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学生団体澁澤塾は「一橋生に幅広い選択肢と挑戦する機会を提示することで一橋生を盛り上げ、一橋大学を盛り上
げ、社会を盛り上げる」ことを理念とし、2020 年 12 月に始動しました。そこから急速に拡大し、現在では、200
名以上の一橋生が利用するオンラインコミュニティ、平均 40 名を動員する講演会、9 つの地域貢献プロジェクト、
一橋生と東工大生が参加するビジネスコンテスト、一橋生と受験生に対して大学生活での選択肢を提示する Web メ
ディアを運営しております。今回は創設者である瀬崎章吾と 6 月に代表を引き継ぎ、現在代表として活躍している
草田開地にこれまでの澁澤塾とこれからの澁澤塾の展望を聞きました。

これまでとこれからの澁澤塾

巻頭対談

現代表から見た
代替わり後の３ヶ月

――澁澤塾の方針であったり今後どうしていきた
いかは全体ミーティングの最後の代表からの言葉
とかで共有していると思うんですけど、草田さん
自身がどういう苦労を抱えていたのかとか、どん
な葛藤を抱いていたのかなどは普段のミーティン
グからは知る機会がないので、今回の対談をそう
いうのを深掘りできる場にしたいなと思っていま
す。
草田：めちゃくちゃ恥ずかしいですね笑
瀬崎：赤裸々にね笑

――代替わりして３ヶ月が経って、澁澤塾への考
え方はどう変わりましたか。
草田：代替わりする前は団体がやっていることに
ものすごく自信を持っていました。というと今自
信がないみたいな言い方ですけど、そういうわけ
ではなくて、団体立ち上げて 7 ヶ月で講演会を４
回ぐらい開催されていたし、自主ゼミをかなり開
催されていたし、そういうスピード感とやってい
ることがすごく僕にとってはこの団体に入ってよ
かったなと思えるところであって、さらに 100 人
以上が参加するコミュニティがその時点であっ
て、だから団体としてやっていることに自信を
持っていて、これも僕も継続していくんだと思っ
て代替わりをした。最初はそんな気持ちでした。
実際に団体運営をして思ったことは、いかに澁澤
塾がやっているコンテンツが未完成であるかとい
うのと今後めちゃくちゃ可能性があるなというの
を両方に感じていて…まず未完成というところに
関してはそれぞれがやっている活動に関してはす
ごく良いなと思っている一方で個別の活動をいか
にして澁澤塾という１つの団体としていかに見せ
ていくかに課題を感じ始めました。例えば講演会

とかクニプロとか自主ゼミとかそれぞれが
やっている活動はものすごく良いなと思って
いるんですけど、一方で澁澤塾が本当にやり
たかったことってなんなんだろうって考える
ようになって…きっかけとしては講演会の参
加者の増加が停滞したり、自主ゼミの参加者
が減ったりして、自分が自信を持っていたも
のが停滞していく悲しさというのを感じてい
て、ここの原因をすごく考えましたね。これ
が団体観に繋がってきて…どうして停滞し始
めたのかなと考えた時、そもそも抱えてきた
問題意識と今やっていることにずれがあるの
ではないかと思うようになってきて、団体が
抱えてきた問題意識に立ち返って、団体の目
標とかやりたかったことはなんだったんだろ

うと考えるようになりました。そこの詳細を
話すと長くなりそうなんですけど、取り組み
たい課題は主に 2 つあって。1 つは大学での学
びをいかに実社会で貢献できるものにするか。
もう 1 つは大学では学べないことにアクセス
するのがいかに難しいことか。これを団体と
してのビジョンに持っていくとするならば、
大学での学びを社会で貢献できるような活動
に昇華すること、一橋では学べないようなこ
とを学べる機会を作っていく、さらには新し
いチャレンジから何か学びを得て自分ができ
ることややりたいことを更新していくという
ストーリーを色んな一橋生に生み出していき
たいと思うようになった。そこで個別のコン
テンツをいかに包括させ、パッケージとして

澁澤塾として売り出していくかというのが僕に求
められていると思うようになった。今は学び・思
考・実践のサイクルを回すためのコンテンツを
パッケージ化して、澁澤塾としてみなさんに提供
していきたいなと感じています。
瀬崎：いやあ、かっこいいっすねー

