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※名称・内容等は予定につき、変更する場合があります。

共立女子大学ビジネス学部（仮称）

第二中学校高等学校
ゴルフ部・山口すず夏さん
プロゴルファー宣言!! ⇒ 詳細はＰ13へ

2020年4月開設予定（設置認可申請中）
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学校と社会の連携

　学校の目的は幼稚園から大学まで、発達段階
に応じて教育を行い、一人ひとりの能力を高め、
人格の完成を目指して社会で活躍できる「人を育
てる」ことにあります。
　しかし、教育は学校だけで行うことはできま
せん。人は社会の中で育っていくものです。社
会の変化とともに学校だけでは解決できない
様々な教育課題が学校に持ち込まれるようにも
なりました。また、知識や技能を実際の生活や
社会で生かすことができるようにするため、小
中学校でも地域の教育機関や企業などの人や施
設を教育資源として活用して、実験・観察、自
然体験や社会体験など多様な学習を行うように

なりました。
　大学でも、大学の教育研究活動の推進を図る
と同時に、大学の人的、知的資源を活用して地
域の振興と活性化を図るための産学連携が急速
に進んでいます。
　本学園は、土地柄もあり、これまでも「神保町
ブックフェスティバル」や「クリスマスキャロル
の夕べ」などの地域のイベントや行事に学生・生
徒が参加し、地域に根差した学校として発展し
てきました。
　近年は、大学でも子育てひろば「はるにれ」と
学園内託児所の開設など地域の子育て支援や、

「浴衣スタイリングショー」「神保町グルメかるた
の制作」など学生たちが地元企業や商店街と連携
して取り組む活動を行っています。また、千代
田区内の近接大学とのコンソーシアムを通した
大学間の連携による地域振興・人材養成等にも
取り組んでいます。
　本学は、このような取り組みをさらに発展さ
せるため昨年11月「社会連携センター」を設置し
ました。センターが社会連携の拠点として地域
社会や産業界等との連携協力を推進していくこ
とを期待します。

理事長メッセージ

学園長・理事長　御手洗 康

人材・知財を活用した
社会連携活動の広がり

　今、大学には社会から大きな期待が寄せられ
ています。有益な人材を輩出することはもちろ
ん、教育・研究活動を通して得た「知」を、地域・
社会に還元し、より良い社会を創る貢献が求め
られています。
　2018年4月からの第二期中期計画では、大学・

短期大学のマスタープランで地域連携を目標の
一つに掲げています。その目標を達成するため
に、2018年11月に新たに「社会連携センター」を
立ち上げました。地域連携センターでなく社会
連携センターと命名した意図は、特定の地域に
こだわらず幅広く社会貢献を果たすとするとこ
ろにあります。
　社会連携活動の全学的展開を促進するため、
2019年度に向けては、社会連携につながる「地域
連携プロジェクト」を学内に公募しました。この
プロジェクトは、本学が所有する人材及び知財
を活用し、地域課題の解決を図ることや本学の
教育の発展を目的とし、その活動を支援するも
のです。教職員と学生が参加する活動では、学
生の主体性を高める、教育効果も大いに期待し
ています。

学長メッセージ

大学・短期大学　学長　
川久保 清
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取り組み1

取り組み3

共立女子大学・共立女子短期大学 社会連携センター開設
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〈千代田区〉
2003年1月に、本学を含め千代田区内11大学と千代田区は「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」を締結しま
した。今年度で16年目を迎え、地域の課題解決に取り組んでお
ります。
2018年度に千代田区事業助成制度「千代田学」に採択された「小学
生を対象にした千代田区の地域素材の教材化に関する実践的研究 
－千代田区子ども検定の作成と発信－」（研究代表者：家政学部 
児童学科 本澤淳子教授）、「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　岸田泰子
教授）は、地域の方々とともに活動する機会に恵まれ、共に取り
組んでいるゼミ生にも、「地域社会の課題解決」の視点から知財を
発信する意義がより深く納得されたことが推察されます。こうし
た学生の意識の変容も、推進する力になっています。

千代田区子ども検定
WEB版を児童が体験

本学学生と福井市小学校児童との
テレビ会議

〈千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム〉
（略称：千代田区キャンパスコンソ）
2018年4月、千代田区内の徒歩圏にキャンパスが近接する5大
学（大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部、共立女子大学・
共立女子短期大学、東京家政学院大学、二松學舍大学、法政大
学）は、「千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシア
ム」を設立しました。また同年9月には、千代田区商工業連合会
と産学連携、地域産業の振興を目的とした包括連携協定を締結
しました。今後、大学間の連携で各大学の「強み」「特色」を生か
したうえで、さらなる多様性のある施策を展開してまいります。

〈JA全農さいたま）
2017年7月、共立女子大学と全国農業協同組合連合会（JA全農
さいたま）は、教育及び学術推進、商品開発などを目的に、連
携協定を締結しました。家政学部食物栄養学科とJAが2017年
より共同開発に取り組んだ「低糖質パン」が完成し、2018年10
月よりJA全農さいたま加入者への販売を開始し好評を得ました。
2019年5月より「JAタウン」（JA全農が運営する産地直送通販サ
イト）で販売を開始します。

〈福井市〉
2017年11月、本学と福井市は、地域振興、人材の育成及び教育・
学術研究の推進に寄与することを目的に、連携協定を締結しまし
た。2019年2月には、家政学部 食物栄養学科「卒業演習」（木下伊
規子教授）の学生により考案された福井市食材を使った給食献立
が、福井市すべての小中学校へ提供され、2月19日には共立女子
大学と福井市をテレビ会議で繋ぎ、考案した学生と福井市児童が
食育交流を行いました。また、家政学部 建築・デザイン学科「CG
演習Ⅱ（応用）」（田中裕子准教授）では、エディトリアルデザイン
課題として、福井市食材を切り口に、学生に本学の取組を知って
もらうことをコンセプトにした冊子制作に取組みました。学生に
とっても現実的な地域社会との関わりから成長を遂げる機会とな
り、その成果は冊子の他、今後はパネル展示で発信し、大学と地域
社会をつなぐ新たな活動が生まれてくれることを期待しています。

