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立正大学の取り組み特集

取り
組み 1 本学での感染防止策

　現在も学生の構内立ち入りが制限されていますが、一日でも早く学生の活気溢れる大学風景を

取り戻すべく、教職員一同、万全な新型コロナウイルス感染症対策を行い、幸いにも9月14日時点

で教職員の感染は確認されておらず、業務を行っています。

入構時の検温

大学からのお知らせと緊急窓口について

事務職員間の
感染防止策

  両キャンパスの正門では、所定の位置に立つだ

けで体温を測れる検温モニターを設置。教職員

は、出勤前に自宅での検温が義務付けられ、入構

時も万が一熱がある場合は、入構を制限する措

置をとっています。また、受付での筆記用具は一

度使用したも

のは全て消毒

作 業を行 い、

手指からの感

染拡大を防ぎ

ます。

正門に設置された検温モニターで瞬時に体温を測定 感染防止のため事務局に設置されたパーテーション

　キャンパス内では、アルコール消毒液設置場所

を増設し、学内は窓を開けて常に換気を行い、職員

デスクの間にはパーテーションを設置しています。

また、マスクの着用はもちろんのこと、食事中も

ソーシャルディスタンスを確保し、会話を控える

など、感染防止

策 を 徹 底 的 に

実施しています。

　現在、世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症

は終息の気配が見えず、日本も未曽有の難局に直面して

います。

　本学園では、感染症拡大を鑑み、大学では第1期の授業を

オンラインによる授業形式に移行するための授業環境整備

として教育サーバー増強、オンライン会議システムの使用

ライセンス調達等を行いました。さらに家計支持者の失業や

収入減、あるいは学生自身のアルバイト機会の喪失等を含め

学修の継続に困窮を極める学生・生徒が多数想定されたこと

から、「修学支援特別奨学金」の給付や学費納入期限の延長を

はじめとする、6億円規模の施策を実施いたしました。　

　しかしながら、状況が一変した社会生活が好転するには相当

の時間を要するともいわれており、将来を見据えた新しい教育環

境の整備とともに、学生・生徒の学びを中長期的な視点で

支えていくことが必要不可欠となっております。

　本学園では現在立正大学学園開校150周年記念事業募金

の募集項目に掲げる「奨学金制度の拡充」をさらに発展

させた支援の輪を広げて参りたいと考えております。

　つきましては、教職員や校友の皆様方をはじめとして、

個人・団体・法人の関係各位より、この支援金を通じて

本学園学生・生徒へ力強いご支援を賜りますよう、心より

お願いを申し上げます。

学校法人立正大学学園
理事長　望月　兼雄

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援資金へのご賛同のお願い

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、本学には例年以上に多くの問い合わせが

届いています。現状、大学に直接立ち入ることが難しいため、不安を抱いていたり、分か

らない事がある学生も多くいるかと思いますので、問い合わせ窓口をご紹介します。

　大学から学生の皆さんへの情報は原則として全て「ポータル

サイト」に掲載されます。このような社会状況だからこそ、

学生は常にポータルサイトを確認する習慣を身につけましょう。

　突如として猛威を振るい、現在も世界中で深刻な

影響を与え続けている新型コロナウイルス。

　本学も、3月の卒業式と4月の入学式を中止し、第1期の

授業をオンラインで実施するなど、様々な感染防止対策

を講じています。今、立正大学はどうなっているのか、

どのような取り組みをしているかをご紹介します。

立正大学学園開校150周年記念事業募金『学生・生徒への支援金』へ皆様のお力をお貸しください

大学からのお知らせはポータルサイトへ▶
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立正大学の取り組み特集

取り
組み 2 全学生を対象に

修学支援特別奨学金を給付

　国 際 交 流 センターで は、7 月 と 8 月、9 月に

「Mo rn i ng  E ng l i s h  C l a s s」という少人数のオン

ライン英会話講座を実施しました。株式会社エデ

ュケイションが運営する『ジェイムズ英会話』講師

の協力のもと、今回は本学の１時限の授業が実

施される前の時間を利用しての実施となりました。

　通常通りに登校する場合、準備や大学への通学

などで時間を要するため、朝早い時間帯で講座

を実施しても参加できる学生は限られてしまいま

す。しかし、授業がオンラインで実施される今、朝

の時間にも余裕が生まれ、「朝活」の一環として

も非常に人気の講座となりました。

　実際に参加した１年生の学生からは、「参加す

る前は非常に不安だったが、リラックスして受け

ることが出来ました。入学前から英語を積極的に

学びたいと考えていたので、今回の講座に参加

できて良かった」との感想の声がありました。

　また、今回の講座は、同じく品川区にキャンパ

スがあり、本学と包括連携協定を結んでいる清泉

女子大学の学生も一緒に受講できるようにしま

した。参加した清泉女子大学の学生は「大学のサ

イトで、立正大学の講座に清泉女子大生も参加

できると知り、朝の時間帯にできるという点にと

ても魅力を感じたので参加を決めました。通常の

授業で学ぶ英語とは内容も異なり、とても魅力的

でした。」と話してくれました。

　また、９月には夏休みを活用した全５日間の

集中講座「TOEFL  I TP ®  テスト対策講座」も実施。

コロナ禍の中でも、グローバル化が進む社会を

見据え、英語を学びたい、留学への準備をしたい

と考える学生に対し、国際交流センターでは、今後も

積極的にサポート

をしていきます。

※TOEF L、TOEF L  i B T、TOEF L  I T PおよびETSはエデュケー

ショナル・テスティング・サービス（ET S）の登録商標です。こ

の印刷物（ウェブサイト）はE T Sの検討を受けまたはその承

認を得たものではありません。7月に実施されたMorn i ng  E ng l i s h  C l a s sの様子

の募集項目に掲げる「奨学金制度の拡充」をさらに発展

させた支援の輪を広げて参りたいと考えております。

　つきましては、教職員や校友の皆様方をはじめとして、

個人・団体・法人の関係各位より、この支援金を通じて

本学園学生・生徒へ力強いご支援を賜りますよう、心より

お願いを申し上げます。

学校法人立正大学学園
理事長　望月　兼雄

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から授業はオンラインで行っていますが、このためのパソコン機器購入や

