するため、どれくらいの子供た
ちが来てくれるか心配でしたが、好天にも恵まれ、300名を超え
る皆さんにお越しいただき、様々な企画を楽しんでいただくこと
ができました。
ゴルフ、サッカー等のスポーツ系と、茶道、マンドリン等のカ
ルチャー系の体験企画を中心とし、ステージ発表や縁日企画など
盛りだくさんの内容でした。
中高のクラブに加え、大学のサークルの皆さんにも協力してい
ただき、様々な興味のきっかけを子供たちにプレゼントできたと思います。
また、体育館では本校バスケットボール部が主催し、ミニバスケット16チームが参加する「共立杯」も同時に行われ、盛り上がり
を見せていました。

オーストラリアアマチュアゴルフ選手権 優勝

2018年 1 月24日

ゴルフ部 山口すず夏さん
（高 3 ）

1 月16日～ 21日まで西オーストラリア州パース郊
外で行われたオーストラリアアマチュアゴルフ選手権
に出場、日本人として初めての優勝を飾りました。
大会には世界各国から75人が出場、 2 日間36ホール
による予選を 2 位で通過し、マッチプレーに進出しま
した。決勝では韓国のチョ・アイエン選手に完勝し、
男子の日本人選手とともにアベック優勝という快挙を
成し遂げました。体力・集中力の維持が難しかった
としつつも、強豪ぞろいの中での勝
利は大きな価値があります。優勝し
たことにより、オーストラリア女子
オープンへの出場資格も獲得し、今
後の活躍が益々期待されます。
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幼稚園トピックス

共立大日坂幼稚園
誕生会
幼稚園では、毎月、誕生会をしています。遊戯室に全園児が集まり、お祝いの歌を歌い、
園長先生からはペンダント、担任の先生からは誕生カードを頂きます。その後皆の前で
「い
くつになったか、大きくなったら、何になりたいか？」を一人ずつ発表します。緊張した
り、照れてしまうこともありますが、頑張ってお話しています。その後、おやつを頂いた
り、こばと組（年長組）は、保護者の方から小さい時のお話を聞きます。
誕生会に参加し、お友達をお祝いしながら、自分の誕生日も心待ちにしています。

（主任 池田朋子）

感謝状
幼稚園では管轄の大塚警察署に依頼し、毎
年 2 月に全園児を対象とした、「交通安全指
導」を実施しています。当日は講話後、卒園
する保護者に親子で交差点を渡る実地訓練を
受けて頂いています。
このことから、平成29年秋には、「交通事
故防止優良園」として表彰を受けることがで
きました。今後も交通事故防止に貢献して参
りたいと思います。
（園長 上野純子）

博物館ごっこ
園外保育で国立科学博物館に出掛けた年長
組、恐竜の化石や生き物の剥製などを見てそ
れぞれに刺激を受けて帰ってきました。翌日、
園庭では石や枝を化石や恐竜の骨に見立てて
採集する子ども達の姿がありました。保育室
ではティッシュ箱を使っての恐竜作りも始ま
りました。展示物が増えるにつれ「博物館を
開こう！」という声が上がり、遊戯室で 1 日
限りの「博物館」を開くこととなりました。
当日は小さな学年の手を引いて解説しながら
案内をしたり、チケット切りや警備員、館内のお約束をお話する係などを担い、皆で作った「博物館」を張り切って披露する年長組
でした。遊びから発展していった博物館ごっこは、子ども達の心に残る体験となりました。
（教諭 伊藤直子）
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学園トピックス

学位記授与式・卒業式・卒園式

大学・短期大学(3月15日)

中学高等学校(3月18日)

例年よりも早めの桜の開花が予想された2018年 3 月、学園各校において学位記授
与式および卒業式・卒園式が執り行われました。新たな門出を迎えた卒業生たちは、
大切な思い出を胸に、しっかりとした足取りでそれぞれの道を歩み始めました。

第二中学校高等学校(3月17日)

共立大日坂幼稚園(3月16日)

近年の自治体・企業等との連携協定締結状況について
◆各機関との連携協力協定について
「千代田区内大学と千代田区の連携協力に関する基本協定」
共立女子大学・共立女子短期大学では、千代田区との間で締結した
や
「大規模災害時における協力体制に関する基本協定」のほか、現在下記の機関と連携協力に関する協定を締結しています
（カッ
コ内は締結日）。
・NPO法人神田学会（2015年 9 月 1 日）
・福井市
（2017年11月13日）
・五島美術館（2016年 4 月 1 日）
・興産信用金庫
（2017年11月30日）
・宗教法人神田神社（神田明神）
（2016年12月 1 日）
・
「千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシ
・二松学舎大学附属図書館（相互協力に関する協定）
（2017年 6 月 1 日）
アム」
に関する包括協定
（2018年 4 月 1 日）
・全国農業協同組合連合会埼玉県本部（2017年 7 月 1 日）
◆自治体との就職支援に関する協定について
本学ではこれまでに10自治体との間で就職支援協定を締結しています。（Uターンクラブ入会も含む）自治体との相互連携に
より、協定校として就職情報やサービスを優先して受け、UIJターン就職を希望している学生に対し、合同企業説明会や就職
イベント情報、求人などの情報提供をしています。
、福岡県
（11月）
、岩手県
（ 2 月）
等が挙げられます。
2017年度の実績としては、茨城県（ 7 月）、札幌市（10月）
「研究・社会貢献」の欄もご覧ください。
本学ホームページ