千代田区子ども検定WEB版

福井市郷土食材を使った給食献立

取り組み2

取り組み4

開設記念シンポジウムにて5大学学長・総長、区長登壇

　低糖質パン　（左）ブランブレッド、（右）ブランカンパーニュ
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家政学部

被服学科では、学生が地域とかかわる様々な企画に積
極的に参加しています。
　今回は地域連携の一環として、2018年12月1日（土）
に東京都千代田区役所で開催された「エコ&サイクル
フェア2018／千代田のエコ自慢」に被服学科の学生が参
加しました。ファッションショー（写真左）では、着ら
れなくなった着物を、着方のアレンジにより斬新な
ファッション表現で再生させることに挑戦しました。
またエコをテーマにした作品展示では、僧侶の法衣を
パーティードレスにリメイクした作品（写真右）と、学
生のお祖母様から譲り受けた着物を仕立替えた作品を
展示しました。和服が本来持つエコな特徴を存分にア
ピールできました。 （学科主任　教授　長崎　巌）

地域連携への取り組み

「方丈庵」プロジェクト&「神保町グルメかるた」
建築・デザイン学科では、神保町という立地を生かし、地域連携の一環とし
て地域を題材にした演習と活動を行なっています。1つは毎年建築コースと
デザインコースが連携して行う建築&デザイン総合演習です。今年度は一
辺2.73mの立方体という最小の空間から神保町の新たな活性化を生み出す企
画「方丈庵」プロジェクトを行いました。もう1つは神保町の一層の賑わいを
創出することを目的としたデザインコースの演習授業で、「神保町グルメか
るた」を1,500部制作しました。昨年の10月には神保町ブックフェスティバ
ルで、子供たちと共立女子大生がかるた大会をして景品にかるたを進呈いた
しました。 （学科主任　教授　堀　啓二）

発達相談・支援センター　子育て広場「はるにれ」の活動報告
児童学科では、2017年に開設した子育て広場「はるにれ」も2年目を終えまし
た。2018年は年間500組以上の地域や卒業生の親子が来所し、安心して過ごせ
る場を提供できています。また、今年度は「はるにれ」の親講座を児童学科、
被服学科、食物栄養学科の6名が講師となり、学科の枠を越えて専門性を活か
した講座を行うことができました。どの講座も参加者からたいへん好評で、大
学の資源を活かした子育て支援を行えています。また、学生のボランティアも
多数参加するようになり、来年度も支援や教育の場として内容をより充実され
たいと考えています。 （センター運営委員長　教授　小原敏郎）

卒業論文・卒業演習発表会
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。2019年度は、
1月13日に41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須ですが、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。 （学科主任　教授　熊谷　仁）
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文芸学部

国際学部

ハワイ大学との交流プログラム　これまで夏季語学研修先にもなってきたハワイ大学カピオラニ校と本学とのあいだ
に2018年度に協定が結ばれました。相互の学生交流を深めるために、文芸学部では、2018年12月、ハワイ大学の学生カイミ
ラニ・ベアティさんを招いて、文芸学部の演習やゼミに参加してもらったり、文芸教養概論A（担当教員＝福嶋）の授業内では、
ハワイの移民社会や伝統文化についてのプレゼンテーションを行ってもらったりしました。ハワイがどのような歴史を経て
アメリカの領土となり、現在ハワイの人びとはそのことについてどう考えているのか、どうし
て日本やヨーロッパからたくさんの移民がやってきたかなどの話に、学生は興味深そうに耳を
傾けていました。また、国際学部の佐藤雄一先生の日本語教授法を受講した国際学部学生によ
る日本語チュータリングの授業にも、ベナンやスイスやフランスからの留学生といっしょに参
加して、自分の国の好きな食べもの、好きな日本食などの話で盛り上がり、楽しい国際交流の時
間となりました。文芸学部のハワイ大学との交流プログラムは、できれば今後も継続して、さま
ざまなつながりが生まれる場になれば、と思っています。 （准教授　福嶋伸洋）

映像ワークショップ（実践編）　2018年11月3日（日）、千代田区立お茶の水小学校にて、本学文
芸学部生約20名が、同小学校に通う生徒有志約50名、首都圏映画サークル連合の大学生メンバー約20
名と共に、協働で映像制作を行いました。6つのグループにわかれ、小学生達が語ってくれた思い出の
場所に基づいてシナリオを作り、本格的な映画撮影を経験しました。指導にあたってくださったプロ
の映画監督をはじめとする、神保町映画祭実行委員のご支援のもと、「監督」の役割を担った本学学生
達は、手のひらをメガホンがわりに「ヨーイ，スタート！」と気合の入った声をはりあげました。そのむ
かし夏目漱石も通ったこの小学校の歴史的価値を、映像として後世に伝えるという社会的責任をプ
レッシャーに感じながらも、学生たちは一丸となって生き生きと制作に向かいました。大人から小学
生まで、世代の異なる人々との多様なコミュニケーションを実践する、貴重な機会となりました。撮影
終了後は、プロの手によってその場で編集された映像を鑑賞し、2月28日にはちよだボランティアセ
ンターにて映像の発表会が行われました。 （教授　北村弥生）

皇居参観中国語ツアー　2018年11月より皇居で中国語での一般ツアーが始まり
ました。それにともない中国語中級クラスの学生が、中国からの訪日観光客とともに、
中国語での皇居見学をしました。
　中国語の聴きとりは少し難しかったようですが、多くの学生が耳を傾け、知ってい
る単語と照らし合わせ内容を理解しようとしていました。
　今回の見学ツアーを通して、日本の歴史や文化に興味をむけ、且つ中国語の学力向
上を図る事ができればと思います。 （非常勤講師　佐藤加奈子）