通信環境整備費、家計の急変やアルバイトの喪失などの経済状況の悪化に対する支援として、本学では学部生と大学

院生の全員を対象に修学支援特別奨学金を支給することを決定し、「一律5万円」を給付しました。

　また、学費納入期限(第1期・第2期)を例年よりも２か月延長するなど、学生の経済的理由による「学業断念」を防止

すべく、対策を進めています。

取り
組み 3 オンラインで実施する

新たな英語講座で
清泉女子大学と連携

　大学から学生の皆さんへの情報は原則として全て「ポータル

サイト」に掲載されます。このような社会状況だからこそ、

学生は常にポータルサイトを確認する習慣を身につけましょう。

　ご相談や質問は、専用の相談窓口フォームからお問い合わせ

ください。窓口は、在学生専用のものと保護者専用のものがあ

り、右記の項目から相談内容を選択できます。

履修について

お金について

学生カウンセリング
について

授業について

課外活動について

証明書発行について

オンライン環境
について

留学について

休学・退学について

ポータルサイト

　突如として猛威を振るい、現在も世界中で深刻な

影響を与え続けている新型コロナウイルス。

　本学も、3月の卒業式と4月の入学式を中止し、第1期の

授業をオンラインで実施するなど、様々な感染防止対策

を講じています。今、立正大学はどうなっているのか、

どのような取り組みをしているかをご紹介します。

ご賛同頂けます方は下記サイトより
ご寄付をお願いいたします。

お問い合わせは緊急相談窓口へ 緊急相談窓口

150周年記念事業募金サイト

▼



4

日本と中国の関わりをデータで明らかに

王 在喆 教授  /   所属：経済学部 経済学科
研究分野：経済統計

経済学部      王 在喆先生

おう ありよし

Q 近年、先生はどのような研究をしていますか？

Q どのような経緯で始めた研究ですか？

Q 今後はどのような研究を予定していますか？

　日本と中国の経済上の関わりや、日中間の国際貿易について研究をしています。原材料やエネルギー

などを使って「商品」が作られ、それらが中間財の製造や最終財として消費されるまでの一連の経済

活動について、いくら取引されたか金額ベースで捉える「産業連関表」という経済統計資料を使い、

現実の経済活動の善し悪しを評価する実証研究、いわゆるデータサイエンス的な分析をしています。

　産業連関表の面白い点は、商品ごとの生産技術の現状を分析することができ、また国の産業

構造も明らかになります。また日本と中国の産業連関表を繋げた、日中国際産業連関表を用いる

ことで、日中間の「商品」の流れが正確に把握でき、両国の違いを比較することもできます。

　2009年に日本の国際協力機構（JICA）北京事務所が事務局として経済産業省と中国国家統計

局とのプロジェクトで「2007日本・中国国際産業連関表」が作成され、2012年に完成した表は両国

で公表されました。私はこの表作成のため、日本側技術委員会に、メンバーとして入りました。

　その後、日中国際産業連関表の2012年表作成の流れがありましたが、日中間政治関係が一時

悪化したことにより、これまでの政府機関の交流が制約され、両国の学者や実務者レベルの交流

にかわりました。2007年表の作成時よりも困難が伴いましたが、「2012年日中国際産業連関表」

は2019年に完成しました。

　日中国際産業連関表の大切さは今も感じています。例えば昨今のコロナ禍では、多くの中国の

工場が操業不能に陥りました。日中表を使えば、中国から日本への部品や消費財としての「商品」

の流入量が分かりますので、日本経済に与える影響をハッキリと数字で示すことができ、日本政府

が自国のどの産業部門にどのような支援をすればよいか分かります。つまり、その分析結果は日本

政府の政策立案に資するものになります。

　この日中表作成はとても重要な仕事ですが、表作成だけでは新しい理論的な突破がなく、私が

理解している「研究」ということと少し違うと思います。

　大学教員として、大学で学ぶ学生にどの本にも書かれていない、いわゆる一研究者として生み出した

斬新な知見を伝授することは大変重要です。その知見は、数年後否定されるかもしれないとしても、

大学生には伝えます。それは大学での学修が、高校までの学習と違うところでしょう。そのためにも、

とりわけ理論的な突破を目指す基礎研究にあたるような「研究」を行わなければなりません。

略歴
立正大学大学院経済学研究科修士課程修了後、慶應義塾大学大学院経済学研究科後期博士

課程を修了し、1997年より慶應義塾大学総合政策学部にて教鞭をとる。2002年に本学経済学

部助教授に着任、2007年に教授昇任、2018年より経済学部長を務め、現在に至る。『中国とは？』

を生涯の研究テーマとし、経済学だけではなく、史学、政治学の観点からも取り組んでいる。

先生   に 　 

OS
H IE
TE !  SENSEI

聞いてみた
vol.02
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貝沼 恵美 教授  /   所属：地球環境科学部  地理学科　
研究分野：フィリピン地域研究、経済地理学

