
　来年の東京五輪から正式種目に採用
されるスケートボード。その魅力につ
いて、関連用品の販売を行う「インス
タント吉祥寺ストア」の吉田智さんに
取材した。
　スケートボードは車輪の付いたボー
ドに乗り、技の難度や高さ、スピード
を競うスポーツだ。東京五輪では、街
中を再現したコースを滑る「ストリー
ト」と、くぼ地状の曲線的で複雑なコー
スを滑る「パーク」の２種目が行われ
る。

　スケートボードの魅力は多彩な技と
芸術性にある。技のオリジナリティー
も評価対象であるため、各選手の滑り
には個性が出てくるという。観戦する
際にはボードの動きに注目すると、プ
ロ選手の技の豊富さが感じられる。ま
た、大会では選手たちの個性溢れる
ファッションやカラフルなボードも見
て取れる。服装や用具に関する規定が
少ないこの競技ならではの楽しみだろ
う。
　これまで日本にはスケートボードを
できる場所が少なかったが、近年は専
用のスケートパークが増え、身近なス
ポーツになりつつある。しかし、依然
として競技人口は少ないままだ。認知
度をさらに上げていくことが今後の課

題だという。
　ボードで宙を舞う姿に魅せられ、ス
ケートボードを始めた吉田さん。東京
五輪をきっかけに、多くの人に魅力を
知ってもらいたいと期待を寄せる。ス
ケートボードがより身近な存在にな
る日は近い。　　　　　　（三瓶純一）

　本年度からのプレ・ターム廃止に伴
い、健康・スポーツ科目が変化を迎え
る。新しく開講される「健康・スポー
ツ演習 A・B」について、文学部の稲
葉佳奈子准教授に話を聞いた。
　これまでの健康・スポーツ科目には、
１年次前期の登録必須科目「健康・ス
ポーツの基礎」と、選択科目の「健康・
スポーツの発展 A・B・S」があった。
しかし、クラスごとの授業進度のずれ、
内容に対する学生の理解不足などが発
生。そこで、全 14 回を一種目のみで
行う「健康・スポーツ演習 A・B」に
変更することとなった。前期の演習A、
後期の演習 B で履修できるスポーツ
は異なるが、４月にのみ登録申請が可
能だ。成績の評価基準や、抽選により

履修者を決定する点は変更しない。
　また、新たにインドアスポーツ、
ニュースポーツ、フライングディスク、
ストレッチ＆バランスの４種目が追加
される。中でもニュースポーツとフラ
イングディスクにはレクリエーション
要素があり、軽い運動をしたい学生も
楽しめる内容だ。インドアスポーツで
は室内競技を通じて技術を向上させ、
演習 A のストレッチ＆バランス（本
年度は休講）では自分の体についての
理解を深めることができる。
　稲葉准教授は「今回のリニューアル
により、学生にとっての種目選択の幅
が広がる。自分に合ったスポーツで運
動を続けてほしい」と語った。　　　
　　　　　　　　　   　（田尻那奈海）
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▼ストレスの定義とメカニズム
　私たちが経験しているストレスは、
ストレッサーからストレス反応に至る
一連のプロセスとして理解できる。ス
トレッサーとは、ストレス反応を生む
きっかけとなる出来事を指す。その結
果として生じる心身の反応が、ストレ
ス反応だ。ストレス反応は一般的に、
頭痛や肩凝り、疲れなどのように体に
生じる反応の場合もあれば、不安や怒
り、落ち込み等の心に表れる反応の場
合もある。
   同じストレッサーを経験しても、ス
トレス反応の程度には個人差がある。
この個人差が生じる主な要因としては
４つの要素が挙げられる。それは、①
疲労のたまりやすさや睡眠不足耐性な
どの体質面②考え方や価値観といっ
た心理面③過去の経験④周囲からのサ
ポートの有無などの環境面―だ。
　こうしたストレスへの対処法は、主
に２種類あるという。ストレス反応を
和らげる「緩和」と、ストレッサー自
体を乗り越えたり、解決していったり
する「克服」だ。これら２つのアプロー
チを使い分けることがポイントにな
る。特に新生活が始まったこの時期に
は、環境に慣れるまでの間に疲れをた
める人が多い。ストレス反応が出たら、
体を休める、周囲の人と会話するなど
と適度に休息を取ることが有効だ。