卒業研究成果発表会　
　2019年1月26日（土）、2号館において卒業研究成果発表会を開催しました。1年間
かけて準備、執筆した卒業研究のプレゼンテーションが行われ、午前10時から午後3
時30分までの長時間にわたって、熱のこもった発表と質疑応答が続きました。
 （教授　橋川俊樹）

学生広報委員の活動　2018年度は学生広報委員が7本の記事をHPに掲載しまし
た。「台湾フェスタ」「スリランカフェスティバル」「オクトーバーフェスト」といった
フェスティバルの取材や、メキシコ料理店の紹介、世界遺産アカデミーの方々への取
材のほか、バングラディシュ大使館で行われたセミナーへの参加や外務省女性職員の
方へのインタビューなど国際学部の学生が関心を持ちそうなテーマについて記事を
アップしてきました。まだお読みになっていない方は是非HPをご覧ください。
 （教授　西山暁義）

左から「カメラ担当」として
指導にあたる澤口明宏監督、

「監督」として思いを伝える
本学学生、「助監督」として
細部に気配りする首都圏映
画サークル連合のメンバー
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看護学部
学部開設から7年目を迎えて

新kyonetについて

　2013年4月に看護学部が開設して、早いもので丸6年が経過しました。2018年度の大きな出来事は、看護学研究科修士課
程の第1期生4名が無事、修士論文審査に合格し、修了式を迎えたことです。
　このたび修了した看護学研究科第1期生は、いずれも看護職としての仕事を持ち、学業との両立をはかりながら授業に参
加し、研究法を学び、これまでの経験や実践から生じた小さな疑問を、修士論文まで仕立て上げるという一連のプロセスを
たどりました。堂々とした修士論文発表会でのプレゼンテーションや質疑応答の様子を目の当たりにし、また、仕上がった
論文を手にするとき、2年間の、短くも集中した学修と思考と努力の成果を、改めて実感させられました。
　2019年4月から、修士課程第3期生を迎えます。これまで、共立女子短期大学看護学科の
卒業生が数名、当修士課程に就学しています。看護学科卒業生の皆さんにはぜひ、当大学院
に挑戦してほしいと思います。さらに、看護学部第1期生も、今年度で看護実務経験3年とな
り、様々な課題に直面していることと思います。看護学部卒業生の皆さんには学内推薦とい
う入試制度もありますので、母校の看護学研究科に戻り、自身の関心や課題に取り組む場と
して大学を活用してほしいと願っています。
　最後になりますが、看護学部は新年度より保健師課程（選択制）を設置し、新たなステージに
入ります。この大切な時期に、初代看護学部長の大関武彦教授、2代目、日下和代教授に続き、
新たな2年間、その任を引き継ぐことになりました。微力ではありますが、看護学部と看護
学研究科の発展に尽力してまいりたいと存じます。 （看護学部長　北川公子）

2019年4月より、新たに保健師課程を開設しました
　コミュニティケアのなかで住民が多職種・多機関と手を携え、予防活動・健康増進活動を行い、健康なコミュニティづく
りに貢献できる保健師の育成に取り組みます。
　保健師課程　：選択制（20名）
　取得可能資格：看護師国家試験受験資格・保健師国家試験受験資格・養護教諭2種免許（保健師資格取得後に申請可能）

　本学の教学ポータルシステム「kyonet」が、デザインやレイアウトの刷新をはじめとして、全ての機能について見直しを行い、
全面リニューアルしました。中期計画で掲げられている学修ポートフォリオや、LMS（学修管理システム）にも対応しており、
学修成果の蓄積や可視化、学生の学修状況の把握、管理が可能になります。また、スマホアプリも同時にリリースされ、学
生の利便性がさらに向上します。kyonetに情報を集約、kyonetを核とした教育活動、kyonetを活かした業務改革をコンセプ
トに教職員が一体となり学修を支援する仕組みを構築中です。新kyonetをよろしくお願いします。

ビジネス学部（仮称） 2020年4月開設予定（設置認可申請中）

東京の真ん中で、ビジネスを。

「卒業してから」を、考え続ける学部。

創立以来130年以上、女性の職業教育を考え続けてきた本学では、
社会の大きな変化を見据え、2020年4月に「ビジネス学部（仮称）」の開設を予定しています。
ビジネスを身近に体験できる東京・丸の内、大手町を徒歩圏内とする都心のキャンパスを舞台に、
あらゆるフィールドで「自ら主体的に動き、周囲や他者を支援する」リーダーシップを発揮できる
女性の育成を目指します。就職がゴールではなく、卒業してからも成長し続けることができる、
確固たる土台を築いていきます。

ビジネス学部（仮称）特設サイト
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/business/

※名称・内容等は予定につき、変更する場合があります。

看護学部生が主に学ぶ3号館の前で
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生活科学科

　生活科学科の専門科目である「卒業研究・卒業制作」は、各自がテーマを定め、1年間をかけて、論文や作品制作を進めます。
自分が関心を抱いた内容を掘り下げるこの科目は、さまざまな授業で学んだ手法や技術を活かして行う、2年間の集大成です。
学期末に開催される発表会で成果を披露
しますが、大勢の前で発表する緊張感と、
これまでの努力に裏付けられた自信が結
実するプレゼンテーションは、実に凛々
しく、学生たちの成長を感じます。発表
会後は、2号館2Fのロハスカフェで打ち
上げパーティーを行い、美味しく楽しい
ひと時を過ごします。1年生は、先輩たち
の発表に刺激を受け、来年履修する卒研
を具体的に考える機会となります。
　2019年度からは、「卒業研究・卒業制作」

（4単位）に加え、「卒業ゼミナール」（2単位）
が新たに加わり、いずれかの履修が必須
となります。生活科学科の学生全員が、
それぞれの研究室メンバーになることで、
研究を通じた学びの機会や、ゼミの友人
同士の交流の場が広まることはもちろん、
就職や編入学、キャリア形成の課題につ
いても、教員や助手が親身にアドバイス
することで、より充実した学生支援の機
会に繋がることを願っています。
 （教授　渡辺明日香）