加速する多国籍化。フィリピン地域の研究
から考える発展と共生？

地球環境科学部      貝沼 恵美先生

かいぬま 　えみ

Q どうしてフィリピンを研究しているのですか？

　大学を卒業後、アジア、アフリカ、中南米などの開発途上国の方々とかかわる仕事をしていま

したが、その時に出会ったフィリピン出身の人々との交流を通じてフィリピンという国に興味を

もったのが始まりです。その後、初めて訪れたマニラで多くの刺激を受け、この国についてもっ

と知りたいと思うようになり、大学院への進学を決めました。多言語国家であることによる共存

や異文化理解のあり方、また生物多様性にも富むこの国から修得すべきことは実に多く、今で

も日々この国から学ばせていただいています。

Q ズバリ、フィリピンってどんな国ですか？

　かつてスペインの植民地下に330年ほどあり、その結果、キリスト教徒が人口に占める割合

が高く、他者に対する愛情や思いやりを持っている人が多い国です。7,000以上の島から成る国

で、80近くの言語が話されています。公用語のひとつに英語があり、英語教育にも力を入れてい

ます。そのためアジア諸国で英語の留学先としてフィリピンを選ぶ人も増えていますが、フィリピン

までの距離や、明るい国民性によるところも大きいと考えられています。海外就労を国策として

推奨していることもあり海外との交流が多く、自分と異なる背景や価値観を受け入れる能力も

高い人々が多いです。

Q 国内でフィリピンをはじめとするアジア圏の外国人が
年々増えている気がしますが、どうしてですか？

　アジアの中で、日本はいち早く経済成長を遂げた国とされています。国土面積が小さく、天然

資源に恵まれているわけでもない我が国がそれをなしえた背景として、勤勉さ、時間の正確性

に加え、与えられた環境の中で創意工夫を重ねる国民性によるところも大きいと考えられていま

す。そのような日本の素晴らしい点を修得し、自国の発展へのヒントを得たいと考える人々が来

日するわけですが、なかには日本人との婚姻関係を通じて永住する人も少なくありません。これ

からますます増えていくであろう外国の方々との共生にむけた課題解決の必要性は、以前にも

増して高まっています。

略歴
筑波大学大学院を卒業。2012年より本学地球環境科学部の講師を務め、フィリピンをはじめ

とするアジア諸国で、経済成長の過程で生じる国内の地域格差の変化に注目している。開発

途上国の中でいち早く地方分権化政策を導入したフィリピンの事例は、ほかの国にも応用

できる部分が多く、経済成長と公正を共に実現するための研究に取り組んでいる。

先生   に 　 

OS
H IE
TE !  SENSEI

聞いてみた
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地球環境科学部地理学科4年 平松 昇さん

　昨年度、全国大会でベスト８に輝くなど躍進を遂げたサッカー部。今年度の主将を務める

平松さんの、湘南ベルマーレ（J1）への入団が発表されました。

　湘南ベルマーレ加入について伺うと、「幼い頃からずっと目標にしていたので、それを実現して

スタートラインに立てることをとても嬉しく思っています。加入が決まってからは、たくさんの方々

からメッセージをいただいて、感謝の気持ちと新たな責任感が生まれました。」と話しました。

　平松さんがサッカーを始めたきっかけは、「2人の兄がサッカーをしていたので、そこが一番

のきっかけになります。兄2人に負けたくなくて、泣きながら食らいついていたのを覚えていま

すし、時間があればリフティングばかりを練習していました。」とのこと。生来の負けん気の強さ

も手伝ってサッカーを続けていたことが伺えます。

                 成功の陰で経験した苦悩と大きな学び

　その後は少年団、清水エスパルスジュニアユース、ユースと在籍した全てのチームでキャプ

テンを務め、全国準優勝に輝くなど素晴らしい実績を残してきた平松さんですが、高校生（ユー

ス）時代は壁に直面したようで、「なかなか出場機会が得られず、試合に出るためには何をどう

したらいいのか、キャプテンとしての在り方はどうなのか、苦しい時期だったからこそ考え続け

ました。」と話す平松さん。

　大学でも、「このままではいけないという危機感と海外に行ってみたいという好奇心から、大

学2年時に思い切ってスペイン留学したことも大きな経験です。本場のサッカーの文化や日本

とは違う国民性に触れること、日本で気づけていなかったことなど、いろいろなことを通して価値観

が広がりましたし、与えられた時間と環境で何ができるかを考える癖が付きました。」と語りました。

秋田 貴廣  ゼミ
（仏教学部仏教学科 教授）

 秋田ゼミでは、毎年卒業制作として自分の気になった仏像をピックアップ、一年がかり

で模刻します。制作の中で見えてくる新しい感覚との出会いや、オープンキャンパス

や文化祭の展示等の活動を通して、言うなれば彫刻との対話をもって、自身の感性の

発展を目指しています。

　例えば去年の先輩の作品には、１メートルを越える金剛力士像の頭部などがあり、

存在感、完成度共にかなりのものでした。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影

響もあり、私たちの制作もかなり遅れを取ってしまいました。ですが、６月から学内で

の作業準備を進められるようになり、制作の第一歩を踏み出しました。

　私自身、7月頃にようやく作りたい仏像とその理由が見えてきて、順調に制作を進め

ています。一見簡単ですぐ決まりそうだと思われるかもしれませんが、これが中々難

しく、その作品とその後数ヶ月向き合っていく必要があるため、生半可な気持ちで決

めてはいけません。その作品を好きだとか、気になったからで済ますのではなく、例

えばその作品が可愛らしいものなら、なぜ可愛いのか、またなぜそう感じたのかを彫

刻の時代背景や様式等から具体的に探り、作品や自分との問答を繰り返して決めて

いくのです。その集大成として我々は、制作の他、その一年間の感性との対話を、論文

にもまとめています。

　「ゼミ一番のイベント」を絞るのは難しいですね。華やかで色々な人が訪れるオー

プンキャンパスや文化祭の展示も、前述のような制作時の地道な努力があってこそ

ですし、お披露目機会が一番の目標かと言われれば、それより自身と作品との対話の

方が重要な気がします。強いて言えば、ゼミでの活動全てが私たちにとっての特大イ

ベントであると私は思っています。

三密を避けるため、限られた時間の中、少人数で行われる卒業制作

湘南ベルマーレに入団決定の新主将！

記事： 越後貫 樹（仏教学部仏教学科4年、横浜清風高校出身）

　最後に今後の意気込みについて、「これまでスタッフの方達や学校の方たちに少しでも良い報告ができるよ

うに残りの大学生活も頑張り、多くの方たちに希望を与えることができる選手になれるようサッカーを通して体

現していきたいです。」と力強く語った平松さんの今後の活躍に注目です。

（※9月5日に行われた湘南ベルマーレ対ヴィッセル神戸の試合で、後半途中出場し、Jリーグデビューを飾りました。）

自慢みんなの ゼ ミ

今回ご協力いただいた先生

どんな状況でも仏像と向き合いたい、秋田ゼミの卒業制作

ひらまつ しょう

おごぬき たつき
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                受託に至った経緯について教えてください