▼ストレスが与える良い効果
　ストレスがもたらすのは悪い影響だ
けではない。適度なストレスは、日々
の生活に程よい緊張感や充実感を与え
るなど、生活の質を高める。ストレス
をなくそうとするのではなく、自分に
合った負荷の掛け方を見極めることが
大切だ。そのためには、さまざまな経
験を通して自己理解を深めることが必
要となる。
　ストレスとの上手な付き合い方の模
索や、自己理解の手助けの一つに挙げ
られるのが、本学１号館２階の学生相
談室だ。平日の午前９時半から午後５
時まで開室。問題や悩みを抱える人だ
けではなく、学生生活をより良いもの
にしようと、自分自身と向き合ってい
る人の利用も少なくない。経済学部の
林潤一郎准教授は「教育の一環として、
一人一人に合った相談やサポートを提
供している。自分を伸ばすための場だ
と捉えて積極的に活用してほしい」と
語った。学生相談室は、昨年６月に設
置された学生サポートセンターの一部
だ。同センターは、他にも障がい学
生支援室や談話室の機能を備える。こ
のように、本学にはストレスに対して
適切に対処するためのサポート体制が
整っている。これらの利用も視野に入
れ、充実した学生生活を送ってほしい。
　　　　　　　　　　　　　（増田猛）

　ストレスがたまると、何かを壊した
いという衝動に駆られることもあるだ
ろう。一般的に物を壊す行為は好まし
くないとされるため、行動に移すこと
は少ない。しかし最近、それを行うこ
とのできる施設「REEAST ROOM」
が話題になっている。施設を運営する
株式会社 Brick Wall の代表取締役社
長・河東誠さんに取材した。
　この施設では、普段の生活で禁止さ
れているような行為を遊びとして楽し
める。食器や家庭電器といった日用品
への破壊行為や落書き。おの投げ、ク

ロスボウ射撃など種類は豊富だ。物を
壊すことに没頭したり、高い得点を目
指しスポーツとしておのを投げたり
と、利用者の好みに合わせて体験内容
を選べる。
　コンセプトは「本能的自我を表現
する空間」。非現実的な体験を通して、
普段は社会秩序の下で抑制されてい
る人間の本能を解放することが目的
だ。昨年５月のオープン時から、この
斬新なコンセプトにさまざまなメディ
アが注目。流行に敏感な若者、中でも
SNS をよく利用する若い女性が施設
に行く契機となった。
　河東さんは「ストレス発散のためだ
けに施設を利用するのではなく、非日
常の遊びを通して、その後の人生をよ
り楽しいものにしてほしい」と語る。
日頃の憂さ晴らしをするのも良いが、
普段はできない刺激的な体験を楽しむ
ことも可能だ。大学生割引もあるため、
一度訪れてみてはどうだろうか。　　
　　　　　　　　　　　   （畠山悠奈）

　近年、男女共に日本人選手の活躍が
目覚ましい硬式テニス。本学にも工夫
を凝らして勝利を目指す団体がある。
硬式庭球部男子主将の宮本聖也さん

（経済経営３）に、同部の魅力につい
て聞いた。
　同部は、平日２日、休日２日の週４
日、各２時間程度の練習を行っている。
短い練習時間は、集中して取り組むた
めの工夫だ。開始前には部員それぞれ
の目標を共有し、練習効率を高めてい
るという。同部の今年の目標としては、
４部リーグへの昇格と四大戦優勝を掲
げている。
　また、勝つために常に努力を惜しま
ない部活だ。以前は部員が互いに指導
し合っていたが、成長に限界があっ
た。そこで外部コーチを招へいし、ボ
ディーメンテナンスを行う学生トレー
ナーを雇うことで、レベルアップを
図っている。上達したい、試合に勝ち
たいと思っている人にお薦めだ。
　宮本さんは同部について、風通しの
良い部活だと話す。体育会系の団体と
いえば、上下関係が厳しいイメージを
抱く人もいるだろう。しかし、同部は
部員全員が選手として対等に扱われる
環境や、一人一人が能動的に動ける組
織を目指している。そうした取り組み
により、部内の士気も高まるようだ。
　現在は部員が 13 人と小規模であ
り、いつでも入部を歓迎している。宮

本さんは「大学からテニスを始めた部
員もいる。ここでは誰にでも活躍する
チャンスがある」と語った。多くの人
を夢中にさせているテニスを、新生活
を機に始めてみるのも良いだろう。
　　　　　　　　　　　　（中村洋介）  

　本学園敷地内のけやきグラウンドに
あるトラックには、日々練習に明け暮
れる学生たちがいる。今回は、そこで
活動する本学陸上競技部主将の菊池将
克さん（法律３）に取材した。
　陸上競技部は、日・木曜日を除く週
５日活動。短距離、中距離、長距離、
跳躍、投てきの５つのブロックに分か
れて練習している。本学園敷地内に陸
上競技場が設けられているため、外部
の施設を使う必要はない。授業終了後、
すぐにトレーニングを始められること
が強みだ。中・長距離では OB によ
る指導を受け、他の種目の練習内容は
全員で話し合って決めている。
　関東大会や全国大会、駅伝などの大
会にも１、２カ月に一度参加している。

