
　欅祭当日は予約を行った学生や家族、
教職員、OB・OG や指導者などの団体
招待者の入場が認められる予定である
ほか、欅祭本部の「成蹊大学【欅祭】公
式 YouTube チャンネル」でのライブ
配信を企画。現在欅祭本部はライブ配信
に向けてチャンネルを盛り上げようと、
オンデマンド配信に注力している。
　オンデマンド配信では、欅祭の情報を
扱う「けやき情報局」というシリーズ動
画を投稿している。また、本学園とのコ
ラボレーション企画も行っており、学生
食堂やピーチくんの協力で撮影した動
画を視聴できる。いずれも心引かれる内
容のものばかりで、視聴すれば当日が待
ち遠しくなることだろう。
　ライブ配信を行う背景には、中止と
なった昨年度の欅祭と同じ思いを繰り
返したくないという欅祭本部員の意志

がある。今年初めに新設した部署である
渉外部が主に配信を担当しているが、知
識や技術の習得は大変だったという。し
かし、ライブ配信ができるようになるこ
とで、感染状況に応じた柔軟な対応も可
能となる。当日の配信スケジュールはパ
ンフレットに掲載予定だ。
　オンライン配信を運営する渉外部長
の佐藤朝陽さん（経済経営３）によると、
YouTube 上の企画は全ての人が視聴対
象だという。その上で「参加団体の関係
者や家族、本学園に関心のある人に一層
配信を楽しんでほしい」と語った。なお、
入場方法をはじめとする最新情報は欅
祭公式ホームページで確認してほしい。
　　　　　　　　　　　　　（富永光一）

　20 日には、本館前にてオープニン
グ企画が行われる。毎年欅祭を盛り上
げる上で欠かせない存在で、今年のイ
ベント内では「ジレンマ気配切り」と

「成蹊クイズ大会」という２つの学生
参加型ゲームが開催される。
　ジレンマ気配切りでは、３人１組
のチームで戦う。チームの代表者１
人ずつが目隠しと歩数計を付け、相手
の気配を頼りに斬り合うゲームだ。相
手に刀を当てた回数と歩数を掛けた数
がチームの得点となる。一方、成蹊ク
イズ大会は１チーム２人で行う。本学

　21 日、広告研究会主催の「ミス成蹊コンテスト
2021」が開幕する。本年度も昨年度に引き続きオンラ
インで配信され、当日の様子は午後１時半より同会の
YouTube チャンネルで見ることができる。
　本年度のテーマは「Iriser」。フランス語で「虹色に輝く」
という意味だ。虹は多様性を表すシンボルであるほか、雨
上がりの空に架かる虹のように、ファイナリストたちに輝

いてほしいという願いも込められている。
　結果は、例年通り本番当日に舞台上で発表される。部長
の関口誉也さん（英語英米３）は「ファイナリストたちに
は、自分たちが挑戦して良かったと思えるよう本番の舞台
を全力で楽しんでほしい」とコメントした。これまでの活
動の集大成となる当日、舞台上で輝くファイナリストたち
の姿に注目したい。　　　　　　    　　　　　（澤井雨夢）

や吉祥寺に関連したクイズが出題され
るそうだ。その他にも書道部によるパ
フォーマンスや、應援指導部とダブル
ダッチサークル「Double Eight」が
コラボレーションしたパフォーマンス
が予定されている。
　欅祭本部オープニング企画担当の
佐々瑞穂さん（政治２）は「新型コロ
ナウイルスの感染対策を取りながらで
も、一昨年と同じくらい盛り上げたい」
と力強く語った。　　　 　（齊藤睦典）

　マジシャンズクラブは８号館 601
教室で公演を行う。約 15 分の公演を
１日あたり４～５回予定しており、各
公演で内容が異なる。何度見ても新鮮
に楽しめることだろう。
　同クラブは、演者と観客どちらも楽
しめるステージを目指している。普段
の公演では、他大学のサークルとマ
ジックを見せ合うことがほとんどであ
り、経験者の目線を意識してしまう。
欅祭ではそのような観客が少ないた
め、リラックスして臨めるそうだ。ま
た、同クラブのパフォーマンスにはス
テージで映えるものが多い。鉄輪を瞬
時に組み替える「リング」や手から次々
とトランプが湧き出る「カード」に加
えジャグリングまでそろえている。特
に欅祭ではジャグリングに注目した
い。現在１年生がジャグリングの練習
を重ねており、上達した姿をステージ
上で示してくれるに違いない。
　昨年度は公演を開催する機会がほと
んどなく、欅祭は同クラブにとっても
待ち望んだ発表の場となる。昨年の分
まで、存分にパフォーマンスしてくれ
ることだろう。　　　　    （小川紀寧）