　アルコール・薬物への依存、DVや虐待などの多様な嗜癖・嗜虐行動に

「禁欲と禁止」を説くだけでは解決困難です。例えば、薬物を使用してしまった人は、

罰金や懲役が科せられますが、使用に至った根本の問題が解決されるわ

けではありません。多くの場合その背景には、本人や身近な人に相談する

相手がいない「社会的な孤立」があります。さまざまな部署に専門的な人が

存在するものの連携するという面は必ずしも強くありませんでした。

　これに対応するには、医療や福祉、警察や司法機関などの「公」と、家族

や地域社会の「私」の領域を横断する大きな支援モデルが不可欠である

と考えました。

　そこで多様化する嗜癖・嗜虐行動に対応し、解決に導くための支援の

ネットワークを構築するため、龍谷大学の石塚伸一先生を代表としたグループ

を結成し、RISTEXに事業提案したところ、委託されることとなりました。

外出自粛、リモートワーク、ソーシャルディスタンス…日常が変わる中で受ける様々な制約。そのなかで、人と人との協力が

不可欠な産学連携・実践的教育を「新しい形」で実現しようとするゼミがあります。経営学部・畠山仁友准教授に

お話を伺いました。

企業や政府機関等、大学外部から委託され実施している研究を受託研究といいます。今回は立正大学で

行われている受託研究の一つを紹介します。

 東京ソラマチで販売を行いましたが、「なかなか売れない」「チラシを受け取ってもらえない」という経験もします。

成功と失敗の両方を積み重ねていくことが、今後の成長につながると思っています。

                活動を通じて学生が得られる学びを教えてください

 　3つ挙げたいと思います。

 1つ目は、制約から新しいものごとを生み出す力です。予算・時間・知識・人材に限りがあるからこそ、一生懸命に頭

をひねってより良いアイデアを出そうとします。オンラインという制約も加わりますが、制約は「新しいものごとを生

み出す条件」だと考えています。

 2つ目は、オンラインをポジティブに捉える視点の獲得です。今はオンラインの「不便さ」や「対面に劣る点」に目が

向けられがちな気がします。こんな時代に必要なのは「できないこと」よりも「できること」に積極的に目を向ける姿

勢だと思います。

 3つ目は、異なる他者に「寄り添う」心構えを持つ大事さです。昨年、広告論の授業に来ていただいた博報堂の

方が、現代の広告では消費者に「寄り添う」必要があると仰っていました。自分の意見を押しつけるのではなく、相手

の意見に耳を傾けて寄り添う姿勢が、今後のコミュニケーションではこれまで以上に求められると思います。学生に

は消費者に寄り添った製品開発を心がけて欲しいです。

                研究の内容について教えてください

　本研究は、「公的支援の機能不全」を明らかにし、「領域の壁を超えた

回復支援のネットワーク」を構築しようという試みです。設定した目標は、

１「当事者と「公」と「私」が関わることのできる場であるアディクション

（嗜癖・嗜虐）円卓会議“えんたく”の開発」

２「“えんたく”で行われる対策の開発」

３「一般理論の構築」

４「アディクションからの回復支援のための個人および団体のネットワーク

（Addiction Trans Advocacy network：以下ATA-net）の社会実装」

５「“えんたく”と“ATA-net”の成果を実証的評価指標による検証」としました。

　私自身は、物質依存・嗜癖ユニットのリーダーとして、世界における政策と現状の課題につ

いて調査するとともに、薬物使用で悩む人や受刑経験のある人、それらを支援する人たちとの 

“えんたく”を実施するなど、“えんたく”とゆるやかなネットワークづくりに取り組みました。

                これまでの成果と今後の展望について

　RISTEXからの研究開発支援は2016年度から2019年度まででしたが、

RISTEXやグループ内だけでなく社会からも継続希望の声は大きかったため

継続して定着支援が得られるようになり、また龍谷大学のATA-net研究センターや

成城大学に治療的司法研究センターが設立されるなどの広がりを見せました。

　今後も各大学や他の科研費などの補助を受け社会的な嗜癖・嗜虐に

関するステレオタイプな介入に対して別の解決方法を模索していく予定です。

                現在取組まれているゼミ活動について

教えてください

　墨田区の「丸ヨ片野製鞄所」と連携して、学生が新製品のア

イデアを出し、皮革を使った製品開発を行います。状況次第

ではありますが、東京ソラマチでの販売も企画しています。

                活動のなかで気を付けている点や工夫

はありますか

　オンライン（リモート）でできることと、オフライン（現地・

対面）でしかできないことに明確に線を引きたいと思って

います。今回、学生の工房見学はリスクがあることから、

GoPro（小型カメラ）をZoom（オンライン会議ツール）につ

ないで、工房見学と質疑応答のリアルタイム配信を行いました。

　一方で、皮革素材の色や硬さといった質感は実際に触ってみないと分からず、カメラや言葉だけで伝えることが難し

いと思います。その時は、立正大学の課外活動マニュアルに基づいて、可能であれば学生が直接工房に行って確認して

もらう選択肢も考えています。

                得られる成果はどのようなものが想定されますか

　学生には「成功体験」を得てもらいたいと思っています。学生でありながら、自分たちが考えたアイデアが製品化され

るのは貴重な経験です。TASKものづくり大賞
＊
で入賞して東京インターナショナル・ギフト・ショーに出展したり、グッド

デザイン賞の一次審査を通過したこともあります。橘会奨励賞の優秀賞もいただきました。こうした成功体験はとても自

信になると思います。一方で、「壁」も感じて欲しいんです。

受託研究「ATA-net :多様化する嗜癖・嗜虐行動からの回復を支援するネットワークの構築」

国立研究開発法人科学技術振興機構　社会技術研究開発センター

（Research Institute of  Science and Technology for Society：以下RISTEX）

INTERVIEW

INTERVIEW

「研究をして、成果を共有してほしい。」

立正大学の知見を社会に還元

オンラインやツールも活用 「新しい形」の産学連携

製作工程や革の材質をチェック IKIJ I協力の東京ソラマチでの一般販売

法学部 

丸山  泰弘 准教授

経営学部 

畠山  仁友 准教授

＊
 現在は「東京ＴＡＳＫものづくりアワード」に改称

しへき しぎゃく
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REPORT

立正大学学園開校150周年プロジェクト
202 2年、開校

1 5 0周年を迎えます。

立 正大学
「新世紀」へ！

着工前の旧6号館跡地（2019年2月時点） 旧6号館跡地に建設中の新校舎（2020年7月時点）

2018年に旧校舎の解体が始まり、2019年度から着工された150周年記念館。
工事は順調で、着工当初と2020年7月時点での写真を比較すると分かるように、新校舎の完成が近づいてきました。

建設中の150周年記念館

　山手通りから見ると、建設中の150

周年記念館が隣接する11号館と同じ

高さになっていることが分かります。

これまで、山手通りからはキャンパスの

様子をうかがい知ることが出来ませ

んでしたが、これからは150周年記念

館の山手通りからキャンパスの中庭

をつなぐ半屋外の大階段広場が新た

な道となり、街と本学を結び付けてくれ

るでしょう。また、館内には大小さまざ

まな教室はもちろんのこと、「ロータス

（蓮）」の名を冠したロータスギャラリー、

ロータスホール、多目的ラウンジや屋上

庭園、新しい学食など、学生がこれまで

以上に楽しく充実したキャンパスライフ

を送れるような施設が盛り込まれて

います。また、隣接している11号館と

連結させて、利用者がスムーズに校舎間

を移動できる構造となる予定です。

　本学の入口としてだけではなく、学内外

問わず多くの人々に愛され、活気に溢

れた新しい空間としての役割を期待

されている150周年記念館の完成は、

今年度を予定しています。

左. 大階段広場の完成予想図。階段の途中や広い踊場には学

生の居場所となるベンチ状のスペースが作られ、学内のにぎ

わう様子が街からもよく見えるようになります。

右.  約350席の新しい学食は、1人用カウンター席、グループ席、

ラウンジ席、半個室席などバリエーション豊かな席が配置され、

食事以外にも学生の交流の場として利用できます。

※画像はイメージ図

左. ロータスホール（小ホール）内装施工中の様子。蓮の葉をイメージした反射

板が、天井、壁全体に設置されます。右上. 山手通りから見た7月時点の150周

年記念館。右下. 施工中の大階段広場の様子。ここからさらに山手通りからキ

ャンパス内に入る階段ができます。
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国際交流センターRESPONDING TO GLOBALIZATION
大学の留学や研修プログラム紹介

“ 奨学金付きプログラムでチャレンジを後押し！”

