「僕が僕らしくあるために『好きな
モノは好き！』と言えるきもち抱きし
めてたい」
。槇原敬之さんの「どんな
ときも。
」という曲の一節だ。私はこ
の歌詞を、自分の正直な気持ちを堂々
と伝えることができるのは素敵だとい
来年２月から2 0 24年春まで、理工学部エリアの再開発のため 11 号館・12 を感じる場面も生じる。しかし、今回
う意味に捉えた▼私は自分の意見を人
の工事では本学全体の利便性の向上を
号館・13 号館を解体し、新 11 号館を建設する工事が行われる。新 11 号館
に話すのが得意ではない。周りから
目指している。学生には、是非とも理
は学生全員の学びの場、憩いの場として本学の新たな象徴となる。施設の
どのように思われているかを気にして
解と協力をしてもらいたい」と話した。
特徴や工期、工事に伴う影響について、管財課と総合企画課に取材した。 ▼新棟がもたらす 「文理融合」
しまうからだ。その要因は自分の意見
▼新棟建設の目的
に対して自信がなく、否定されるのが
続く、新たな憩いの場となる。アトリ
理工学部エリアの再開発は、全学生
来年４月、本学理工学部は従来の３ オに面するため、既存の憩いの場より の学生生活を大きく変える。理工学部
怖いという思いだと考えている。昔か
学科から１学科５専攻に改組する。こ も構内の各施設へのアクセスが良い。 の研究室の環境が向上することはもち
ら他人の評価を過剰に気にしてしまう
れに合わせて新棟を建設し、本学の理 多くの学生にメリットをもたらす。そ ろん、文系学生も気軽に利用できるよ
ことに悩んでいた▼私たちは生活の中
工学部に対するイメージを刷新するこ のほか、新 11 号館の活用方法につい うな施設が建設されることで、構内に
で、他人から嫌われると生きづらく、
とが主な目的だ。また、今回の工事で ては、学生の意見を積極的に取り入れ おける活動範囲を広げられる。本学は
武藤正司常務理事が成蹊会の求心力向 好感を持たれると生きやすいというこ
現在の 11 号館・12 号館・13 号館は て検討を重ねるという。
上に向けた取り組みや、来年度の事業 とを自然と学ぶ。そのため、他者から
文理融合を方針の一つとして掲げてい
全て解体される。これらの建物は築 50 ▼工事の期間と範囲
方針について説明。また、来年４月３ の評価が行動や考えの判断基準になっ
る。新 11 号館は、普段関わりが少な
年を上回るため、老朽化が進んできて
日に開催予定の桜祭に関する案内と協 ている場合が多い。他人の目や評価を
工事は来年２月に予定されている 13 い文系学生と理系学生の架け橋だ。建
いることも工事の理由の一つだ。
力の呼び掛け、スポーツ振興委員会か 気にしすぎることは、自身の行動を制
号館の解体から始まり、
その跡地に新 設をきっかけに、全学部、全学年が共
▼施設の特徴
11 月 13 日、成蹊会が代議員・同 らの報告を経て、第１部が終了した。 限したり、周りのさまざまな意見に振
11 号館が建設される。現11 号館・12 に学修するワンキャンパスの強みがよ
今回解体される 11 号館・12 号館・ 号館の解体は、新11号館へ機能の移行 り発揮されるだろう。
第２部では各会場に分かれ、大学各 り回されたりと自分を見失うことにつ
（増地未央） 窓会委員懇談会（以下懇談会）を本館
大講堂で開催し、約 180 人が出席し 学部や小学校、中学・高等学校、旧課 ながる▼他人の目を気にすることは、
13 号館の機能は、新たに建設される が完了してから行う。新棟は 2024 年
た。成蹊会は本学園卒業生の８割以上 程の政治経済学部、医歯学進学過程の 必ずしも悪いこととは限らない。気配
11 号館に集約される。新 11 号館は、 春の完成予定だが、学生が利用できる
が所属する OB・OG 会で、本学学生 同窓会を行った。新型コロナウイルス りや配慮によって、周囲から受け入れ
延床面積が約 15000 ㎡の５階建てで ようになるのは同年９月からだ。
には奨学金や課外活動の援助などを 感染症に関する講演会を開く会場もあ られやすく、コミュニティを広げやす
