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2021 ミス成蹊

――ミス成蹊に選ばれた時の気持ちを
教えてください。
４カ月間頑張ってきたのでうれし
かったです。周りの人の支えや応援
のおかげで取れた賞なので「みんなで
取った」という感覚です。
――ミス成蹊コンテストの活動を経て、
どのような点で成長しましたか。
環境の変化やさまざまな方との出会
いを通し、視野が広がりました。また、
自分を表現する機会が増えたため、自
分の強みや好きなもの、今後したいこ
となどを考えるようになりました。
――これからの目標を教えてください。
将来の夢はまだ漠然としています
が、やりたいことにはどんどん挑戦
しようと思っています。来年２月に
全国予選が始まる「MISS OF MISS
CAMPUS QUEEN CONTEST
2022」でも周囲の人への感謝を忘れ
ず、悔いが残らないようベストを尽く
します。
（大濵百花）

田辺萌夏さん

にインタビュー

11 月 20 日、21 日に第 60 回欅祭が開催された。展示や公演の一部には事
前入場予約制を導入。さまざまな制約がある中でも盛り上がりを見せた。本
記事では、特に活気のあった４つの催しをリポートする。当日楽しんだ人
も参加できなかった人も、これを読めば欅祭の様子を感じ取れるだろう。
ピアノを中心とする楽器の音色と澄ん
だ歌声は美しく、会場の近くを歩く人
たちの足を止めさせていた。演奏の合
間には MC によるテンポの良い和やか
汽車旅倶楽部の展示が行われたの なやり取りもあり、１時間とは思えな
は、９号館 202 教室。室内には部内 いほど濃密で満足できるライブだった。
旅行の写真や旅行記、鉄道グッズなど
（上田悟史）
が所狭しと並んでいた。
２年ぶりの開催ということもあり、
展示からは気合が見て取れる。
目玉は、
開場直前まで時間をかけて組んだ鉄道
14 号館 101S 教室では、赤を基
模型のジオラマだ。部員が制作したミ
ニチュアの建物の間を、多様な車両が 調としたボディが特徴的な搭乗型二
駆け巡る。中でも、一般的な模型より 足歩行ロボットが展示されていた。理
大きな「HO ゲージ」の迫力は圧巻だ。 工学部ロボティクス研究室が製作し、
模型の運転体験のブースは、子どもか Primo と名付けられたこのロボット
ら大人まで幅広い来場者でにぎわって は、高さ約４m、重さ約 520kg と非
いた。また、鉄道や美しい景色、グル 常に大きい。製作には５年半もの歳月
メなど各所に飾られた旅行の写真は、 を費やし、昨年９月に完成した。同研
多くの人の目を引く。部員たちの笑顔 究室の柴田昌明教授は「学術目的で
が輝いており、記者も旅行に参加した これほど大きなものは、世界中を見
くなるほどだった。他にも、切符を模 渡してもないのではないか」と語る。
展示には Primo を一目見ようと多
した入場券、SL 運転士風の部員の名
札など、
随所に工夫が凝らされている。 くの人が訪れた。特に子ども連れの家
部長の安藤滉さん（日本文３）は「今 族が目立ち、その迫力に驚きの声を
回は、成蹊鉄道博物館というコンセプ 上げていた。また、期間中にはハン
トを設けた。コロナ禍では大人数が集 ド部分の操縦体験も実施。こうした操
まる展示はできなかっため、久々に行 縦は、通常コンピュータープログラム
えて良かった」と欅祭開催を喜んだ。 で制御する。しかし今回の欅祭に向
（二宮聖司） け、市販のゲームコントローラーで容
易に操縦できるよう準備したそうだ。
研究室が欅祭に参加することは少
ないが、柴田教授はロボットを一般
に披露する貴重な機会だと考え、参加
20 日、日が沈み淡く紫がかった夜空 を決めた。大きさもさることながら、
の下、新中庭ステージにて中夜祭が開 Primo は「ロボット」と聞けば誰も
催された。
「KEYAKI BAND NIGHT」 が思い浮かべるようななじみ深い形を
と題した今回は、FSS、軽音楽部、フォー している。展示を通して、ロボット工
クタウンの３つの音楽団体が全３曲を 学の面白さが分かりやすく伝わったこ
演奏。新型コロナウイルスの影響によ とだろう。
（中西幸太）
り、継続的な活動が難しかったことを感
じさせることなく、人々を楽しませた。
１曲目は FSS によるレキシの『きら
きら武士 feat.Deyonna』だ。かつて
車の CM ソングにも使用されていたこ
の楽曲には、疾走感がある。観客はス
マートフォンのライトを振って楽しん
でいた。２曲目は軽音楽部とフォーク
タウンの合同バンドによる Janne Da
Arc の『HEAVEN』
。１曲目とは打っ
て変わり、切ない雰囲気が漂う楽曲だ。
舞台を幻想的に彩る照明と曲調が調和
し、視覚でも曲を堪能できた。最後は、
軽音楽部による supercell の『君の知
高さ約４m の Primo
らない物語』でステージを締めくくる。