海外留学・研修制度

心理学部
対人・社会心理学科 2年

Profi leProfi le
橋ヶ谷 あおいさん

留学を考えている高校生や大学生へのメッセージ　個人企画型に応募した理由は、以前から海外で英語力を鍛えつつ、より多様な価値観や考え方に触

れることで視野を広げたいと考えていたからです。挑戦したいことが明確で意欲も強かったので、自分

で研修内容を考えて自分で手配することが特徴であるこの研修に参加することは全く苦になりません

でした。期待以上に良い経験になり、参加して本当によかったと思っています。

　私は、語学学校に5週間通いました。通常授業は10～15人のクラスに分かれて4技能を満遍なく学

びました。クラスメイトの国籍が偏らないように調整されており、国際色豊かなクラスで毎日意見交換

をしていたので、自分とは違う価値観や考え方に触れることができました。オプショナルクラブでは、そ

の日ごとライティング、ボキャブラリー、ディベート、スピーキングのうち1つに焦点をあてた内容になっ

ていて、大人数のレッスンを受けました。アクテビティでは有名な観光地から現地の人に人気のスポッ

ト、市内のイベントなど様々な場所を訪れました。現地の文化や生活を体験できた上に、放課後や休日

も交流を広めながら英語を話すことができました。

　最終週には独自でインタビュー調査を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

になってしまいました。不要不急の外出を避けるように言われていたので、急遽予定を変更し、語学学

校で出会った友人を対象にアンケートを実施しました。急なことで上手くできませんでしたが、それな

りに気付くことがたくさんあり、これも貴重な経験ができたと前向きに捉えています。

　今回参加をして感じたことは、コミュニケーションをとる上で、自信を持って話すことが大事だという

ことです。間違いや言葉が通じないことを恐れておどおどした話し方をしていると、相手にも不安が移り

会話が続きません。自分には意見があり、しっかり伝える意思があることを見せて、怖がらずにいる

だけで相手も理解しようとしてくれて、会話もより楽しくなります。単語や文法の知識があまりなくても、

とにかく喋り続ける他の学生の姿勢に刺激を受けました。

　また、海外に行くことの価値は自分次第でいくらでも高くできるということです。特に気を配らなくて

も日本との大きな違いは自然と感じられますが、細かいことに注意を向ければ向けるほど、興味深いこ

とがいくらでも見つかります。

　私は心理学を専攻しているのですが、気づいたことからふと研究テーマになりそうなことが浮か

ぶこともあり、この研修がとても有意義なものになっていると毎日感じていました。また上述の通り、

予定していた調査ができな

かったものの、だからこそ気

づいたり閃いたりしたこと

もあり、どんな状況でも柔軟

に対応する力はとても重要

だと改めて思いました。

　留学先には自分の価値観に刺激を与えてくれるものや出来事、人で溢れています。留学にかかる費

用は安くなく、準備も現地に行ってからも大変なことはありますが、それ以上に得るものは大きく価値

のあるものです。大学生の今だからこそ、留学で見つめ直し気づいた自分の価値観に沿って進路を考

え直すこともできますし、社会人になれば今より経済的には余裕ができても、時間の確保が難しく、周り

からのサポートも薄くなることを考えると、学生のうちに経験しておくことが良いと思います。また、言語

力やコミュニケーション能力などの不安や失敗することへの恐れから踏み込めない人もいると思いま

すが、そういう人にこそ挑戦してほしいと思いました。

　私自身、人見知りでコミュニケーション能力は高くありませんが、やらざるを得ない状況に身を置き

一度挑戦してみることで、上手くいかないことはあるものの、案外なんとかなると感じることは多々あり

ました。仮に失敗経験が多く満足のいかない結果になってしまったとしても、それをバネに成長するこ

とはできます。何がいけなかったのか、

何を改善すればいいのか、そのため

に何をすればいいのかを考える機会

になれば、行く価値は大いにあると思

います。勇気を出して留学しても悩み

続けても同じだけ時間は過ぎていき

ます。国際交流センターのスタッフの

方々も留学を経験した先輩方も相談

に乗ってくれるので、限られた時間を

無駄にしないよう、考えてみてほしい

と思います。

海外個人研修 ~個人企画型~
プログラム名

カナダ（トロント）渡航先

2019年度　春期（1年次）渡航時期

2月8日～3月21日渡航期間

世界に広がる学びの場

ナイアガラの滝

語学学校卒業セレモニー

入賞者には、ニュージーランドのオタゴ大学オンライン英語プログラムや2か月間のオンライン
英会話講座など豪華賞品を用意しています！

申込の際、『学籍番号@rissho-univ.jp』よりサインインしてください。

参加申込は
こちら

指定なし（自由）

2020年10月31日（土）14：00

開催日 2020年12月20日（日）13：00 ～ 17：00

対象者 立正大学の正規学部生・大学院生かつ英
語を第一言語としない方で、2 年以上英
語圏で生活したことのない方

テーマ

申込締切

お問い合わせ

ログインについて

各キャンパスの国際交流センターまで

第一回立正大学英語スピーチコンテスト開催決定！

※コンテスト詳細・応募書

類は大学ポータルサイトを

必ずご確認ください。

コンテスト出場者発表は、

11月中旬を予定しています。

沢山のご応募お待ちしています！
▲
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キャリアサポートセンター

航空機と無線通信を行う松本さん

　　　　ゼミナールで経験できた「企業と考える販売」

　そんな松本さんに、大学で学べたことを伺うと「経営学部の浦野先生の

ゼミでは、旅行会社に対してSNSを使った販売促進方法を考えてプレゼン

する機会があり、そこでの経験は社会に出てからも非常に役立っています。」

と話し、「最初は、誰でも考えそうなありきたりな内容を企業の方に

プレゼンし、もっと若者目線で若者らしい意見を出しなさいと注意を受け

ました。その後は、より斬新なアイディアで、なおかつSNSを使った販促は

どのような方法が一番効果的なのかをグループ全体で研究して企業の方にも評価していただけるプレ

ゼンを行うことができました。知識だけでなく、チームで協力して考えることの大切さも学べたことは、今

でも大きな財産です。」と熱く語りました。

　　　　行動するために「なりたい自分」を明確にしよう

　最後に、「インターンシップやキャリアサポートセンターを活用したり、私のようにダブルスクールで学

んだり、皆さんが今からやれることは無限にあります。行動するためにも、まずは自分の将来像を明確に

しましょう。」と在学生へメッセージを送ってくれた松本さん。今後の活躍にも期待です。

キャリアサポートセンター（以下：センター）では新年度を迎えるとキャリア形成や就職活動支援等のプログラムを始動します。しかし今年度は世界的な新型コロナウイルス感染の広まりにより、

本学においても学内入構制限や学事日程の大幅な変更、第１期の全面オンライン授業化等、例年にない措置が取られ、センターのキャリア支援活動にも大きな影響がありました。

コロナ禍での大きな変革
オンラインで進めるキャリア支援

C A R E E R  S U P P O R T  C E N T E R

　入構制限に伴い対面式の各種ガイダンスは全面的に中止し、

動画配信としました。授業科目のキャリア開発基礎講座(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

はオンライン授業化、スキル開発科目(MOS、秘書検定2級、簿記検定

2級・3級、TOEIC®)は資格対策講座としてWebにて開講しました。

また大学推薦・公務員等インターンシップはやむを得ず中止とし、

ガイダンス動画やポータルでの情報提供により自由応募インター

ンシップの参加を促進しています。さらに、相手と対面し態度や表

情を見ながら進めるため今までオンライン化は難しいと考えてい

たキャリアカウンセリングや相談会などもWeb会議アプリや電話を

用いて実施しました。

　この社会情勢の中、新卒の採用活動において６割以上が会社説明会や面接をWeb形式で実施(*1)するなど採用活動のオンライン化が進んでいます。しかし一次・二次はオンライン形式でも最終面接は対面で

という企業も多くあり、経済活動の再開や移動の自粛解除と共に通常の採用活動も行われるようになってきています。

　キャリアサポートセンターとしても、今後の状況を注視しつつ、オンライン・対面両方のプログラムを展開していきたいと思います。学生のみなさんも是非積極的に活用して、希望の進路を実現させてください。

　*1 株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2021年卒 採用活動の感触等に関する緊急企業調査」(5月20日～25日)

　このように今年度は各プログラムのオンライン化への取組みを進めて

いますが、そうしたところ、移動に要する交通費や時間がかからない

メリットの反面、ネット越しのため相手の反応が分かりづらいという

デメリットを懸念していましたが、キャリアカウンセリングでは「帰省

先にいてもカウンセリングが受けられる」、「手元で履歴書やエントリ

ーシートの修正ができて便利」といった意外なメリットの発見もあ

りました。

　他にも、Webにてライブ形式で実施した企業との面接会や就活に

関する相談会では「Webでのイベントは対面よりも気軽に参加でき

る」という声もありました。

　全般的にオンライン化のメリットとして、経済的、時間的、心理的

負担軽減が挙げられ、一方で現地に行けない為、企業・団体の職場の

雰囲気や相手の反応が掴みづらいというデメリットが寄せられています。

　5月25日には緊急事態宣言が解除され、6月からはキャリアサポート

センターでも「三密」を防ぐ対策を施した上で予約制による対面式

のキャリアカウンセリングを再開しました。実際に対面で行うと

「面接練習はやはり対面の方がお互いの反応も分かり、こちらの熱意

も伝わってよい」という感想をいただき、私たちも久しぶりに学生

さんと直に接して改めて対面での良さを実感した次第です。

   航空会社に勤めていた父親の影響もあり、在学中から「飛行機に携わる仕事をしたい」と考えていた松本さん。3年次より、

航空関係の業務が学べる専門学校にも通い、ダブルスクールで夢を実現させました。

　「航空関係のインターンシップには参加しませんでしたが、専門学校には航空関係で仕事をされている方が講師を務めてい

たので、直接現場の話を伺ったり、必要な知識を学べました。」と話しました。

学生に対してオンラインで就活情報を提供するキャリサポライブの様子 感染対策を施したキャリアカウンセリングオンラインイベントの実施風景

株式会社ＡＩＲＤＯ　オペレーションマネジメント部
2015年　経営学部　経営学科卒業

松本 英司さん

ダブルスクールで学んだ専門知識
まつもと えいじ
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　今回は当館が所蔵する『安鶴在世記』を紹介したい。「安鶴」