あり、本学園では最大級の規模となる。 ▼学生への影響
行っている。
また、建築材料の一部には木材を導入。
れば、個々の近況や桜祭に向けた準 いというメリットもある。一方で、他
授業時間中にも工事を行うため、現
昨年度は新型コロナウイルス感染症 備について話す会場もあった。OB・ 人の目を気にせず本当の自分を表現す
樹木は大気中の二酸化炭素を取り込み、 場の近くに位置する建物内では、騒音
流行の影響で、
開催を見送った懇談会。 OG は久しぶりの再会ということもあ ることは、形式的なコミュニケーショ
伐採後も貯蔵する。その樹木を資材と の影響を受ける可能性が挙げられる。
第１部では、
初めに高井昌史会長が
「成 り、話に花を咲かせていた。
して活用することで、大気中の二酸化 また、工事の初期に実施する 13 号館
ンではなく、お互いを尊重し合える良
蹊の旗の下に集まれるのは良いこと
炭素量の削減を図る。新棟は断熱効果 の解体に合わせ、西門から４号館の北
懇談会を終了したことを受けて、武 い関係性の構築に役立つ。また、自分
だ」と挨拶し、
再会を喜んだ。さらに、 藤常務理事は「
の高い設計であるため、従来の施設に 側にかけて自転車道路の使用を制限。
『コロナ禍でもこのよ の意思を尊重することでやりたいこと
本年度限りでの退任が決まっている亀 うな機会を設けてくれてありがとう』 が明確になり、本当の自分を確立でき
比べて空調設備の使用による環境負荷 日常的に西門から入構している学生は、
嶋庸一学園長も来賓として出席。四大 と参加者に言っていただいた」と反響 るだろう。人と違った考えを隠すので
が低減されることも期待できる。
正門への迂回が求められる。工事によ
学運動競技大会の結果や理工学部エリ を振り返った。今後、成蹊会は新型コ はなく、どんなときも「私が私らしく
１階と２階には「ラーニングコモン り駐輪場が使用できない間は、代替地
アの新棟建設計画など、本学園の近況 ロナウイルスの感染状況を踏まえなが あるために」
ズ」を取り入れる。学生個人やグルー を用意する方針だ。進行に応じて立ち
積極的な自己表現をする。
をユーモアを交えて報告し、退任にあ ら、対面形式でのイベントを増やして そうすることでより素敵な自分になれ
プでの学修スペースとして、知識を共 入り禁止エリアが変更されることもあ
たって感謝の言葉を述べた。その後、 いく方針だ。
有し学びを深められる環境を用意。３ るため、随時 SEIKEI PORTAL にて
（小澤奈央）
（倉田滉也） るはずだ。
階から５階にかけては、理工学部の研 掲示されるお知らせを確認することが
報をより分かりやすく届けるとともに、 ▼パンフルートコンサート開催
究室が設置される。また、１階にはカ 重要だ。
12 月 13 日、学生のパンフルート
ペーパーレス化でコストを削減し、本
フェの設置も計画され、
トラスコンガー
管財課の柏木隆志さんは「旧棟の解
学の DX 化を進めたい」と展望を示し グループによるクリスマスコンサート
デンやカフェ＆ホール COMMichi に 体と新棟の完成に向け、一時的に不便
た。
（富永光一） が、本館大講堂にて開催された。本コ
▼後期公開講座、 オンデマンドで配信
だけにあるわけではない。教育を行っ ▼在学生向け履修要項が Web 化
ンサートは、本学東京オリパラプロ
たとしても無駄ではないか」と私見を
11 月 22 日、2021 年度後期公開 ジェクトルーマニア交流事業の一環
来年度より、在学生に対する履修要
述べた。
項の冊子の配布が廃止され、Web 上で 講座「変わるアメリカ、変わらないア だ。本学学生と教職員、招待者のみに
本学園は望まない受動喫煙を、教育 の公開に変更される。なお、新入生へ メリカ」が本学公式 YouTube チャ 来場者を制限。YouTube でのライブ
を通して防止しようとしている。確か の冊子の配布は継続して行う。
ンネルで公開された。公開講座は、対 配信も行われた。
11 月、