11 月 25 日に情報図書館のホーム
ページ上で、2021 年度書評コンクー
ルの受賞作品が発表された。館内２階に
受賞作品の展示スペースが設けられる
ほか、来年２月にはジュンク堂書店吉祥
寺店とのコラボフェアも開催予定だ。例
年字数は 1000 ～ 1500 字と定められ
ていたが、今回は 400 字以内と大幅に
変更された。その影響からか、例年の倍
以上となる 51 作品の応募があった。
書評とは、ある本を紹介し人に薦め
るものだ。そのため、書評を書く際に
は本の内容と魅力を明確に記すことが
大切となる。感想文とは異なることか
ら、書き手の経験や思いなど、本の内

容から離れた要素が入りすぎないよう
注意しなくてはならない。
金賞を受賞した大島隼人さん（法律
４）
がコンクールの存在を知ったのは、
２年次の秋。情報図書館で受賞作品の
展示を目にし、自分も書きたいと思っ
たそうだ。
実際に書評を書いたところ、
自分の好きな作品を多くの人に知って
もらえたことがうれしかったという。
大島さんが選んだのは『帰ってきたヒ
トラー』という小説だ。この本は、現
代にタイムスリップしたヒトラーが民
衆の心をつかむ姿を描き、民主主義が
独裁者を生み出し得る危険性を示して
いる。コメディ調で読みやすいながら
も、読者に問題提起を行うこの本は、
書評で扱うのにふさわしいものだっ
た。大島さんは、人に伝わる文章を書
くことは、法律学科で学ぶことの本質
だと考えている。受賞に際して「大学

今年のミス成蹊に選ばれた田辺萌夏
さん（物質生命１）に取材した。
――エントリーを決めた理由を教えてく
ださい。
広告研究会の方に声を掛けてもらっ
たことがきっかけです。学生生活では
さまざまな挑戦をしたいと考えていた
ため、出場を決めました。
――活動の中で大変だったことは何です
か。
Twitter や Instagram の投稿内容
を考えることです。同じような写真の投
稿が続かないよう、撮影場所や雰囲気を
変えていました。また、ステージ上での
練習では、立ち位置を覚えることや曲の
テンポに合わせた移動に苦労しました。
――アトラクションではバレエを披露して
いましたが、 どのような工夫をしました
か。
クラシックバレエは５歳から続けて
いる特技です。１曲目では、ストレッ
チ風の振り付けを取り入れて体の柔ら
かさをアピールすることで、バレエの
知識がない人でも楽しめるようにしま
した。そして２曲目は、バレエでは知
し、ロックダンスで観客を圧倒した。 名度の高い『コッペリア』第１幕より
。作品
最後のチームが魅せたのは、締めにふ 『スワニルダのバリエーション』
さわしい華やかなダンス。彼らが踊る の一部を抜粋して使うことで、見てい
ジャズヒップホップのリズムに乗り、 る人が飽きないよう工夫しました。開
21 日の午前 10 時、
本館前のスピー 観客の体は自然と動いていた。どのダ 脚や足を高く上げる動きがあるため、
カーからアップテンポな曲が流れ、９ ンサーも終始マスク越しに笑顔を浮か 衣装は大人っぽくきれいな雰囲気のロ
人の女性ダンサーが登場した。彼女た べており、積み上げてきた練習から来 ングスカートにしました。
ちの気迫あふれる高度なダンスは、観 る自信がうかがえた。
客を一気に DANCE TEAM JAM[z]
選曲は、観客全員が楽しめるように
の世界へと引き込んだ。
意識して行ったそうだ。代表の小倉直
今回は、６チームに分かれそれぞれ 人さん（システム３）は「11 月で引
特色あるダンスを披露。ゆったりとし 退する３年生の集大成と位置付け、少
た曲では、洗練されたダンスの技術で ない時間の中でもパフォーマンスの質
現在、旅行は感染症対策を徹底した
観客を沸かせた。中盤には、全学年 を重視した練習に励んだ」と振り返っ
の男女 13 人で構成したチームが登場 た。
（永松由衣） 上で再開されつつあり、旅行業界も盛
り上がりを見せ始めている。そんな旅
いるポリ袋。生ごみを捨てる際に使用 行業界の中には「国内旅行業務取扱管
していたが、古新聞を折り作成した容 理者」という国家資格がある。この資
（法律４）
器に置き換えた。水を吸収しやすく乾 格を取得したのが杉山響さん
きやすい点で、ポリ袋よりも利便性が だ。
同資格を取得すると、国内旅行を
高い。また、食品の保存には 100 円
2015 年に国連サミットで採択さ 均一で購入したシリコンラップを利 扱う旅行会社の営業所で、旅行計画
れた SDGs（持続可能な開発目標） 用。電子レンジでの加熱にも対応して の作成や送迎バスの手配などの業務で
の推進に伴い、世界的に脱プラスチッ おり、
繰り返し使うことができるため、 管理や監督をすることができるように
なる。各営業所には必ず資格保有者を
クの動きが高まっている。そこで、使 環境だけでなく財布にも優しい。
い捨てプラスチック製品の使用や廃棄
今回の脱プラスチック生活では、消 置くことになっているため、同資格を
をしない１日に挑戦した。
しゴムが使えず支障を来した場面が 持っていれば、自分で旅行会社を立ち
脱プラスチック生活は、オンライン あった。
しかしその後の実践を通して、 上げる場合のハードルも下がる。資格
授業の受講から始まった。普段はボー ポリ袋やラップなど代用しやすいもの 試験の科目は「旅行業法及びこれに基
「旅行業約款、運送約款及
ルペンと修正テープを用いてノートに も多いことに気付いた。中にはコスト づく命令」
「国内旅行実務」
の３つだ。
メモを取る記者。代わりに鉛筆と消し や実用性の面で有益な代用品もある。 び宿泊約款」
ゴムの使用を試みたものの、消しゴム プラスチックを全く使わない生活は難 この３つの科目全てにおいて 100 点
はプラスチック製であるため使えな しくても、バイオマスプラスチック製 中 60 点を取得することで合格とな
かった。消しゴムの素材がゴムではな 品を使ったり手軽なもので代用したり る。合格率は約４割だ。
杉山さんは、スーパーマーケットに
くプラスチックであることは、この生 することで、使用量を減らしていける
活ならではの発見だ。
はずだ。
（畠山悠奈） 置かれた通信講座のチラシを見てこの
その後は、家にある使い捨てプラス
チック製品の代用に取り組んだ。普段
は流し台の三角コーナーに取り付けて