　リテラシーとは一般に「読み書き能力」と解されています。文科では
特にこの能力を深め、実際の役に立つよう機会を設けています。それ
が千字エッセイであり、スピーチコンテストです。千字エッセイは年
2回、題を提示し（昨年度は前期「手」後期「にがい」）エッセイを募集し
ます。多く寄せられるエッセイを専任の教員が2次にわたって審査し、
表彰します。入選した人には賞状と副賞の図書券が贈られます。短大
在学中に4回応募のチャンスはあるわけですが、4回すべてに入賞して、
短大での本代はすべてこれで賄ったという強者もいます。入賞した作
品は冊子化し、多くの人に読んで頂いています。
　英語スピーチコンテストも同じく賞状と副賞があります。挑戦する
人は、自分で話す内容を決め、ネイティブの先生に内容と発音等を見
てもらってコンテストに臨みます。年1回の当日は学長を始め、文芸
学部のネイティブの先生・文科の英語コースの先生方による審査があ
ります。緊張また緊張、そして入賞の発表。学長から直々に賞状を贈
られる瞬間は、文科の年中行事の中でも輝かしいものです。授業での
勉学だけではなく、ぜひこうした機会を利用して、自分の能力を試し
て欲しいと思っています。 （文科長　菅野扶美）

2年間の集大成「卒業研究・卒業制作」発表会

千字エッセイと英語スピーチコンテスト

文 科

ポスター発表会場

「発表要旨集」原画デザインの表彰式

口頭発表会場

2号館ロハスカフェでの打ち上げパーティー

2018年度後期千字エッセイコンテスト入賞者の表彰式

学長より賞状を渡されるスピーチコンテスト学長賞受賞者
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　総合文化研究所は、本学の特性を生かした教育・研究との有機的な関連のもとに、総合的・学際的な研究を積極的に支援
してきました。2019年度も共同研究7件、個人研究5件の、合わせて12件、出版助成も1件が決定しております。展示・講演
は、6月に「ヌーヴェルヴァーグの女たち」（仮称）、11月に「中国貴州少数民族の服飾文化と歌文化」（仮称）など、世界の文化
をテーマとした二件が予定されています。主に本館1階ロビーで行われるため、日々そこを行きかう多くの学生が研究者の
取組や成果に身近に触れ合うことができ、より豊かな知識や教養を身につける良い機会となっています。
 （総合文化研究所　所長　木戸 雅子）

（学位授与日　2019 年 3 月 15 日）
家政学研究科　論文題目一覧

専攻 授与者氏名 論　　文　　題　　目
博士後期課程（論文博士） ― 佐久間久子 乳および乳製品に含まれるアフラトキシンM1 分析法の確立と食の安全への応用

博士後期課程（博士） 人間生活学専攻
川畑　奈緒 栄養摂取が腎障害の進行および移植腎の予後に与える影響
恒川　　丹 チーム保育における保育者の役割に関する研究

博士前期課程（修士）

被服学専攻
篠田　　容 近代輸出用染織品に関する研究　─日本での試みと欧米における受容─
氏平　千暁 非言語コミュニケーションのための衣服

食物学専攻
髙橋　怜子 国内に流通するエキストラバージンオリーブ油の品質評価
塚本　友美 イカ表皮色素の構造解明に関する研究
山﨑　亜矢 糖尿病透析予防指導を行った患者の腎機能変化に及ぼす要因

建築・デザイン専攻
後藤　桃唯 空間形成家具論　～家具が空間と人の行為に寄与する要素の研究～
常陰　悠乃 島根県浜田市三隅自治区における住民の生活行動と居場所づくりに関する研究
山田　真由 動物病院（飼育動物診療施設）における建築計画に関する研究

児童学専攻 藤島　千春 保育者と保護者における発達障害児への特別支援に対する認識についての研究

文芸学研究科　論文題目一覧
専攻 授与者氏名 論　　文　　題　　目

修士課程 文芸学専攻

入谷　慈雨 『更級日記』の物語受容の研究
青木　志帆 マルキ・ド・サド『悪徳の栄え』研究　─リベルタンと感情の問題を中心に─
上野　友美 夏目漱石『それから』論　──反復の失敗
遠藤　　泉 A Story of Orlando in As You Like It The Identity Formation in Adolescence
岡部　公香 神々の服従　─天岩屋戸神話と天孫降臨神話の多層性─
久保田智子 浄瑠璃坂の敵討と武士道
三浦　茉優 『心中天網島─河庄─』研究　─歌舞伎の演出を中心に─
宮野江里加 岸田國士と「雲の会」

国際学研究科　論文題目一覧
専攻 授与者氏名 論　　文　　題　　目

修士課程 国際学専攻 ウ　キントウ テレビドラマに見られる言葉の性差　─感情ことばを中心に─

看護学研究科　論文題目一覧
専攻 授与者氏名 論　　文　　題　　目

修士課程 看護学専攻

青山　　愛 精神科看護師のレジリエンスの実態に関する研究
池田恵都子 精神障害者に対する精神訪問看護師の支援態度　─ストレングスモデルを用いて─
高橋　美保 地域包括支援センター看護職が夫介護者を地域の水平的組織につなげる支援と夫介護者の変容のプロセス
直正恵津子 看護大学生の対人関係能力の育成を目指したEQ教育プログラムの効果に関する研究