というのは駿府に実在した左官職人のことで、文化8年（1811）

に生まれ、明治5年（1872）に没した人物である。

　安鶴は芸達者であり、人々を驚かせる奇抜な行動をとっ

たりしたため、地元では知られた存在だった。戦後、芥川賞作

家の石川淳（1899-1987）にも注目され、『諸国畸人伝』（筑

摩書房、1957年）の中で紹介されている。

　『安鶴在世記』には、「狐の証文の事」「沖津川を逆立して

わたる事」という2つの話が収録されている。前者は、安鶴が

こて板で殴りつけた狐が友人の女房に取り付いてしまい、それ

を追い出すまでの顛末を描く。後者は、安鶴が川越し人足と口論

になった際、足を濡らさずに沖津川（現興津川）を渡りきる

と豪語し、逆立ちしたまま渡河したという話である。『安鶴在世

記』は実話という触れ込みで書かれており、どちらも天保

3年（1832）頃に起こった出来事とされる。

　『安鶴在世記』は、安鶴が51歳の文久2年（1862）に刊行

された。その刊記には出版した本屋の名前がないため、

安鶴自身が費用を出して作った私家版だろう。完成した本は、

安鶴によって得意先に配られたものと考えられている。

　私家版ゆえ、刷られた数は多くないはずだが、当館には

『安鶴在世記』が2点所蔵されている。どちらも貞松山蓮永寺

の寄贈本（貞松文庫）である。蓮永寺は駿府城の近くに所在

したため、安鶴が蓮永寺に直接贈った可能性もある。ただし、

2点の内の1点には、「足名屋／富治良」という書入れがある。

こちらは、足名屋から蓮永寺の手に渡ったものと推測される。

『安鶴在世記』1冊　

栄寿軒安鶴著・谷臨川画図
文久2年（1862）刊　A99/4

　立正大学品川キャンパスには、1992年に開校120周年記念事業の一環として建

てられた石橋湛山記念講堂があります。その壇上奥に「久遠のみほとけ」という

5体の仏像が安置され、同年10月7日には開眼の法要が執り行われました。本学で

は毎年聖日法要を営み、報恩の誠を捧げております。

　中央におられるのが釈迦牟尼仏（釈尊）です。その左右で2体ずつ随侍している

のが四菩薩で、向かって右側から無辺行菩薩・上行菩薩、釈尊をはさんで浄行菩

薩・安立行菩薩が並ばれます。これらの四菩薩は釈尊を助ける脇士で、法華経に

登場されています。

　中央の釈尊座像は仏教彫刻で著名な故円鍔勝三氏の作で、脇士の四菩薩像は信太司氏の作です。

円鍔氏は、1905年広島県生まれ。日本美術学校で学ばれ、多摩美術大学名誉教授。日本芸術院会員、

文化功労者であり、1988年に文化勲章を受章されました。広島の平和記念公園にある平和祈念像の

作でも知られます。1993年には、出身地である尾道市に「円鍔勝三彫刻美術館」が開館されました。

　信太氏は、1957年秋田県生まれ。東京藝術大学大学院を修了され、東京藝術大学助手や本学仏教

学科と史学科の非常勤講師、身延山大学特任教授を歴任、現在は女子美術大学非常勤講師、本学法

華経文化研究所特別所員を務められています。2003年に立正大学仏教文化学術賞を受賞されました。

　皆さまが石橋湛山記念講堂の「久遠のみほとけ」をご覧になる機会がありましたら、この記事を

思い出していただければと思います。

第23回

「久遠のみほとけ」

写真上：安鶴が狐を打つ場面

写真下：石橋湛山記念講堂に安置された5体の仏像

写真下：安鶴が逆立ちして川を渡る場面

写真右：中央の釈尊座像

第25回
だより

史料編纂室

くおん

ぼさつ

えんつばかつぞう

みまつざんれんえいじ

あんつるざいせいき

えいじゅけんあんつる たにりんせん

しだつかさ

むへんぎょう

あんりゅうぎょう きょうじ

じょうぎょう じょうぎょう
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RISSHO JUNIOR&SENIOR HIGH SCHOOL

立正大学付属立正中学校・高等学校

高校野球部は東東京大会ベスト16で大健闘！
中学野球部は大田区で優勝、東京都大会でベスト8！

急成長中の高校野球部
元プロ野球選手の指導で甲子園を目指す

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、全国高校野球選手権大会(甲子園)が中止となり、東京都独自で