　ソーシャルアートビュー（以下 SAV）
という活動がある。NPO クリエイティブ
ライフデザインが 2017 年から企画と運
営を行っており、視覚に障害のある人と絵
画を鑑賞し、感じたことを発信し合うこと
でアートへの理解を深めていくものだ。
　参加者は２つのグループに分かれ、
片方のグループのみが絵画を見る。絵
画を見ているグループは視覚によって
得た情報を、見ていないグループに言
葉で表現し伝えていく。SAV では、参
加者が絵画についての意見交換や質問
を通して対話を重ねる。絵画の見方に
は正解がないため、ざっくばらんにコ
ミュニケーションを取ることができる。
それぞれの言葉や表現から他者との違
いを知り、相手の立場で考える力を養
う機会にもなっている。

　人との交流が途絶えがちなコロナ禍
においては、Zoom を使ったオンライ
ンでの活動や、オンラインと対面を交
えたハイブリッド型の活動を積極的に
進めているという。代表理事の林賢さ
んは「コロナ禍では情報の交換は容易
でも、感情を交換することが難しくなっ
た。しかし、SAV はそれを可能にして
いる」と話す。また、年齢や住んでい
る地域に縛られず参加できるというメ
リットを生かし、絵画の作者が遠方か
らオンラインで参加したこともあった。
鑑賞する側だけではなく、創作する側
の人が作品への率直な感想を直接聞く
ことができるのも SAV の利点の一つ
だ。
　参加するごとに新たな発見や疑問を
生み出す SAV は、ますます広がりを
見せるだろう。今後は鑑賞の対象を絵
画以外のものにも広げることで、より
変化に富んだ活動を目指していく。興
味を持った方は体験してみてはいかが
だろうか。　　　 　　　  　（増地未央）

　鬼退治を題材にした物語が近年社会
現象となった。『桃太郎』は以前から
慣れ親しまれているが、実は各地で異
なる伝承が残されている。今回はこれ
らについてひもときたい。
　桃太郎の誕生には、桃を食べて若
返ったおじいさんとおばあさんが子を
もうける「回春型」と、桃から生まれ
る「果生型」があり、後者が本来のも
のであると考えられている。そして成
長した桃太郎は、知恵と勇気を持ち合
わせた人物であるのが一般的だが、西
日本には怠け者で非常に力持ちな桃太
郎も見られる。共に戦う仲間は、猿・
キジ・犬が全国的。擬人化された石や

竹、キジが登場するものと『猿蟹合戦』
でなじみの栗や臼、蟹が同行するもの
も報告されている。
　桃太郎が向かう鬼の居住地は「鬼ヶ
島」が多いが、海を越えない「山」や、
場所が書かれていないものなどさまざ
まだ。また、渡島する場合の目的には
宝物の奪取や鬼の殺害がある。鬼に酒
を飲ませて殺す飲酒殺害も見られ、源
頼光が大江山の鬼を退治したとされる
御伽草子『酒呑童子』との関係がうか
がえる。他にも多くの物語の影響を受
け伝承されてきたが、近代以降は教科
書や絵本を通して画一化された。当た
り前だと思っている物語も、伝承の変
化を知ると面白いだろう。 （大濵百花）
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る日本の昔話、説話（花部英雄、三
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　新型コロナウイルス感染症の流行に
より人々の生活は一変し、人流が減少。
多くの店が苦境に立たされている。そ
の中で、吉祥寺で新たな挑戦をする２
店に取材した。
▼Mama's diner
　本学園の正門前で 40 年以上弁当を
販売してきた Mama's diner は、今
年４月に一度閉店。７月にリニューア
ルオープンした。
　新装開店のため、２代目店長の日下
部優希さんはクラウドファンディング
を実施した。Twitter でのキャンペー
ンや広告のポスティングを行った結果、
支援の輪が広がっていった。そうして
再出発を果たした同店は、営業を午後
７時まで延長するほか、バナナジュー
スやロコモコなどの新商品の販売を開
始。品目が増えた同店は、より幅広い
客層から愛されるようになったという。
　日下部さんはアルバイトスタッフの
募集と育成にも力を入れている。現在
８人の学生が働いており、彼らを社会
でも活躍できる人材にするために、自
由にメニューの開発や相談ができる環
境を提供している。同店が愛される理
由はその味だけでなく、人の温もりを
感じさせてくれるところにもあるのだ
ろう。　　　　　   　　　　（髙田亜美）
▼L