大 学 院

総合文化研究所

国際交流
　2018年度は新たに交換留学生・特別留学生5名を迎えました。
　2号館ロハスカフェで開催した留学生歓迎会のほか、本学サポートチューター企画に
よる書道体験やアニメ体験、共立アカデミー主催の日本のお正月料理を学ぶ「調理基礎
講座」への参加など、在学生との様々な交流を通して日本文化を学ぶ機会がありました。
　2号館グローバルコモンズで開催された、留学生とのトークルームでは、中国語・フ
ランス語を合わせて21名の在学生の参加があり、将来留学予定の学生や異文化交流に
興味のある学生が集い互いに学び合いました。
　また、長期・短期の派遣留学については、国内留学参加者を合わせて約120名の学生
が経験しました。
　秋にはハワイ大学（アメリカ）広東外語外貿大学（中国）ヤギェウォ大学（ポーランド）
の3大学と協定を締結し、2019年度に向けて新たな交流機会の創出と留学プログラムの
充実を目指していきます。 共立アカデミー主催 調理基礎講座へ参加
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共立祭
　2018年度共立祭が、神田一ツ橋キャンパスで10月20日（土）と21日（日）に開催されました。多くの方にご来場いただき、賑わいを
みせた2日間となりました。学生・教職員による企画評価の結果、展示部門は「写真部」、パフォーマンス部門は、「フラ部」が選ばれ
ました。一般来場者の投票による特別賞では、「吹奏楽団」が選ばれました。

「私立大学等改革総合支援事業」選定について
　本学は、平成30年度の文部科学省「私立大学等改革総合支援事業」に選定されました。この事業は、各私立大学の特色・強みの明
確に向けた全学的な取組みを支援する競争的補助金です。今年度は、昨年度に引き続き大学がタイプ1「教育の質的転換」に、加えて、
他大学・自治体・産業界等との連携による大学改革の推進を支援するタイプ5「プラットフォーム形成」に大学、短大が初めて選定さ
れました。この補助金により、大短教育改革特別予算を創設し、全学的な教育改革の取組みを支援し、学生の学修支援をより一層充
実させていきます。 （教務課）

共立音楽祭
　2018年11月5日（月）から9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15組の
学生・教職員・卒業生が演奏や歌の披露をしました。
2号館コミュニケーションギャラリーでは、学生・教
職員の作品を展示した「共立アートフェスティバル」が
同時開催されました。

共立女子大学・短期大学　スポーツフォーラム2018
　本学では、東京2020大会に向けてオリンピック・パラリンピック競技に興
味を持ち、オリンピック・パラリンピックを身近に体験する機会として、ス
ポーツフォーラムを開催しています。
　今年は、パラリンピック競技ゴールボールの日本代表である山口凌河選手を
招き、「知ることから始まるパラリンピック」というテーマのご講演と、ゴール
ボールの体験会を実施しました。
　終始楽しく、パラリンピック競技に関心を持つきっかけになりました。

共立Stand Up!プロジェクト
　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。「共立wikipedia更新プロジェクト」では、
周年史やオフィシャルガイドから情報を整理し、学外からウィキペディアンを招きノウハウを教えていただいた上で、大学・短大の
Wikipediaを更新しました。また、「防災対策！カエル
キャラバン！プロジェクト」では、NPO法人プラスアー
ツが考案した防災イベントを実施するため、他大学の
学生もスタッフに加わり、地域の幼稚園や小学校など
を回り集客に向けた広報を行い、防災イベントを実施
しました。2018年度は全部で8つのプロジェクトが活
動しました。
Web： http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/lib/
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卒業生トピックス

東京ならではの学生生活を満喫した、共立女子時代

　秀子さんは、共立女子学園へ進学した当時について、こう振り
返ります。
　「わたしの母は、大正7年に共立女子職業学校を卒業していま
すが、母から学生時代の話はほとんど、聞いたことがありません。
でも、東京都内に住む母の友人を訪ねた思い出があり、気づかぬ
うちに共立女子へ憧れていたのだと思います。高等女学校を卒業
した後は、何の迷いもなく、共立女子専門学校・被服科への進学
を決めました」

　秀子さんが上京するとき、お母様からは「勉強ばかりでなく、
東京でしか経験できないことを楽しむように」と、助言されたそ
うです。
　「母のいう通り、3年間は、勉強と趣味をめいっぱい楽しみま
した。宝塚歌劇団が大好きだったので、学校の友人と連れだって

『日本劇場』や『帝国劇場』で公演をしばしば、楽しみました。それ
から、6大学野球のリーグ戦もよく観戦しましたね。早慶戦に胸

が熱くなったことを、今でも覚えて
います。こういう思い出がたくさん
あるのも、母が『学生時代に、思い
出をたくさん作りなさい』と言って
くれたおかげ。東京都心にある学校
だったからこそ、さまざまな文化や
芸術、スポーツに触れられたのだと
思います」

寮で育んだ友情と恩師との出会いが人生の糧に

　故郷を離れていた鈴木さんは、当時、神保町のキャンパスに
あった学生寮で3年間を過ごしました。
　「上級生も下級生も関係なく、大広間に16人の学生が枕を並べ
て就寝しました。夜9時の消灯後に、手元しか照らせないような
豆電球の灯りで、試験勉強をしたこともありましたね…。どんな
ことも、友達と一緒だと楽しかった。昨日のことのように思い出
します」

　秀子さんの社交的な人柄もあり、
当時のご学友とは長年の親交が続い
ています。
　「昭和25年に卒業した同窓生で『25
会』というのを作りました。先生を
招いた同窓会を42年間、毎年、開催
していました。今は、有志だけの会
合になりましたが、人との縁はずっ
と大事にしています」と、話します。

　そんな秀子さんが人生の師と尊敬し続けたのは、担任教諭だっ
た波多江先生です。
　「波多江先生は、わが家に何度も訪ねてくださり、娘たちも大
変お世話になりました。“こんな風に生きたい”と思わせてくれる、
すばらしい女性。実母を早くに亡くしたこともあり、わたしは母
のように慕っていたんです。そういう先生に出会えたことは、わ
たしの人生の財産になったと思います」

母の背中から受け継がれる、共立女子学園の学びの道

　秀子さんが、共立女子専門学校時
代の先生やご学友と親しむ姿を長年
見続けてきた、長女の麗子さんと次
女の裕美さん。お二人も、共立女子
短期大学出身で、麗子さんは英文科
を、裕美さんは家政科を卒業されま
した。