『共立女子学園サポーターズ募金』

～伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート～

募金報告とお願い

募金応募状況（2017年8月1日〜2018年2月28日受付分及び累計）
2017年8月1日〜
2018年2月28日受付分
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）

32件
5件
37件

累計
2015年9月1日〜
2018年2月28日

4,405,000円 265件 150,625,100円
280,000円

71件

15,329,000円

4,685,000円 336件 165,954,100円

「奨学資金」
への募金は学生、生徒等への奨学資金の原資といたします。

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）
HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin
募金事業概要、お申し込み方法等は、
右記QRコードによりご覧いただけます。

「共立女子学園サポーターズ募金」
は、
学生生徒等のための教育活動支援資金として、教育活
動の進展に伴う学習環境の整備や、教育研究活動支援、国際交流事業、奨学事業などを継続的
に推進していくために、2015年 9 月 1 日から2020年 8 月31日まで行っております。
募金要項では、 1 口 1 万円からとさせていただいておりますが、金額に関わらずお受けい
たします。ご寄付いただきましたサポーターの皆様には、サポーター証としてキーホルダー
を贈呈しております。また、
プレミアムサポーター（個人で10万円以上のご寄付）
の皆様には
ロイヤルブルーティージャパン社製の高級ボトリングティ（共立女子大学卒業生が創業した
企業の品です）
も贈呈させていただきます。
募金の手続きは、共立女子学園のホームページよりお申し込みいただけます。従来の振込
用紙に加え、ATMのご利用やクレジットカード・コンビニエンスストア決済のご利用による
お申し込みも受け付けております。また、
ご寄付いただきました方には税法上
（個人の場合は
所得税の減免措置）
の特例もございます。
この募金事業はサブタイトル〜伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート〜と掲げたよ
うに、本学に関心をもったサポーターをひとりでも多く増やしていきたいという思いが込め
られています。
ここに、2017年 8 月 1 日から2018年 2 月28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。引き続き皆様からのご支援を賜りたく、ご理解とご協力をお願いいた
します。

募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ
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、
匿名希望の記入がない場合に
はすべてご芳名発表とさせていただきました。
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. 名
万一、
まちがいがありました場合はご連絡ください。
 簿整理には慎重を期しておりますが、

「サポーター証」
キーホルダーを
寄付者の方全員へ贈呈いたします。

個人で10万円以上の寄付者の方へは
「プレミアムサポーター証」キーホルダー、
学園ラベル特製高級ボトリングティー
他を贈呈いたします。
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サークル・部活紹介
●大学・短期大学

●中学高等学校
バレーボール部

フラ部

各

高

田区交通安全のつどい」に出演し、11月28日（火）に

時間の中で、仲間同士

2017年秋の交通功労者等表彰式で、丸の内警察署・丸

で切磋琢磨し合いなが

の内交通安全協会から表彰されました。

ら練習に励んでいます。

種イベントでの披露を目標に、練習をしていま
す。

2017年 9 月 7 日
（木）に共立講堂で開催された「千代

校バレーボール
部では、火・木・

土の週 3 日、限られた

練習メニューを工夫し
たり、筋力トレーニン
グを行ったりと、何が必要なのかを考えながら活動に
取り組んでいます。Ⅰ部大会出場を目標に、精神力と
技術を身に付け、今年もチーム一丸となって精一杯、
力を発揮したいと思います。