――今の話を聞いていると、草田さんは自身の自
信と団体としての成功が連動しているように感じ
ます。この３ヶ月間、自身への自信が揺らいでし
まった時に、団体へのモチベや団体の見方は変化
しましたか。
草田：自分の自信と団体の成功がつながっている
というのはその通りで、それは僕がこの団体が好
きだからというのがあると思うんですよね。自信
が無くしたときに確かに最初は気持ちが揺らいだ
ところはありました。これがいいって思っていた
ものが、実はそこに問題があるのではないかと
思った時に、価値が自分の中で下がる感覚があっ
て、でも思ったのは、それを変えられるのが今の
自分のポジションだなと思って、課題を見つけた
ならどうにかしてそれを解決したいなと思うよう
になった。完璧じゃない分、自分が貢献できる意
味があるなと思ったし、気持ちが大きく途切れる
ことはなかったですね。
瀬崎：自分が始めた団体というのもあって、ここ
が課題だここを変えていきたいと思ってくれたこ
とがまず嬉しくて、それが団体が始まってから半
年ぐらいで起こったこと、そしてかいちゃん（草
田開地のあだ名）は最初、入った瞬間って「これ
までの大学生活うまくいかなかったな」って悔し
さを感じていて、入った後も同世代優秀だしと
言って自信をなくしながらももがいていたような
子なので、それがいつの間にか代替わりの時とか
も「ここが課題でこう変えていきたい」と言える
ようになっていて、それがシンプルにすごいなと
思ったし、印象的ですね。後で話すことにもなる
と思うんですけど、僕自身が考えてきたことが理
念に反映されているというのが大きいんですけ
ど、それを引き継いでやっていくというところで、
もともとある言葉を自分で噛み砕いて自分の色に
乗せてやっていかないといけないという難しさが

あって、それが圧倒的に難しいと思って、自分に
はできないんじゃないかなと思いますね。2 代目
の難しさを感じますね。
草田：そんなこと言いますけど、立ち上げないと
今がないわけですから、そこはすごい感謝してい
ますし、そっちの方が圧倒的に難しいと思います
し…僕は今あるものをいかにして良くしていくか
にやりがいを感じていますし、自分もいま、ある
プロジェクトで 0 から 1 に立ち上げることをやっ
ていますが、そこで人間関係だったり、人を誘う
だったり、1 人でやっていけるものではないから
難しいなと思っていて、3 月時点で運営メンバー
が 20 人ぐらいいましたかね、あの規模でやって、
ここまで団体を大きくした創業者みたいのはすご
いなと素直に思います。
瀬崎：よくできた代表だ（笑）
草田：いや、だから嬉しいと思います。
瀬崎：嬉しいって何が？（笑）
草田：そんなすごい人に良いこと言ってもらって
嬉しいなと思います。
瀬崎：惚気記事になっちゃうよ。大丈夫そう？（笑）
草田：一応、ばちばちなのもやりますか？瀬崎さ
んがあんまよくなかったからでーみたいな。そう
いえば僕と瀬崎さんの 1on1 はいつもシリアスで
したね。
瀬崎：そんなシリアスだっけ
草田：いやシリアスというか、まあ僕も各運営メ
ンバーと 1on1 やって思うんですけど、いかに本
音で語れるかは大事だなと思っていて、瀬崎さん
とは 1on1 をやっていて思ったんですけど、本心
に迫るというか本当に思っていることとか考えて
いることにいかに迫るかっていうのを大事にして
いたんだなと今やってみて思うんですよね。
瀬崎：1on1 についても数時間ぐらい話せるね笑
草田：それは次回でお願いしたいですね（笑）

――次は瀬崎さんにフォーカスを当てた質問をし
たいと思います。これまでの団体を引っ張るとい
う立場からここ 3 ヶ月は団体や人を俯瞰的に見る
機会が増えたと思います。代替わりしてからの
３ヶ月どんなことを考えていましたか？
瀬崎：まず代表を降りるというのが人生初めての

経験だったんですね、しかも自分が立ち上げた団
体の。なので、結構迷ったり悩んだりしましたね。
立ち上げたのが 4 年生の 10 月ぐらい。8 ヶ月ぐ
らいやって 6 月末に代表を降りる。で、この降り
るというのを決めていたのは実際は 3、4 月だっ
たんですよ。なんでかというと、新入生も入って
きたりしていて、いつまでも 5 年生が代表をやっ
ていると後続が育たないんじゃないかなと思った
んですよね。でも、結論から言うとそこがちょっ
と甘かったんじゃないかなと思っていて。代表を
降りるというのは例年の慣習だったら、根拠が
あって降りれるんだけど、今回は僕がパッと決め
たんですよね。とりあえず降りるみたいなことに
なってしまったけど、降りた後どうするのかとい
うか降りる前と降りた後の違いを自分自身整理で
きていなかったなというところがあるんですよ。
これは自分の反省ですが。ここらへんが定まって
いないことが、新代表や副代表が「瀬崎どれだけ
関わるの？」っていう空気感を作り上げてしまっ
たんだなと思ってます。ある社会人の方に、「自
分の人生のせて立ち上げたんですよ」って話をし
たら、「どうしてそんな簡単に辞めれるの？」と
言われて、辞めるならその根拠があるべきだった
なと思います。代表交代するということで、実際
自分がみんなのことや団体の行く末を気になる
し、みんなの先輩が自分しかいない中でどうする
のかというところで、みんなの様子をみながらビ
ジネスコンテスト THIS のチームリーダーをやっ
たり、高校生プロジェクトのサポーターやってみ
たり、クニプロの mtg に参加してみたり、一般
のメンバーをやりながら、団体の雰囲気を見て、
何か用があったら相談に乗るという感じでした。
ここまでは自分の立ち位置を決めていなかったこ
とで団体全体にもやっとしたものが残ってしまっ
て、全体が混乱してしまったという反省です。
ここからは代表と副代表について話したいんです
けど、自分が気をつけていたことや団体の立ち上
げの経緯の話は今までもしてきたし、文章にもし
たんですよ。でもやっぱりどうしても伝えきれな
い部分がいっぱいあるんだなと痛感した３ヶ月
ではありました。引き継ぎ書で僕がやっていた
1on1 はこういう意味があってこういうメリット