　「わたしたちは、母から共立女子学園を薦められた記憶はあり
ませんが、進学するなら共立だろうと、自然にそう思っていまし
たね」と麗子さん。「母の担任の先生にもかかわらず、家族ぐるみ
で波多江先生にお世話になっていたことも、共立へ進む後押しに
なったかもしれません」と話す、次女の裕美さん。裕美さんの長
女・真理子さんは、共立女子大学・国際学部を卒業されています。

　お二人が話す様子を見ながら、秀
子さんは感慨深げにこう、話してく
れました。
　「わたしの母から続く4代だけで
なく、母の妹の家系でも5人が共立
女子学園を卒業しています。さらに、
主人のいとこや次女・裕美の義母も
共立女子学園出身。とても不思議な
縁を感じますね」

　そんな秀子さんに、共立女子学園の学びで得たことをうかがい
ました。（次ページへつづく）

　親子4代で共立女子学園を卒業している鈴木秀子さん（89歳）のご家族を訪ねました。秀子さんのお母様が初代、秀子さんが2代目
です。3代目は秀子さんの長女・麗子さんと次女の裕美さん、4代目は裕美さんの長女・真理子さんです。
　秀子さんを中心に、学生寮でご学友と過ごした楽しい日々や、共立女子学園の学びから得たことなどをうかがいました。

インタビュー
「親子4代へ引き継がれる、共立女子学園の学び」

2代目　鈴木秀子さん

3代目　次女・山口裕美さん

4代目　孫の山口真理子さん
（前列右端）

（左）初代　母・植木ムメさん／（右）親族にも共立出身者が多い家系図

3代目　長女・鈴木麗子さん
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　「当時、栃木県から東京都心に上京しました。進学のきっかけ
がなかったら、わたしは地方から出ず、一生を終えたと思います。
もちろん、それもいい人生ですが、感性が豊かな年代に、さまざ
まな世界を知ることができて幸運でした。また、品格があり思慮
深く、思いやりに溢れる魅力的な友人と、一生涯尊敬できる先生
に出会えたことが、なによりの宝もの。共立女子専門学校で培っ
た3年間が、わたしの人生をとても豊かにしてくれたと思ってい
ます」

　「娘二人を、共立女子学園に進ませてよかった。共立の学びの
おかげで、孝行な娘です」と締めくくる秀子さんに、温かな眼差
しを送る麗子さんと裕美さん。鈴木さんご家族が辿られた共立女
子学園の学びの道が、今後、5代、6代と続くことを願います。

（2019年1月8日取材）
取材・執筆：石上直美（verb）

撮影：森口新太郎

ホームカミングデイ2019
　～共立祭と一緒にお楽しみください～

「ホームカミングデイ2019」開催のお知らせ

　卒業生と本学とのつながりと絆を深め、母校を訪れ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2019」を開催いたします。今年は趣向を
変え、10月の共立祭初日に開催を予定しております。3号館での記念講演と合わせて、
在学生の活動や櫻友会バザーなど、本館・2号館での共立祭をお楽しみください。

〔日時〕2019年10月19日（土）13：00～　〔場所〕神田一ツ橋キャンパス　3号館

★共立女子中学高等学校卒業生の方は共立女子中学高等学校校舎（1号館）を見学する
こともできます。

★申込方法など詳細は、共立女子大学・共立女子短期大学ホームページにてお知らせ
いたします。

3月15日　大学・短期大学 3月18日　中学高等学校 3月17日　第二中学校高等学校 3月16日　幼稚園

2018年度 学位記授与式・卒業式・卒園式
　2019年3月、うららかな早春の日和の中、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。卒業生たちは、
共立での大切な思い出を胸に、それぞれの道を歩み始めました。

古本募金について
　古本募金とは、卒業生、教職員、在学生、保護者の方々からお送りいただいた本の買取金額が、
大学への寄付金となるプロジェクトです。寄付された書籍は社会へ還元されるとともに、共立女子
大学・共立女子短期大学の学修支援活動に役立てられます。
　ご自宅では段ボール箱に詰めて申し込み（電話またはWEB）をするだけ。値段がつかない本は運
営会社を通じて、児童福祉施設や高齢者社会福祉施設、図書館、海外の研究機関等へ寄贈することで、社会に役立てられるようリユー
スにもつながります。
　この募金をはじめてからこの3年間で総勢138名の方にご協力いただきました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
古本募金Web：http://www.furuhon-bokin.jp/kyoritsu-wu/
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中 学 高 等 学 校
共立祭2018を開催しました！

　中学高等学校では，「花より乙女な共立祭」というイメージタイ
トルのもと，共立祭運営委員会を中心に，全校生徒・教職員が一
丸となって共立祭の成功に向けて準備を進めてきました。今年度
も共立生らしく元気いっぱいな共立祭となりました。受験生に
とって文化祭は、もっとも共立の生徒の様子がよくわかるイベン
トでもあり、実際に共立祭で入学を決めた生徒も多くいます。ま
た生徒たちのお客様に対するもてなしの気持ちは，われわれ教職
員にとって誇りです。そのような生徒たちの頑張りもあり，食
堂・教室展示・校庭縁日・講堂アトラクションすべてにおいて大
盛況で，中高の入場者数の最高記録を更新しました。生徒たちに
とっても大変思い出深い共立祭となったようです。

中学バスケットボール部が
東京都大会でベスト8の快挙！

　中学バスケットボール部は、今年度、創部史上初となる東京都
大会ベスト8の快挙を達成しました。また、中学2年の原美月さ
んが4回の選考を経て東京都強化指定選手に選ばれ、第32回都道
府県対抗ジュニアバスケットボール大会に東京代表チームの副
キャプテンとして出場しました。なお顧問の数馬寛人教諭もその
東京代表のアシスタントコーチとして帯同しました。今後も応援
よろしくお願いいたします。