部

ミュージカル研究

春

と秋の定期公
演 を 目 標 に、

練習をしています。
2017年10月28日

現

在は21名で活
動していま

す。 活 動 日 は 金 曜
日のみですが、オー

（土）～ 29日
（日）に、

プンキャンパスではシュシュの製作体験、共立祭では

共 立 講 堂 で、 秋 公

ビーズストラップの製作体験を行っており、参加者に

演を開催しました。

教えられるように事前に練習を行っています。昨年の

5 月からの練習成

夏には共立祭で飾る個人作品を製作しました。アクセ

果 の 発 表 と し て、

サリーやバッグ、巾着、中には 2 人で合作としてウェ

宝塚歌劇の「アリスの恋人」を上演しました。

ディングベアを製作した部員もいました。学年に関わ

また、2018年 4 月にも、同じく共立講堂で、春公演
を開催します。

らず、仲良く活動しています。これからもより良い作
品を目指して活動したいと思います。

ボート部

太極拳部

全

数

クボートコース

しでの全国大会

で、第40回東日

で上位を狙える

本新人選手権競

レベルになりま

漕大会に出場し

し た。「 全 国 制

ました。 1 年生

覇 」を 目 標 に 活

にとっては、今

動をしていますが、技術偏重ではなくクロストレーニ

大会が公式戦デ

ングを取り入れたり、文化的活動も視野に入れ、その

ビューとなりま

中で中高時代の仲間たちと日々努力して活動していま

した。

す。マイナースポーツですが応援して下さい。

日本大学選手権大会などの大会出場を目標に、
戸田艇庫で練習をしています。

2017年10月14日（土）～ 15日（日）に、戸田オリンピッ

14
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年前から、
団体戦で

社会人とも枠な

●第二中学校高等学校
華道部

今

年 度 は 中 高23
名で活動して

います。日頃の活動
では身近な花が多い
ですが、白亜祭では
珍しい花を取り入れ

短

信

●大学・短期大学
狂言研究会 2017年11月19日（日）に、共立講堂で、秋季
公演会を開催しました。

フォークソングクラブ 2017年12月3日（日）に、共立
講堂で、第45回定期演奏会を開催しました。
競技ダンス部 2017年12月10日（日）に、獨協大学35周

たり、個人作品の他

年記念アリーナで、第62回全日本学生競技ダンス選手権大
会に出場しました。

に合同作品にも意欲的に取り組んでいます。お正月やク

チアリーダー部 2017年12月23日（土）～ 24日（日）に、

リスマス、桃の節句などの行事花も楽しんでいます。技
術の上達とともに許状（小原流）取得も励みに活動してい
ます。練習したお花は持ち帰って自宅に飾り、家族にも
楽しんでもらっています。

日本ガイシホールで、第29回全日本学生チアリーディング
選手権大会に出場しました。

演劇研究部 2018年2月10日（土）～ 11日（日）に、ブロー
ダーハウスで、劇団＊夢彩色第85回公演を開催しました。

●中学高等学校

体操競技部

一

技入魂の精神で、大会入賞
を目指し練習に励んでいます。

昨年は中学生が八王子市大会団体
優勝、高校生がインターハイ予選
団体 5 位でした。また、白亜祭で
は自分たちで創作したマット運動
団体演技を舞台などで披露しまし
た。今後も中高
一緒に切磋琢磨
しながら心・技・
体を鍛えられる
よう頑張ります。

放送部

放

送部の活動は主に、昼の放送、体育大会でのアナ
ウンス、白亜祭でのインフォメーション、年 2 回

のコンクール出場、月 1 度のプロのコーチによる指導、
などとなっています。日常的には地味な活動ですが、部
員数 も 増 加 し、
更に多くの活動
に取り組む方向
で頑張っていま
す。行事の際の
部員たちの美声
にご期待くださ
い。

高校地理歴史部

鉄道模型でアメリカ遠征へ

2017年
「全国高等学校鉄道模型コンテスト」
において、伊香
保の温泉街をモチーフに深く色づいた紅葉を美しく表現し
た
『深秋』
（しんしゅう）
という作品で、最優秀・文部科学大
臣賞を受賞しました。その副賞として11月にアメリカのミ
ルウォーキーで行われた
「トレインフェスタ」
に特別招待さ
れ、
現地にて英語でプレゼンテーションをし、
帰国しました。

バトン部

中高ダブル受賞 2017年10月14日（土）千
葉ポートアリーナで行われた第52回バトントワーリング関
東大会において、中学バトン部・高校バトン部ともに金賞
を受賞し、関東支部代表として全国大会へ出場を決めまし
た。中学バトン部は初めての全国大会出場となります。

●第二中学校高等学校
野外研究部、ニッセイ緑の財団
の活動に参加
（樹木名プレート）

2017年11月25日／野外研究部は、
“ニッ
セイ緑の財団”が行っている、多くの
人に自然を身近に感じてもらうため
の活動に参加しました。 具体的には、
森林づくりの際に出る間伐材を財団より寄贈していただき、
これを
「樹木名プレート」
として木々に取り付けます。本校
では30枚のプレートを作成し、キャンパスの木々に部員が
取り付けていきました。

吹奏楽部、国道16号八王子拡幅
開通セレモニーで演奏！ 2018年

1 月14日／八王子市内を南北に走る国
道16号線（東京環状）の拡幅開通を祝
う式典とセレモニーが開催され、吹奏
楽部が記念演奏とテープカット・くす
玉開披の際のファンファーレ演奏を担当させていただき
ました。
多くの出席者の皆様、工事関係者の皆様からもお褒めの言
葉をいただき、非常に嬉しく励みになったとのことでした。
共立女子学園報

