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2016 年に本学法学部法律学科を やノウハウを守ることで、創作者が正
卒業し、現在は在学中に授業を受けた 当な対価を得ることができ、また次の
遠山勉先生が創業した特許事務所に勤 創作が可能になるという経済のサイク
めている小菅雄磨さん。元々は裁判官 ルが生まれる。小菅さんは、学生時代
を目指していた友人に勧められて法学 に研究で模索を続けた経験が、今の仕
本学では今年度から本格的に対面授業が再開し、吉祥寺の街に出か
寺本店」店長の仲川さんに取材した。 とができる。また、鍋料理やおでんと 部を志したという。
事でも生きていると感じている。こう
ける機会も増えたのではないだろうか。そこで今回は、テレビ東京系
杏仁豆腐に着目した理由は、はやり して長時間煮込んでも煮崩れせず、コ
入学後は積極的に研究室へ足を運 した経験が正解の無い問題に取り組む
列で放送されていたドラマと連動した、同局公式 YouTube チャンネル 廃りが無く長い間親しまれるスイー シが残る仕上がりとなっている。その び、授業では学べないことや、分から ときに判断する基準となる「学ぶスキ
ツを販売したいとの思いからだ。姫乃 おいしさが評判となり、過去には成蹊 なかったことを教授に質問していたと ル」を育てるのだという。
の特別企画「吉祥寺ウォーカーズ」に登場した店舗を紹介する。
香りが凝縮されているという。また、 杏仁では高級杏仁豆腐にこだわってお 小学校の給食に同店のさつま揚げが いう小菅さん。その行動の中で、意欲
最後に学生へ向けて、よく学びよく
ストレートティー、フルーツティー、 り、口当たりの滑らかさや、重ためで 出されたこともあったそうだ。大学生 を持って質問すれば教授が相手であっ 遊ぶ、そして思いきり楽しんで挑戦す
ミルクティーなど多種多様な飲み方が もっちりとした食感を重視している。 向けの商品としては、海産物や野菜 ても良好な関係を築けることに気付い る学生生活を過ごしてほしいと語っ
2016 年、 吉 祥 寺 に オ ー プ ン できるのも人気の理由だ。台湾茶の他 また、同店はいたるところに「和」の が入った練り物を揚げた「吉祥寺揚 た。それ以降、大学をより有意義に利 た。そのような経験が後の自分を支え
し た 台 湾 茶 専 門 店「KIKICHA にも、胡椒餅や豆花（トウファ）な コンセプトを取り入れている。内装 げ」がおすすめ。揚げ物ならではの 用できるようになったそうだ。小菅さ てくれるはずだ。
（澤井雨夢）
TOKYO」
。今回は同店オーナーの松 どの台湾料理も取り扱っている。胡椒 やロゴのデザインをはじめとして、包 ボリュームに加えて、高級感のある んは「損得を考えず、興味があること
原嘉辰さんに、店舗のルーツや台湾 餅は豚肉とネギをパイ生地で包み込ん 装紙には和紙を用い、国産の果物を素 魚本来の旨味が食欲をそそる一品だ。 に熱中していた経験が今でも自分の糧
で人気を博す台湾茶の魅力を伺った。 だ食べ物で、サクッとした食感を楽し 材に多く使うなどのこだわりを持つ。
店舗に立ち寄った際には、店先に になっている。チャンスがあるなら飛
台湾に留学した際、日本の人にも気 める。豆花は、豆乳プリンの上に色と
同店はオープンが昨年の７月７日 置かれたブラックボードにも注目し びついた方がいい」
と当時を振り返る。
軽に台湾茶を楽しんでほしいと思い、 りどりの具材を乗せてジャスミン茶の だったことから、七夕をモチーフにし たい。ボードには時事ネタや豆知識
その後、法務部や知的財産部への就
開業を決意したという松原さん。台湾 シロップをかけた人気のスイーツだ。 た商品を多く取り扱っている。特にプ が日替わりで書かれており、内容は 職を目指していたところを遠山先生に
で修行を積んだ経験もあり、店舗で提
台湾の飲み物と聞くとタピオカ レーン味の「織姫杏仁」とチョコ味の 連日同店の Twitter でも公開されて 声をかけられ、
現職に就いた小菅さん。
供する台湾茶の味は本場仕込みだ。店 ティーの印象が強いかもしれない。し 「彦星杏仁」は、初めて来店した人に いる。この取り組みは緊急事態宣言 特許事務所の主な仕事は、特許庁で手
内はランタンで明るく彩られ、誰で かし、この店舗でしか感じられない台 人気だ。仲川さんの一押しする商品は により遠のいた客足を取り戻すため 続きを行い、商標や技術などの権利を
法学部 OB の小菅さん
も気軽に入店できる雰囲気が作られて 湾茶の魅力がある。ぜひ一度足を運ん 「飲む杏仁豆腐」だという。上層はソフ に始めたもので、最初の公開からも 得る手助けをすることだ。特許で技術