（３）

国家資格取得 旅行経験生かし

記者が挑戦

脱プラスチック

IELTS

笑顔が魅力的な田辺さん

資格の存在を知った。試しに過去の問
題を解いたところ手応えを感じ、受験
を決めた。試験科目の中でも最も難し
いとされるのは、日本全国の地理に関
する知識や運賃の計算方法などを問わ
れる「国内旅行実務」だ。杉山さんは
昔からよく家族旅行や一人旅に行って
いたため、観光地の名称や場所などの
知識を身に付けられていた。旅行雑誌
を読むだけでなく、現地で自分の目と
足を使って観光地の地理や景色を覚え
たことが、
合格への近道だったと話す。
杉山さんの就職先は旅行業界の企業
ではない。しかし、ゼミ合宿や社員旅
行のコーディネートを行うことで、周
りの人と旅行を計画する際のサポート
をしたいという。そして、将来は転職
や起業を経て、旅行会社で自分の企画
したツアープランを販売することも考
えている。コロナ禍では生活の制限が
多いが、今自分にできることを探して
実行することで、一生役に立つ力を得
るチャンスとなる。
（永松由衣）

だったため、
費用を抑えられた。そして、
講座で学んだことは現地でも生かすこ
とができた。新型コロナウイルスの感染
状況により現地では外出規制が敷かれ
で学んできたことを遺憾なく発揮でき
ていたが、速読の力を使ってこうした情
た。今回の受賞は学生生活の一つの成
11 月９日から約１カ月間、国際教育 践的であり留学にも生かせると考えた。 報も素早く把握した。また、ライティン
果だと捉えている」と喜びを語った。
苗さんが受けた講座は、英語４技能 グ対策で培った力は留学先でレポート
書評を書くことは、薦めたいものの センター主催の「オンライン IELTS 対
魅力を人に伝える練習になり、コミュ 策講座～ Writing ／ Speaking 集中 を伸ばせるように構成されていた。毎 課題を書く際に発揮された。苗さんは今
ニケーションに幅広く応用できる。こ コース～」が開講された。IELTS は英 回受講者同士でペアを組み、設定され 後 IELTS を用いた留学を目指す学生に
の体験は学生にとって有意義なものに 語４技能を測る試験だ。本学から英語圏 たテーマについて話し合うことでス 「勉強を重ね何度か受験したことで、目
なるはずだ。書評コンクールは来年度 の大学に中・長期留学する多くの場合、 ピーキングの力が向上。リーディング 標のスコアを取ることができた。最後ま
も開催予定であるため、挑戦してみて TOEFL か IELTS のいずれかのスコア の力は、用意された教材を解き身に付 で諦めないでほしい」とメッセージを寄
（中西幸太）
はいかがだろうか。
（勝見季紘） で基準を満たす必要がある。そのため、 けた。また、講座を通し、IELTS のリ せた。
例年中・長期留学を目指す学生の多くが スニングテストで多く出題されるイギ
受講しているという。2018 年度前期 リス英語の発音に慣れることができた
に本学の講座を受け、IELTS のスコア という。ライティング対策では、文章
を用いて昨年３月から１年間留学した の構造や論理的な英作文の書き方につ
苗文瑾さん（経済経営４）に話を聞いた。 いて学んだ。受講者の英語の力が高く
苗さんが IELTS を選ぶ決め手と 驚くこともあったが、そうした環境が
なったのは、スピーキングテストの形 良い刺激になったと苗さんは振り返る。
出願資格を上回るスコアを取得し、希
式だ。TOEFL は録音した自分の回答
が評価される形式だが、IELTS は試 望していたオーストラリアへの長期交
金賞を受賞した大島さん
苗さん（右から２番目）
験官との対面形式で行われる。より実 換留学生に選ばれた苗さん。交換留学
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