高校歩行部がテレビ出演しました！
　NHK・Eテレの『#ジューダイ』というTV番組に出演しました。
この番組は全国各地の10代の情熱や本音を聞き出す番組で、歩
行部はマイナーな部活で頑張る10代として、他の3つの学校とと
もに紹介されました。普段の皇居ランニングや横浜での食べ歩き
等の様子が放送されましたが、その収録を通して昭和20年代か
ら続く歩行部の歴史の長さや、埋もれていたたくさんのアルバム
や文集を“発掘”することができました。

中学ダンス部、「全国中学校・高等学校
創作ダンスコンクール」で全国6位に！

　中学ダンス部は、コンクール上位入賞を目標に、見て頂く方の
心に響くような演技を目指し、日々練習に励んでいます。今年度
は、1年間を通して全ての大会で良い結果を残すことができました。
特に全国中学校・高等学校ダンスコンクールでは準入賞3位（全
国6位）という素晴らしい賞を頂き、皆で歓喜の涙を流しました。
これからも1人1人が自分の役割を果たし、協力し合うことを大
切に、ダンス部一同、精一杯努力して参ります。
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第 二 中 学 校 高 等 学 校
公開講座
「八王子甲州街道と神保町」を実施
　八王子キャンパス公開講座「八王子甲州街道と神保町 活性化デザイ
ン計画の提案」が2018年10月27日（土）、八王子講堂で行われました。
　高校・大学・市民の参加型講座ということで、第1部では家政学部
建築・デザイン学科の学生による「神保町活性化デザイン計画」の発表、
第2部では本校の高校生による八王子甲州街道の歴史と現状、および
生徒たちが作った「甲州街道マップ」の発表があり、最後に「甲州街道
についてのパネルディスカッション」という流れでした。
　最後のプログラムでは、本校校長、学生や生徒はもちろん、八王子
市役所地域振興課や甲州街道商店会の方などにも参加していただき、
様々な話を伺うことができました。

ターム留学1期生、出発しました！
　今年度から本校では、ターム留学（約3か月）をスタートさせました。
このプログラムは、学校の成績や英語力などの審査を経て参加者を決
定し、高校1年の3学期にニュージーランドで実施されるもので、今
回がその1期生になります。半年に渡る準備期間を経て、2019年1月
12日（土）に5名の生徒たちは出発しました。
　長い期間家族と離れることもあり、当初は不安そうな表情も浮かべ
ていましたが、出発前には皆笑顔、これからの生活に想いを馳せてい
るようでした。

ゴルフ部・山口すず夏さん、
プロ転向会見が行われました！

　来季の米女子ツアーの出場権を得たゴルフ部の山口すず夏さんが、
2019年1月17日（木）、プロ転向表明会見を共立講堂で行いました。
多くのメディアの方々を前に、今後の抱負や夢について述べ、2020
年の東京オリンピックを目指すことを宣言しました。
　困難な道であることは間違いありませんが、本校としても夢に向
かって進む彼女を応援していきたいと思います。
　皆様も、山口すず夏さんの応援を今後もどうぞよろしくお願いします。

　2018年11月25日（日）、吹奏楽部は東京ディズニーリゾートで行われ
ているアマチュアグループのためのプログラム「ドリーマーズ・オン・
ステージ」に初出演を果たしました！今回はゲストではなく“キャスト”
として東京ディズニーシーの「ドックサイドステージ」にて15分間の
パフォーマンスを披露しました。3連休の最終日ということで、部員
の友人や家族の他にも多くのゲストの皆様にお楽しみ頂きました。本
番前には緊張している様子も見られましたが、ディズニー・クリスマス
を象徴する大きなツリーを見ながら演奏したその情景は、部員にとっ
て忘れられない素敵な思い出となったことでしょう。

吹奏楽部
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共 立 大 日 坂 幼 稚 園
共立祭2018

　共立祭には幼稚園も参加しています。今年度も共立
講堂の舞台に立って各学年が発表する姿を沢山の方に
見ていただきました。
　運動会から日も浅い時期ということで年少は運動会
で行った「はとぽっぽ体操」を、年中は自分達で描いた
花のお面を被り「お花の体操」をしました。年長は一か
ら準備をし、三色のハンカチを用いて年長ならではの
難しい隊形移動も取り入れた「ワシントン・ポスト」を
しました。
　大きな舞台での発表に緊張もしましたが自信に繋が
る貴重な経験ができました。 （教諭　山田有希）

クリスマス
　飾りを作ったり絵本を見ながら楽しみに待っていた
クリスマス会を12月13日に実施しました。1部は、
遊戯室に集まり、年少組が「サンタッタ」、年中組が「ク
リスマスの歌がきこえてくるよ」、そして年長組が「あ
わてんぼうのサンタクロース」の歌に合わせて合奏を
披露した後は、年少組のお母様方による劇を楽しみま
した。その後、一人ひとりが幻想的な雰囲気の中でサ
ンタクロースさんからプレゼントを頂き、心温まるひ
と時を過ごしました。 （園長　上野純子）

節分
　幼稚園では毎年、節分の豆まきを行っています。そ
の前には、年中組と年長組が鬼を製作したり、豆を入
れる枡を自分で作るなど「豆まき」の日を楽しみに待っ
ています。そして当日は「鬼は外！福は内！」と大きな
声で豆まきをしながら、心の中の悪い鬼も追い出しま
す。豆まきの後は、自分の歳の数の豆を「大きく強く
なれるようにお願いしながら食べよう。」などとお話し
ながら頂きます。降園時には、玄関で保護者の方々に
も製作した鬼を見て頂くのですが、豆まきを行ったこ
とを楽しそうに報告する姿も多く見られます。

（主任　池田朋子）

カレー作り
　毎年2月になると年長組がカレーを作って、今まで
仲良くしてくれた他学年の友達や先生方と一緒に食べ
る活動をしています。クラスでカレーに必要な食材を
考え、近所のスーパーに買いに行き、野菜を洗ったり
皮をむいて準備をしました。当日は保育室で、じゃが
いも、にんじん、玉ねぎを包丁で小さく切ったり、お
米を研いだりして、クラス皆でカレー作りをしました。
出来上がったカレーは、他学年と一緒に美味しく頂き
ながら交流を楽しみました。 （教諭　渡邊美季）
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共立女子大学・共立女子短期大学　公開講座2019