３号館と８号館の間の喫煙所、 園にある喫煙所はこの基準を十分に満 に、喫煙者に喫煙マナーの順守を求め
Web 化の主な理由には、環境負荷 面形式で実施した 2019 年度後期以
本コンサートでは、長さや太さが異
通称「サンパチ」が撤去された。その たしているとは言えない。
ることは重要だろう。しかし、喫煙所 の低減に向けた本学のペーパーレス化 来、約２年ぶりの開催となった。
なる竹製のパイプを束ねた、ルーマニ
しわ寄せで１号館横の喫煙所や、９号
本学園は６月、児童・生徒が通学し の減少が、喫煙所外でたばこを吸うと の推進が挙げられる。また、例年２月
講師は法学部の西山隆行教授。バイ ア伝統の管楽器であるパンフルートを
館前の喫煙所に人が密集している。11 ている事情を考慮し、受動喫煙の防止 いうマナー違反を引き起こす一端を に履修要項を発行する必要があるた デン政権発足から約１年の時機に、前 演奏した。前半は『アメイジング・グ
月 24 日の午後３時頃、１号館横の喫 と健康の保護を目的として全面禁煙化 担っていることを本学園は認識すべき め、発行後の内容変更に対応できない、 政権からの米国政治の変化に加え、政 レイス』や『きよしこの夜』といった
煙所では 16 人の利用が確認できた。 の方針を定めた。在学中に喫煙を開始 だ。特に１号館横の喫煙所は、２号館 学生が受け取らなかった分の廃棄にコ 治的分極化や二大政党の対立構造など クリスマスソング、後半は日本の唱歌
授業間の休み時間には人があふれ、と する学生を減らし、喫煙マナーの教育 を利用する学生のほとんどが通行する ストがかかるなどのデメリットが大き について講義した。また、事前に受け やルーマニア民謡などを披露。最後に
きには喫煙所外で吸う人もいる。
や禁煙教育を促進することで、将来的 場所にある。そこに喫煙者が集まり、 かった。学生がパソコンを必携してい 付けた質問から、大統領選挙や人工妊 は、同グループ指導者の櫻岡史子さん
喫煙所の減少には、改正健康増進法 な喫煙者数の減少を目指すという。し 喫煙所外で吸われていては、望まない る点も変更の要因となった。
娠中絶、銃規制、対中政策といった特 とグループメンバーの合同演奏で会場
（以下改正法）の影響がある。改正法の かし、思惑通りにいくのだろうか。喫 受動喫煙の防止が達成されることはな
在学生向けの履修要項は、３月中旬 に関心を集めている話題に回答した。 を盛り上げた。
主な目的は、望まない受動喫煙の防止 煙者である本学学生（現代社会４）に い。喫煙者を減らすための教育は、現 に本学のホームページ上の専用ページ
現時点では配信期限は設けられてお
出演した加藤由布子さん（法律４）
だ。学校は喫煙所以外では原則禁煙と 取材したところ「高校までの教育で喫 状を改善した後に行うべきではないか。 で公開。
学年暦や履修成績関係日程、
開 らず、本学ホームページにある「キャ は「学内で開催できたため、この楽器
定められ、喫煙所を設置する場合にも、 煙が及ぼす健康被害については理解し 改正法の基準の壁は高いが、まずは喫 講科目一覧も記載される。
目次には各項 ンパスライフ」の「公開講座」から視 を知らない人にも演奏を届けられた」
喫煙を目的とする人を除く施設利用者 ており、その上で喫煙している。たば 煙所の不足を補うか、非喫煙者の通行 目へのリンクを貼り、
ページの移動を容 聴可能だ。なお、今後の公開講座の情 と語った。後日、本学公式 YouTube
が立ち入らない場所に設置しなければ こを始めるきっかけは他大学の友人や しない場所に喫煙所を移すことを検討 易にして閲覧の利便性を高める。
報は本学公式 SNS アカウントやホー チャンネルにて演奏のアーカイブ配信
ならないとされている。しかし、本学 アルバイト先の同僚などにあり、大学 してほしい。
（飯塚大賀）
教務部の本郷有充課長は「学生に情 ムページで発信される。 （一力聖司） が行われる予定だ。
（梶祐希）
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