の大会が開催されました。３回戦までは順調にコマを進め、くしくも昨年と同じ関東第一との因縁の対戦でした。

惜しくも敗退はしましたが、東東京大会でベスト16という結果は確実に実力をつけている結果といえるでしょう。

今年の秋の大会が楽しみです。

　また、大田区軟式野球連盟が主催する野球大会（中学3年生の部）に出場した立正中学校の野球部は、初戦

から接戦を制し続けて見事に優勝。さらに東京都大会まで進み、ベスト8に入りました。高校野球部に比べ部員数

が少ないながらも、素晴らしい成績を収めました。

　2001年、第83回全国高等学校野球選手権大会で優勝し、日本一に輝いた日大三高の主力メンバーだったのが現在の内

田和也先生です。当時、日大三高からプロの道に進んだのは４人で、その中の１人でした。

　高校卒業後、ヤクルトスワローズ、西武ライオンズでのプロ生活６年を経て、高校野球の指導者になるために早稲田大

学に進学し、教員免許を取得しました。卒業後、縁あって本校の情報科教諭として勤務され、高校野球部の監督を務めてい

ます。2年連続で強豪校の関東第一高等学校に敗れるも、昨年は東東京大会ベスト８、今年はベスト16まで駒を進めました。

確実に実力をつけている高校野球部も内田先生の指導のたまものです。立正高校野球部の選手が甲子園の土を踏んで

いる姿が見られる日も、そう遠くないことでしょう。

立正大学淞南高等学校野球部　夏の代替試合で準優勝

RISSHO UNIVERSITY SHONAN HIGH SCHOOL

立正大学淞南高等学校

　2020年7月17日、創立者である岡崎功の生誕100年を迎えました。

　様々な体験を経て、1961年、大庭神魂の地に私財を投じて淞南学園を創立しました。

　時代が人を創り、人が時代を創るといわれます。岡崎功という人物を語るならば、終戦

までの混沌とした時代が憂国の志士を創り、戦後の平和で自由な時代が愛国の教育者を

創ったのかもしれません。一人の人生で、二つの生涯を送られた稀代な存在だったと思います。

　そして、次世代を担う若人に日本人として悠久の時

代から受け継がれてきた神を敬い祖先を大切にする

心、親に感謝する心を育む為、教育の陣頭に立たれ

徳育教育の重要性を説いたのです。

　現在、本校ではサッカー部、野球部、マーチングバ

ンド部、射撃部など全国レベルで活躍する生徒諸君

をはじめ、生徒それぞれが挨拶の励行、親切な善行

を心掛け、部活動を通して人としての成長を目指し

ています。生誕100年を機に創立者の精神に立ち返り、

更なる飛躍に向かって教職員生徒一同、努力を積ん

でいきたいと思います。

野球部を指導する内田和也先生立正高校野球部

大田区軟式野球大会で優勝した立正中学野球部

淞南学園創立者の故・岡崎功

おかざき  いさお

淞南学園創立者 岡崎功 生誕100周年

高校 夏季東東京独自大会

1 回戦

2回戦

3回戦

4回戦

立正   22

立正    6

立正    7

立正    0

ー

ー

ー

ー

1    広尾学園

2   足立学園

3   朋優学院

4   関東第一

中学 大田区軟式野球連盟  中学3年生大会

1 回戦

2回戦

3回戦

4回戦

立正    4

立正    2

立正    4

立正    4

ー

ー

ー

ー

1    道塚クラブ

0   六郷ペガサス

2   グランフレール

1   大森ホワイト
スネークス

ご報告

　この度の新型コロナウイルス感染症の集団感染に際しまして、関係者の皆様に多大なるご心配をおかけいたしました。また、立正大学

学園より激励やお見舞いを頂戴いたし、教職員生徒一同心より感謝申し上げます。お陰様で、全員元気で新学期を迎えることが出来ました。

これからは感染防止対策を意識した新しい生活様式を取り入れた学校生活となります。今回の出来事で得た知見を一つのモデルケース

として、有益な情報提供を行ない社会貢献が出来ればと考えております。

　今後とも、変わらずご指導ご鞭撻を賜わりますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

立正大学淞南高等学校校長　北村直樹

　第102回全国高等学校野球選手権大会の中止で、目指していた甲子園大会出場の夢が

なくなり、選手にとってはかけがえのない３年間の集大成を大会中止という形で終えることは、

とても残念な気持ちでしたが、中止が決まった翌日の朝、いつも通りの朝練習に来た部員を

見て誇らしく思いました。

　島根県独自の大会開催が決定した日に部員が書いたノートには「自分は幸せ者だと思います。

もう一度野球が出来ることへの喜びがこみ上げてきました。」と書かれていました。野球が出来る

ことへの感謝の気持ちを持って、全員で勝利を目指し臨んだ代替試合は、一戦一戦が気の

抜けない戦いとなり、決勝戦までの道のりは険しいものでした。最後の最後まで勝利を信じ戦

い抜いた益田東高校との戦いは、先制するも次の回に追いつかれ、再度の逆転をするも勝ち越し

を許すという展開で準優勝となりましたが、最後まで力を出し切るはつらつとした試合でした。
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　今年度は選手各々が目標にしていた東京オ

リンピックや太陽生命ウィメンズセブンズシリ

ーズなどの国内外の女子ラグビーの競技会、大

会が全て中止となった。新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため、いままで通りの活動がで

きない状況が続いているが、今の環境でできる

ことを選手とスタッフが一緒に考えて活動をし

ている。

　目標とする大会がない中での活動は「選手と

してのモチべーション」を保つ事が非常に難し

い状況だが、選手たちは我慢強く、愚直に練習

に取り組んでいる。昨年まで当たり前に活動で

きていたことが突然できなくなったことにより、

今までの恵まれた練習環境に改めてありがたみ

を感じるばかりだ。

　「先行きの見えない状況が続きますが、2021

年に開催予定の東京オリンピックをはじめ、国内

外の大会に向けて努力して参ります。また、応援し

てくれている皆様に少しでも恩返しができるよう

にラグビー部女子一同これからも活動していきま

す。」

 東都大学野球の春季リーグ戦が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となり、チーム

にとって今年最後の活躍の舞台となる秋季リーグ戦が9月15日から開幕している。

　春から夏にかけてのコロナ禍においては全部員が帰省することとなり、チーム活動を自粛せ

ざるを得ない厳しい状況が続いた。しかし、全部員が帰省先での自主練習を意識高く励んだ

結果、基礎体力を落とすこともなく、この期間を上手く利用して体を一回り大きくして帰寮した

選手が多数を占めた。自粛期間解除後、練習再開期からリーグ戦開幕までの日程がタイトで

あったため、短期間にて実戦感覚を取り戻す必要があった。

   限られた時間・場所の中でも工夫して実戦的な練習を積み重ねた事により、万全の

状態でリーグ戦に挑めていると感じる。

　現在、リーグ戦中であり全部員が目標とする日本一に向けての戦いが繰り広げられている。

特に4年生にとっては最後の大会となるだけに、今回のリーグ戦に懸ける思いは計り

知れない。日常生活が制限された中でひた向きに野球に取り組んできた選手達が

戦う勇姿に、これからも注目していただきたい。

FEATURE：01

サッカー部

活動が制限される中、公園で練習を続ける1部復帰へ向け、ハードなメニューをこなす

最後のリーグ戦に向け、活躍が期待される糸川亮太選手（法学部4年）

硬式野球部 帰省期間を活用して身体づくり  秋季リーグ戦で昨年の雪辱を誓う！

キ
ャ
ン
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ス
内
で
の
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「
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ン
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」で
1
部
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へ

FEATURE：04

　春先からコロナ禍のため、本学ラグビー部

も活動自粛を行い、個人トレーニングやオン

デマンドトレーニングなどで体作りをメイン

にトレーニングしてきた。この時期、通常はセ

ブンズ大会、春季オープン戦と積み重ねていき、

シーズンに臨んでいくのだが、なかなか思う

ような活動ができずに様々な工夫をしながら

取り組んだ春シーズンだった。

　その中で、今年度は例年の菅平高原での

合宿は開催せず、大学内での強化を継続した。

暑い熊谷キャンパスでのハードな練習に

加え、オンラインチームミーティングを行い、

頭と身体を鍛え上げた。また、チームカルチャーの

構築、そして主体性を持って自ら考えて行動することを

念頭に置き、切磋琢磨しながら練習に取り組んだ。

　今年のリーグ戦も、新型コロナの拡大で中

止にならない限り開催する方向で各団体が

動いている。今シーズンこそ雪辱を果たし、

2部優勝、そして1部2部入替戦に勝利し、念願

の1部リーグ復帰に向けて部員、スタッフ一同

一生懸命取り組んでいく。

　「この積み重ねがリーグ戦で生きるよう

『ワンチーム』で頑張っていきますので、今年も

皆様のご支援、ご声援を宜しくお願いいたします。」

　新型コロナウイルス感染症の影響により今シーズンの公式戦が延期となり、4月以降の

活動を自粛し選手たちは一時帰省した。

　自粛期間中は、徹底した感染防止対策に努めながら個人、チームとして最大限出来ること

としてZoom(オンライン会議ツール)を活用してトレーニングを行いコンディション

維持に努め、さらにZoomミーティングやSNSでお家時間の紹介、スカウト活動を目的

とした高校生とのZoom座談会などを定期的に行いチームのコミュニケーションを

維持することが出来た。

　6月に入りリーグ戦の日程が決まったのを受け段階的にチーム活動を再開し、開幕に向けて

準備を進めた。そして7月コロナ禍のなか、『第94回関東大学サッカーリーグ戦』が開幕。開幕2連敗

と出だしは躓いたものの、徐々にコンディションを上げて巻き返し、5節終了時点で2勝1分2敗で

9位に付けている。(9月9日現在暫定順位)

「リーグ戦は12月末まで全22試合が行われる長丁場です。大学関係者はじめ様々な方の支援

に感謝し、活動できることを当たり前と思わず、日々感謝と努力をしていきたいと思います。

応援よろしくお願いいたします。」

ラグビー部 女子FEATURE：03

大学リーグ戦開幕！全国制覇へ向けて躍進中

ラグビー部男子FEATURE：02

立正大学
強化クラブ情報
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　応援指導部は、現在リーダー部門5名、チア部門12名の計17名で活動しています。伝統となってい