第57号

15

共立女子大学・共立女子短期大学

公開講座2018

研修センター杉並寮講座

6月

杉並の閑静な住宅街に位置する旧学生寮の地で、
「医療・健康」をテーマとした講義とエ
クササイズ「手軽に出来る健康体操」
を組み合わせた講座を予定しています。

神田一ツ橋キャンパス講座

9月

欧州とアジアの特徴的なトピックに焦点をあてた以下の講座を予定しています。

八王子キャンパス講座

10月

共立女子第二中学校高等学校がある八王子と、共立女子大学・短期大学がある神保町。
それぞれの地域について生徒・学生が学習した成果を発表します。
皆さんと一緒に考える参加型講座です。
（一般の方もご受講いただけます。
）

場

所

日

研修センター
杉並寮

時

八王子
キャンパス

師

タイトル

家政学部教授

河原

紀子

乳幼児期の子育てで大切にしたいこと
～発達心理学の視点から～

文科准教授

中島

早苗

手軽に出来る健康体操Ⅰ
～簡単なストレッチと無理のないトレーニング～

看護学部教授

田口

理恵

これからの医療の仕組み｢地域包括ケア｣に備える
～在宅療養・介護を支える仕組みと予防法を知ろう～

文科准教授

中島

早苗

手軽に出来る健康体操Ⅱ
～簡単なストレッチと無理のないトレーニング～

国際学部教授

辻山ゆき子

フランスの女性解放―移民出身の女性の視点から

9 ／22（土）
国際学部教授
13：00-15：00

李

錚強

中国語の流行語から見る現代中国社会の変化

10／27
（土）
13：30-16：30

林田
田中

廣伸
裕子

6／2（土）
13：00-15：30

6／9（土）
13：00-15：30

神田一ツ橋
キャンパス

講

9 ／15
（土）
13：00-15：00

家政学部教授
家政学部准教授

高・大・市民・連携参加型講座
「八王子甲州街道と神保町 活性化デザイン計画を考える。」
〜神保町活性化デザイン計画の発表と、
八王子甲州街道についてのパネルディスカッション〜

※講座内容は変更する場合がございます。
詳細は学園HP（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/r-social/extension/）でもご覧いただけます。
お問合わせ・資料請求・申込先 学生課 共立アカデミー 〒101-8437 東京都千代田区一ツ橋2-2-1（共立女子大学・短期大学4号館1階）
℡ 03-3512-9981 FAX 03-3237-2858
E-mail ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

浅葱縮緬地蓬莱模様打掛
共立女子大学博物館



共立女子大学コレクション

江戸時代・19世紀中頃

多様な共立女子大学博物館の収蔵品の中でも、服飾研
究の視点から非常に興味深い作品群が、青色系の地色に
吉祥模様を表わした江戸時代及び明治時代の打掛です。
本学博物館の所蔵品では、江戸時代・19世紀中頃の作品、
浅葱縮緬地蓬莱模様打掛などがそれに当たりますが、こ
の種の作品はこれまで、吉祥模様が表わされているにも
関わらず、婚礼衣裳とは考えられてきませんでした。そ
の最も大きな理由は、これらの地色が青系統の色であっ
て、婚礼衣裳によく見られる白や赤・黒でないためです。
婚礼衣裳の模様には、江戸時代以来、魔除け・神聖・
幸福を意味し、めでたさを象徴するモチーフが多く用い
られてきました。そうした中で最も典型的なものが、
「蓬
莱模様」と呼ばれる、松・竹・梅が水中の岩から生い立

つように表され、これに鶴、
亀を添えた模様です。
本学博物館所蔵品を用い
た最近の研究によって、
「蓬
莱模様」を表わしたものだ
けでなく、吉祥模様を表わ
したこれら青地の打掛がす
べて婚礼衣裳であることが
わかってきました。詳細は
『共立女子大学博物館年報
／紀要』第１号
（2018年 3 月
刊行）
をご覧ください。
（共立女子大学博物館 館長 長崎

巌）

HP＝https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/muse/

公式facebookページ
〈大学・短期大学〉

発行 学校法人

公式Twitter
〈中学高等学校〉

共立女子学園

〈第二中学校高等学校〉

東京都千代田区一ツ橋2-2-1

〈大学・短期大学〉
@kyoritsu_wu

TEL 03（3237）2838

大学・短期大学
住所変更届
（入力フォーム）

E-mail：kohop@kyoritsu-wu.ac.jp

ご意見・ご感想および住所変更は、E-mailでも受け付けます。