いる。また、台湾で実際に放送してい でみてほしい。
（佐藤樹） トクリーム、中間層は生クリームと豆 うすぐ 700 日目を迎える。実際に
るラジオ番組を流しているため、現地
めたものを内規に定めている。例年経
乳で作られた杏仁豆腐、下層はシェイ 店の知名度向上に貢献しており、販
に訪れた気分を味わうことができる。
済学部は２年生の 11 月に説明会が行
クで構成された逸品だ。ずっしりとし 促としての効果が出ているという。
台湾茶の中でも、茶葉を半発酵させ
われるが、法学部は開かれず、理工学
て見えるが、豆乳で作られているため
３代目社長である塚田亮さんは「お
現代の日本にはさまざまなスイー 飲みやすく、三層になっていることで でんは１人で食べるというより、みん
ることでできる台湾烏龍茶は香りが良
部は入学当初のガイダンスで説明され
いのが特徴だ。特に同店で使用してい ツがある。中でも杏仁豆腐は、昔から 最後まで楽しんで飲むことができる。 なで食べるもの。楽しい食事の手助け
る。経済学部は去年までの 15 年間で
本学の経済学部と法学部に設けられ 18 人が早期卒業しており、多い年は
る茶葉は高山烏龍茶といい、標高が高 日本人に愛されてきた。今回はそんな
杏仁豆腐は性別や年齢を問わず全て となるよう、店を続けていく」と語っ
い山で生産されることによって、より 杏仁豆腐を販売する「姫乃杏仁 吉祥 の人が楽しめるスイーツだ。仲川さん た。商品の種類も豊富で学生向けの惣 ている早期卒業制度を利用すると、通 ２、３人が利用する。法学部は導入さ
は地域の人に愛される店を目指してい 菜も店に並ぶ。ぜひこの機会に訪れ 常は４年のところを３年で卒業するこ れた 2014 年から今までで約５人と
る。今後も消費者の意見を取り入れ、 てはどうだろうか。
（外山隼也） とができる。また、本学大学院の経済 少ない。理工学研究科は毎年５人ほど
経営研究科と理工学研究科には早期修 だ。
旬のフルーツを使ったものなどの新メ
了制度があり、学部４年と大学院１年
法学部は大学院への進学が決まって
ニューを増やしていきたいと語った。
の計５年で学士と修士の学位を得るこ いることを要件としているが、経済学
暑さが本格化する夏期休業期間。たま
とができる。早期修了の希望登録は進 部の早期卒業を利用した人の中には就
には腰を下ろし、和のスイーツを楽し
学後に行うが、理工学研究科は学部３ 職した人や海外へ留学した人もいる。
むのはいかがだろうか。 （掛札若奈）
年生の後期に事前審査を受け４年生の 就職する場合、経済学部は３年生、経
時から大学院の科目を履修する。
済経営研究科と理工学研究科は１年生
これらの制度の利点は学費と時間を で就活生となり進路を考える時間が短
吉祥寺ダイヤ街の一画に店を構える
節約できることだ。利用の要件は、各 い。希望する際はしっかりとビジョン
吉祥寺揚げ
塚田水産は、今年で創業 76 年になる
学部の学びに応じ教授たちが会議で決 を描く必要があるだろう。
（大濵百花）
有名店だ。主にさつま揚げやおでん種
といった練り物製品の製造・販売を
が相談者に適した方法で悩みと向き合 「ここプロ」と呼ばれる外部講師を招
行っている。年末の繁忙期には１日
う。彼らは多岐にわたる相談内容に耳 いたイベントなども実施している。
で約１万個売れることもあるという。
を傾け、時に精神科医などと学内外を
コロナ禍でも活動を続けてきたの
同店の看板商品は製法にこだわった
問わず連携をとりながら、心理的な課 は、本学の学生と真剣に向き合ってい
さつま揚げだ。一般のものと比べて水
題の解決をサポートする。
る証拠だ。光宗さんは相談への向き合
やでんぷんの量を抑えて製造している
４月に対面授業が本格的に再開して
広く学生の心と体のケアをするため い方について「学生は勇気を出して来
ため、魚本来の風味や食感を楽しむこ から早くも３ヶ月が経つ。それに伴 に、
多様な相談方法が用意されている。 ているから、何よりも話をちゃんと聞
台湾茶と胡椒餅
い、コロナ禍に適応した私たちの生活 対面でのサポートだけでなく電話や くことが大事」
と語った。（髙田亜美）
特定のテーマを設定せずに制作。初参 はまたしても変化した。人との付き合 メールでの相談、コロナ禍を経て追加
加者も含む６人の部員が作品を持ち寄 いの増加から疲労感を覚える学生も多 された Zoom を使ったものまで、学
り、９つの短編が掲載された。４カ いだろう。そんな日々の悩みを打ち明 生は自分に合った方法で相談できる。
月以上に及んだ制作期間中には、参加 けられる場が学生サポートセンターに 回数に制限はなく、必要に応じて数年