る硬式野球部の応援のみならず、排球部やサッカー部の応援など、多くの体育団体の応援指導を担っ

ています。

　現在は、初参加する大学応援の魅力を全国に発信する一大イベント「大学応援団フェスタ」

（今秋実施予定）に向け、部員それぞれが高いモチベーションを持ってランニングや筋力トレーニング

など、今できる個人練習を可能な限り実践しています。

　現状の活動についてリーダー部門を統括する坂田涼さん（社会福祉学部3年）は、「今はSNSを通

して宣伝や勧誘活動などを行っていますが、直接会ったり、パフォーマンスを見せることが出来ない

ので、魅力を伝えきれない状況が非常に歯がゆいです。」と話し、学生にとっても活動が厳しい状況

であることが伺えます。それでも、「自分は応援指導部に入って大学生活が180度変わりましたし、他

では経験できない事も多く、自分の成長を実感できています。入部を考えている人にもこの魅力を

伝えていければと思っています。」と熱く語りました。

　最後に、読者に向けて応援指導部代表の飯野真由子さん（社会福祉学部4年）は「結束力の強さ

が応援指導部の魅力です。活動以外の場面でもサポートし合い、心の拠り所のような部活なので、

多くの人に興味を持ってもらえたら嬉しいです。」と話してくれました。

　Music Laboratory Club、通称MLCは、様々なジャンルの音楽活動をしている品川キャンパスの音楽

サークルです。50名以上の部員が、選曲ごとにグループを組み替えて活動していくことがMLCの特徴

です。入部する学生の中には楽器初心者も多いそうですが部員数の多さを生かし、一人ひとりに手厚

く指導が行き届くことも魅力の1つです。

　例年は、学内でのライブや夏合宿、大学祭での演奏など幅広く行っていますが、現状について代表

を務める千葉泰聖さん（心理学部3年）は「新型コロナウイルス感染症の影響で今年は活動が出来な

い状況が続いています。今はTwitterで昨年の活動を紹介したり、オンラインの説明会を呼びかけたり

していますが、出来るのであれば、今年のうちに一度でも活動したいと願っています。」と話します。そ

れでも、「社会全体が大変な時ですが、自分たちが出来ることは、音楽に興味を持って入部を検討する

学生がいたときにいつでも受け入れ、サポートできる体制を用意しておくことです。入部した学生を

後悔させない自信はあります。」と熱く話しました。

　大学に学生の姿が戻るその時には、パワーあふれる演奏で大学を再び盛り上げてくれることでしょ

う。今後のMLCの活動にも注目です。

CIRCLE
2020

立正
大学サークル情報

学 生 生 活を充 実させよう！

CIRCLE INFO

Music Laboratory ClubCIRCLE INFO

応援指導部

本学には1 0 0以上の様々な課外活動団体が活動しています。
今回は、「応援指導部」と「Music Laboratory Club」を紹介します。

昨年度のライブハウスでの演奏の様子

2018年野球部全国優勝の祝賀会でも活動
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▶本紙へのご感想を
お待ちしております!

「立正大学学園新聞」では皆さまからの
ご意見・ご感想を募集しております。

@モラりす 公式ツイッターfacebook

立正大学 検索

www.r i s .ac . jp
公式サイト

　立正大学150周年記念事業の一環として陸上競技部に創設された駅伝部門。2年目を迎えた今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で活動が

制限される中、7月5日に実施された国士舘大学記録会で箱根駅伝予選会への出場基準を満たす結果を残しました。

箱根駅伝出場を目標に、練習を重ねる陸上競技部

『関東学生陸上競技連盟ホームページ』より抜粋（8月11日時点）

中村 孝生監督

　陸上競技場が活気を帯び、選手たちもいい顔つきで練習をしています。1年生の

人数が一番多いチーム状況になっており、若 し々くとてもエネルギッシュで、2年

生以上の先輩は毎日1年生から刺激を受けながら取り組んでいます。

  4月からほとんどの競技会に出場できておらず、試合感覚が薄れてしまっているので、

学生たちも不安を抱えていると思いますが、予選会へ向けてやるべき事は変わ

らないので、気を緩めることなくチーム全体で気持ちをひとつに頑張ります。

 部員も増え、チームらしくなってきた矢先、新型コロナウイルス

感染症拡大で予定していた競技会がほとんど中止となる中、

思うような活動が出来ず、日々試行錯誤しながら活動しています。

選手たちも不安の中でリモート授業や練習に励んできました。

6月中までの競技会が中止となり競い合う場がなかったので、選手のモチベーションが下がらな

いよう学内タイムトライアルを行い、選手の力を把握しながら強化に取り組んできました。

 国士舘大学記録会10000ｍでは1年生6名を含む8名が34分以内で走り、 

箱根駅伝予選会参加標準記録突破者が計16名になり参加基準が整いま

した。立正大学駅伝チームとしての第1歩ですので、怪我や体調などに気

をつけ万全の準備をして臨みます。予選会はコースが平坦なため高速レ

ースが予想されます。選手たちも全員初めての舞台で、かなり緊張すると

思いますが、選手たちは精一杯頑張りますので、今後ともご協力とご声援

の程よろしくお願いいたします。

　本学では、自然災害や地震発生時に、在籍する学生の安全確保を目的とし、緊急連絡なら

びに安否確認の手段としてセコムトラストシステムズが運営する「セコム安否確認サービス

（e-革新）」を導入しています。

学園新聞前回号（149号）において、下記の通り掲載記事内容に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。

●3P　サッカー部　平松　昇（誤）ひらまつ　のぼる　⇒（正）ひらまつ　しょう　●12P　貴重資料紹介　（誤）第19回　⇒　（正）第22回

パソコンでの登録やその他詳細については、『ポータルサイト＞Myツー

ル＞キャビネット＞３．学生生活支援＞６．安否確認システム内の各種

資料』を参照してください。

▶小林 広大コーチ ▶小縣 佑哉コーチ

 新型コロナウイルス感染症拡大のため様々な規則や対策をとり活動させて

いただいております。選手たちは、自分の持っているタイムより速いペースで練習が

できるようになってきました。試合に近いような練習では自己ベストで走れる選手が

出てくるなど、練習ができてきている証拠だと思います。創設して間もない駅伝チーム

ですが、予選会でも他大学と勝負できるように日々練習していきたいと思います。

FEATURED

陸上競技部、駅伝部門が
箱根駅伝出場をかけて予選会へ

今回の特集

150Vol.

Comment
大会要項

大会名

開催日時

コース

開催種目

第 97 回東京箱根間往復大学駅伝競走
予選会

2020年10月17日(土)9時35分スタート
( 予定 )

ハーフマラソン（非公認）

陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース

※大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、一般の観客の方への開放はいたしません。

今後の社会情勢の変化や有事が発生した際には、

会場の変更や大会が中止となる可能性もございます。

▲QRコードはこちらお問い合わせ 品川学生生活課　03-3492-6698 / 熊谷学生生活課　048-536-6012
企業コード:01013(半角)
ユーザーID:学籍番号(英字は大文字)

パスワード:生年月日の下4ケタ(月日)
(例)4月1日 → 0401

安否確認システム登録のお願い

▲
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