個人登録での選手権を含めると出場機
会がさらに多く、選手が自分の力量を
測る場は豊富だ。2018 年には、男
子 800 メートルと女子 400 メート
ルで全国大会へ出場し、女子400メー
トルは準決勝に進出。より上位の大会
を目指す人だけでなく、自己記録を更
新したい人も積極的に活動できる雰囲
気だという。
　菊池さんは新入生に向けて「大学４
年間で真剣に取り組み、楽しめるもの
を見つけてほしい。それが陸上競技に
なればうれしい」とコメントした。走
ることが好きな人、本気で陸上競技に
打ち込みたい人は入部を検討してみて
はいかがだろうか。　　　（内倉拓海）

　「居合道」という言葉は知っていて
も、競技内容まで把握している人は少
ないだろう。どのような活動をしてい
るのか、本学居合道研修会主将の長島
香苗さん（経済経営２）に話を伺った。
　いくつかの流派が存在する居合道。
同会の流派は、夢想神伝流だ。火曜日
を除く平日に活動しており、月・木曜
日が全員参加、それ以外の日は自由参
加。稽古は、全員で基本的な型の素振
りをする基礎稽古と、個人で修練をす
る自由稽古に分かれている。自由稽古
では、部員同士が教え合いながら技術
向上に努めているという。
　居合道は抜刀術が発展した現代武道
だが、剣道とは異なり実際に打ち合う 競技の魅力を語った吉田さん

ことがない。大会では審判の前で型を
披露し、その完成度で勝敗が決まる。
参加者は全国共通の型でも競うため、
大会用の型も習得する必要があるそう
だ。また、大会と並んで目標となるの
が、技の修練度を審査する昇段試験で
ある。部員たちは大会での活躍と昇段
を目指し、日々稽古を重ねている。
　長島さんは「少人数で楽しく活動し
ている。練習のペースは自由なので、
自分に合った学生生活を送ることがで
きる」と話す。練習の体験や入部は、
学年・男女問わず年中歓迎している。
新入生も居合道に興味を持ったら門
をたたいてみてほしい。　（三瓶純一）

　人々を癒やし、忙しい毎日から解放
してくれる旅行。休日や長期休暇を利
用して、各地へ赴く学生も多いだろう。
今回は旅行が持つ特長やストレスへの
効果について、経済学部の井出多加子
教授に話を伺った。
　ストレスの解消には、ストレスの多
い環境から距離を置くことが効果的だ
とされている。自分の時間に長く没入
することで気持ちが上向き、ストレス
の原因となる事柄をポジティブに捉え
られるようになるからだ。旅行は他の
方法と比べ、非日常性を簡単に味わえ
るため、ストレス解消に適している。
さらに、旅先での体験が新たな自分の

発見につながることもある。
　旅行の形態によって、できる経験は
異なる。行程が決まっているパッケー
ジ型旅行は、予定の遅れや思わぬ事態
などが生じるリスクが低い。安心して
旅行できるほか、家族や友人との絆を
強められる。一方、非日常的な体験を
より楽しみたいときは、宿泊先や移動
手段以外を自分で決め、柔軟に行動で
きるスケルトン型の旅行がお薦めだ。
　抱えている悩みに沿ったプラン選び
もできる。日々に疲れを覚える場合は、
自分の時間をゆったり過ごせる個人旅
行が有効だ。寂しさを感じる人には、
他者との時間を楽しめるバスツアーな
ど、集団で行う旅行が向いている。ス
トレスの原因を考え、それに合わせた
旅行をすると、より有意義な時間を過
ごせる。帰る頃には心の重荷が軽くな
っているはずだ。　　　(新野まどか)

物を壊す様子

　「春は出会いの季節」という言葉が
あるように、この時期には周囲の環境
が大きく変わる。同時に、心理的に不
安定になりやすく、ストレスが生じる
ことも増える季節だ。今回はストレス
との向き合い方について特集した。
　ストレスは必ずしも悪影響を及ぼす
とは限らず、程度によっては良い効果
をもたらすこともある。ため過ぎず、
発散することが重要だ。一人で抱え込
む前に、誰かに相談してみるのも良い
だろう。また、ストレスとの向き合い
方は多様で、その一つには旅行が挙げ
られる。環境変化を簡単に味わうこと
ができる点が旅行ならではの魅力だ。

旅先での出来事が、自己理解のきっか
けとなるかもしれない。一方、破壊行
為を楽しもうとする動きも生まれてい
る。REEAST ROOM では、日常生
活で味わえないような興奮を体験可能
だ。刺激的な体験を通して、自身の新
たな一面を発見できるのではないだろ
うか。
　大学生は自由に使える時間が多く、
充実した生活を送れる。しかし、社会
の一員として果たすべき義務や、他人
の力に頼らず責任を求められる機会も
あるため、悩みが多くなる。人間関係
や学業でストレスを抱えることもある
だろう。今回の特集がそうした悩みに
役立てば幸いだ。とはいえ、記事で取
り上げたものは一例でしかない。大学
生のうちに自分なりのストレスとの向
き合い方を見つけて、今後の人生をよ
り良く過ごしてほしい。　　（夏目大）