者同士で作品を確認し合う校正会を開 ある。カウンセラーとして働く光宗あ 単位での長期間利用も可能だ。また、
予約は Web 上のフォームでも受け付
ど、同部の公演に対する熱量は高い。 き、誤字脱字などの修正を行った。部 ゆみさんに話を伺った。
学生サポートセンターには学生相談
けており利便性が高い。
整った体制は、
部長の柏倉真心さん ( 物質生命３) 誌は５月下旬に完成。作品を書いてい
は「部には演劇をやりたい人が集まっ ない部員は内容を知らなかったため、 室と障がい学生支援室が開設されてい 学生が安心して気軽に利用できる環境
本学唯一の演劇活動団体である劇団 ているので、今後も公演を続けていき 発行後には部員同士でも新鮮な反応を る。年間 3000 回以上も利用される を生み出している。さらに、サポート
取材を受ける光宗さん
円想者。６月 18 日、19 日に観客を たい」と活動への思いを語った。
楽しめたそうだ。出店したイベントに 学生相談室では、６人のカウンセラー センターの活動は相談業務に限らず、
入れて行われた６月公演『グッナイ。
』
（外山隼也） は２人の部員が現地に赴き、14 冊を
も多い。学生部の担当者と相談を重ね、
は盛況のうちに幕を下ろした。
販売した。
目標としていた４月に無事発足させる
現在、同部の部員数は 28 人。普段
今後は普段の活動に加えて、今年２
ことができた。畑佐さんは発足後も
は月曜日、水曜日、金曜日に集まり
冊目となる部誌『北極星』を欅祭に向
サークル全体の管理や複数の SNS の
基礎練習を行っている。そこではエ
５月 29 日に開催された第三十四回 けて制作する。当日は『欅 25 号』と
運営など、精力的に活動を続けている。
チュードと呼ばれる即興劇で演技力を 文学フリマ東京に出店することを機 共に展示や販売を行う予定だ。
新型コロナウイルスによる制限が緩
主な活動は週に２回、学内の第３学
磨くことに加え、準備運動の一環で入 に、文藝倶楽部は短編小説を収録した
（一力聖司）
和され通常の学生生活が戻る中、新し
生食堂で自由にゲームをしている。他
念なストレッチを心掛けている。豊か 部誌『欅 25 号』を２年ぶりに発行し
いサークルが人気を集めている。それ にも月に１度レンタルスペースなどに
な表現力と高い柔軟性を身に付けるこ た。このイベントは同部が例年参加し
は今年の４月に発足したばかりの成蹊 集まり、あらかじめ決めたゲームで遊
とで、舞台上での演技に奥深さが表れ ていた展示即売会で、コロナ禍以前の
ボードゲーム会だ。SNS での宣伝を ぶ企画を行っている。また、将来的に
るようになるのだという。
活動が戻りつつあるようだ。
中心に注目を集め、現在は 100 人以 は欅祭への出店や合宿といったイベン
今回の公演は、３年生を中心とした
普段の活動では週に１回お題を決め
上もの部員が所属している。
トを行うなど、活動の幅を広げていき
新体制で臨む最初のものだった。準備 て執筆し、部員同士で作品を読み合っ
立ち上げたのはサークル長を務めて たいとのことだ。
期間が短いことや、演出担当が未経験 ているという。全員が執筆をするわけ
いる畑佐優斗さん（物質生命２）
。もと
同サークルは参加ハードルの低さを
だったことなど不安はあったが、演劇 ではなく、
作品を読むだけの人もおり、
よりボードゲームやパズルゲームが好 大切にしている。目指すのは放課後に
経験者による手厚いサポートで乗り越 誰でも気軽に参加できる環境が整う。
きだった畑佐さんは、大学でもそれら 友達と遊ぶような、気軽に集まれる空
えたという。
「一つ一つのシーンを大 本が好きな人が集まっているため、そ
を楽しめる場を作れないかと考えた。 間だ。この雰囲気が入部希望者を引き
切にする」ことを全体の目標に決めた れぞれの好きな作家や作品について語
そこで、授業で知り合った友人らと同 つける一因なのだろう。大学はやりた
ほか、劇の質を高めるために個人の目 り合うことも多い。好みが違っても互
サークルの設立を計画したという。届 いことに挑戦できる場所だ。畑佐さん
標も尊重して練習を重ねたそうだ。稽 いに分かり合えるのは文藝倶楽部の魅
出団体設立には、活動時に感染対策を のように、目標のために行動を起こす
古期間中は平日に３時間半、追加練習 力の一つだ。
『欅 25 号』
行えることを示す必要があるなど苦労 のも良いかもしれない。（勝見季紘）
日の土曜日には８時間の練習を行うな
今回の部誌は例年の形式と同じく、
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