大礼服
昭憲皇太后着用　明治45年頃

共立女子大学コレクション

共立女子大学博物館 企画展示
和と洋が出会う博物館  共立女子大学コレクション・5 ─宮廷の服飾─
会期：2019年3月13日（水）～5月20日（月）　開館時間＝9時30分～16時30分
休館日：土曜・日曜・祝日（3月23日・5月6日を除く）・4月11日

■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生寮の地で、「医療・健康」など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。

日　時 講　師 タイトル

6/1（土）
13：00～15：30

看護学部　専任講師 清水　信輔 知っておきたい！イクメン事情
　～父親を取り巻く家庭・職場・地域社会～

文科　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～

6/8（土）
13：00～15：30

看護学部　教授 西田　志穗 目を離さなければ防げるの？
発達の特徴から考える子どもの事故予防

文科　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～

■神田一ツ橋キャンパス講座
神田一ツ橋キャンパスでは人生を豊かにするさまざまなジャンルの講座内容を予定しています。

日　時 講　師 タイトル
9/14（土）
13：00～15：00

文芸学部　教授
クリス　ホスキンズ

フィドルミュージック
　～アメリカの伝統的なエンターテイメント～

9/21（土）
14：30～16：30 家政学部　教授 吉浦　健太 性差と健康

　～個性に適した健康づくり～

■八王子キャンパス講座
共立女子第二中学校高等学校と共立女子大学・共立女子短期大学が高大連携して実施する講座です。
一般の方もご受講いただけます。

日　時 講　師 タイトル
10/26（土）
13：30～16：30 国際学部　教授 八十田　博人 キャンパス内での多国間国際交渉の再現

※講座内容は変更する場合があります。
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  ℡　03-3512-9981　FAX　03-3237-2858　　　E-mail ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

　「和と洋が出会う博物館」と銘打っている共立女子大学博物館には、様々
な文化財が保管されていますが、日本の染織品の中には宮廷の服飾も含ま
れています。3月13日（水）～5月20日（月）まで「共立女子大学コレクショ
ン5　宮廷の服飾」展を開催しますが、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下
の御即位があることから、特別に貴重な資料として通常は展示することが
少ない昭憲皇太后着用の大礼服及び貞明皇后着用の通常礼服・通常服を、
束帯や十二単などの近代の宮廷装束とともに展示することになりました。
　ここに紹介する、昭憲皇太后着用の大礼服は、昭憲皇太后が新年拝賀に
おいて着用したと伝えられるもので、明るい緑色のビロードに金糸と様々
な色糸で繊細に糸菊を縫い表しています。収納されている木箱の箱書に、

「明治45年」とあることから、同年に用いられた可能性が指摘されています。
縫製は大島万吉、刺繍は池田祐三郎が行ったといわれています。明治時代
後期には日本の刺繍は海外においても高い評価を受けており、輸出用染織
品に多用されたほか、国内で使用された洋服にもしばしば施されました。



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～

共立女子学園の教育研究活動の推進のためにご寄付いただいた方に、
「サポーター」として応援いただく募金制度です。

おかげさまで、これまで多くのサポーターの方々にご寄付をいただきました。厚く御礼申し上げます。
本募金により、教育研究活動に必要な教育環境整備や、教育研究活動への支援、国際交流、奨学事業など、
学生のための積極的な教育活動支援資金として活用しております。
学園の教育研究活動の取り組みについては、学園ウェブサイトやこの学園報にてご案内しております。
なお奨学資金への募金は、学生・生徒等への奨学資金の原資とさせていただいております。
2019年度につきましても、引き続き皆様からのご支援を賜りたく、本募金へのご理解とご協力をお願いいたします。

発行　学校法人　共立女子学園　東京都千代田区一ツ橋2-2-1　　TEL 03（3237）2838　　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。

「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他を贈呈いたします。

募金の種類
この寄付は一般の方々に幅広くお願いする任意のものです。寄付の使途は次の2つです。

教育研究振興資金 ▶教育・研究・学習環境の整備と充実、教育・研究活動の支援

奨 学 資 金
▶人物・学業成績とも優秀な在学生への支援
▶スポーツ・芸術等様々な分野において優れた活動により成果をあげた在学生への支援
▶経済的な理由のため学業の継続が困難になった在学生への支援、本留学生等への支援

お申込み方法・払込方法のご案内
ATM及びネットバンキングによるお振込み
学園ホームページより、「ATM・ネットバンキングからのお振込み」画面を選び、入力フォームに
必要事項を入力し送信、その後ATMやネットバンキングによりお振込み。
クレジットカード・コンビニ・Pay-easy決済を利用
学園ホームページより、「インターネットからのお申込」画面を選び、入力フォームに必要事項を
入力し送信。
振込用紙でのお振込み
専用の振込用紙に必要事項をご記入の上、郵便局または銀行窓口でお振込み。
募金事務室までご連絡ください。関係書類一式を送付させていただきます。

①

②

③

税法上の特例
個人・法人ともに税制上特例の対象となります。
特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の減免措置を受けることができます。
・寄付金が2千円を超える場合、超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。
　（ただし、所得金額の100分の40が限度）
　 寄付金額 － 2千円 ＝ 寄付金の所得控除額  
・ 寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に確定申告を行い所得税の還付請求をして

ください。
　その際、学園発行の領収証と「特定公益増進法人証明書（写）」が必要になります。

　法人の方は日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金利用制度もございます。
ご希望の場合は、関連書類をお送り致しますので、募金事務室までご連絡ください。

募金応募状況（2015年9月1日～2019年2月28日受付分）
累計

教育研究振興資金
（目標額1億円） 388件 181,993,100円

奨学資金
（目標額5千万円） 112件 19,071,000円

合計
（目標額1.5億円） 500件 201,064,100円

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、
下記QRコードによりご覧いただけます。