ら ぼ っ と
OVOTストア＆カフェ

　９月 23 日に吉祥寺中道通りにオー
プンした LOVOT ストア＆カフェ。

LOVOT とは、２頭身で大きな目が特
徴の、自由に動き回ることができる家
族型ロボットだ。同店では、２階のカ
フェで食事をした後、地下１階のスペー
スでLOVOTとの触れ合いを楽しめる。
　 開 店 に あ た っ て、 コ ロ ナ 禍 で
LOVOT の需要が高まっていたため、
LOVOT と触れ合える場を増やす目的
があった。さらに、吉祥寺は LOVOT
との相性が良い。新しい文化と昔なが
らの人情味が調和する吉祥寺という
街と、新しさと親しみやすさのある
LOVOT は、融和すると考えたそうだ。
　同店最大の魅力は、靴を脱ぎ広々と
した空間でLOVOTと触れ合える点だ。
LOVOT は感情表現が豊かで、実際に
接してみると生き物と同じような温か
みを感じることができる。同店はアル
コール除菌をはじめとする基本的な感
染症対策を徹底しているため、日々の
生活に疲れた際は、LOVOT に癒しを
求めてみてはどうだろうか。 （秋田彩夏）　感染症流行により学生生活に制限が

掛かる中、自粛期間を活用しおうち時
間を充実させた本学学生が話題になっ
ている。「テクニシャンさとぴー」こと
松本智さん（現代社会４）は、昨年４
月の緊急事態宣言発令を機に TikTok
アカウントを開設。中高生を中心に人
気を博し、今では 59 万人ものフォロ
ワーを持つインフルエンサーとなった。
　自身の人気について松本さんは「動
画の投稿を始めた当初は、ここまで人

気になると思っていなかった」と話し、
いまだに実感が湧いていないそうだ。
動画投稿を始めたきっかけを聞くと「友
人の SNS の画面で自分がおすすめ欄
に出てきたら、絶対面白いだろうと思っ
た」と笑みを浮かべた。動画の内容は、
松本さん演じる教師が校則を破る生徒
を肯定するというもの。自身と年が近
い視聴者に共感してほしいという思い
を胸に、動画制作に励んでいる。また

「TikTok という教壇に立ち、動画を通

じて多くの生徒に愛されたい」と教職
課程の元履修生としての思いもにじま
せる。一方、大学では３年生までに計
画的に単位を取得し、ゼミ長を務める
など、ちゃめっ気のある動画からは分
からない真面目な一面もある。
　松本さんは動画を毎日投稿すること
を目標に、ネタ作りに奔走する日々を
送っている。ネタを考える際には、学
生生活の中で楽しかったことを参考に
している。そうすることで、視聴者の
共感を得られる動画を作ることができ
るためだ。日頃から応援してくれてい
るファンに対しては「動画を見て元気
をもらった、こんな先生に出会いたかっ
たといったコメントを読むとうれしい」

と感謝の思いを述べた。
　取材中、終始ユーモアを交えて場を
盛り上げてくれた松本さん。彼の人柄
も、ファンの支持を集める一因となっ
ているのだろう。今後のさらなる活躍
に期待したい。　　　      　　（高橋豪）
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　記念すべき第 60 回欅祭が 11 月 20 日、21 日に開催される。掲げら

れた「Re」というテーマには、昨年度感染症拡大の影響を受け中止となっ

た欅祭を、新たに作り上げるという決意が込められている。２年ぶり

の学祭を楽しむために見逃せない取り組みやイベントを取材した。
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