これまでの澁澤塾の軌跡

元代表瀬崎章吾（左）、現代表草田開地（右）



すね。

――ありがとうございます。10 年後のメンバー
だけでなくで、今のメンバーもハッとさせられる
濃い内容でした。
瀬崎：恥ずかしいー笑
草田：僕の３ヶ月の反省でもあるんですけど、や
りたいことをやるっていうのはすごい諸刃の剣だ
なと思っていて、団体としてこういうことやって
いこううときめる時に、それの価値基準をすべて
自分のやりたいことだけに絞ってそこから考える
ことは、この団体としていいことなのか迷った時
期があった。その時って団体として感じていた課
題意識とか問題意識、それを解決するためにこう
いうことをしたいんだというのを忘れてしまうか
ら、１つ回答としては、団体としてかかげている
目標と自分のやりたいことをいかに繋ぎ合わせ
て、その重なり合う部分を団体の中でやっていく
といのが、僕の中でのやりたいことをやる。だか
ら、自分のやりたいことを全てこの団体で叶えら
れるというよりも、叶うべきではないものあると
僕はおもっていて。ただそこにいるメンバーは、
澁澤やそれ以外の団体などをとおしてやりたいこ
とができていれば、澁澤にとってもいいことなの
かと考えているので、そういうふうに僕は瀬崎さ
んのやりたいことをやるを解釈していました。
瀬崎：団体の向かっていく方向性と、メンバーの
向かっていく方向性をいかに人の目線にむけられ
るのかっていうのは、代表副代表の役目なのかも
しれませんね

――今のお話を聞いて、創設者の瀬崎さんが掲げ
た「やりたいことをやる」と「学び思考実践」が、
これから代々続く代表者がそれぞれ解釈して、時
代に合わせた形に変わっていって、代の色がでる
澁澤が生まれるのだと感じてワクワクしました。
最後の質問になりますが、お二人が、1 年後、5
年後、10 年後澁澤塾がどうあって欲しいと考え
ているかお聞きしたいです。
瀬崎：1 年後、というか半年後、学生団体として
の澁澤塾はようやく一つの完成形にようやく到達
すると考えている。 1 年生から 4 年生までいて
それの運用が半年ですすんでいる状態。だからと
ても楽しみですね。下級生が色々取り組む中で発
見したものを四年生が見てあげて、さらに問いに

対する答えとかをお互いに蓄積していく。さらに
それを四年生が一年生にまた還元していく。今は
かいちゃん、2 年生で代表しているけど、今やっ
ていることがよりいい形で積み重なっているのが
1 年後。3 年後 5 年後 10 年後ということでは、こ
のメンバーのこのポテンシャルから考えれば 3 年
後 5 年後には有名になっていてもらわなければこ
まるというか、実際にこの団体のおかげで大学生
活とか大学生の印象が変わったという人がどんど
んうまれていって欲しいし、10 年後で言えば , 大
学生が主体となって大学とか地域の人を盛り上げ
て行って、こう大学で学んだことを地域でいかし
ていく、その中で地域の子供、地元の人たちお店
の人たち病院の人たち公務員の人たちが、一緒に
うごいていくという世界が実現されているはず。
僕が海外留学をしていたときあったこととして
は、学生会館が学生がまずいくところで、生徒会
長が入学式でも登壇して、この大学は学生が盛り
上げていて学生中心にどんどんやっているところ
だからまかせろっていう形で、学生自治がちゃん
としていて学生にとって有益な情報もあれば社会
への窓もひらいている。そういう学生自治という
ものが、一橋だけでなくで他の大学にもどんどん
日本中の大学にひろがっていけばいいなと思いま
す。あとは、３、５年後には学生の作った授業で
単位がもらえるみたいなそういう仕組みが実現さ
れていれば面白いと思いますね。学生が作ってる
授業が必修とかになったら面白いですよね。ただ
の夢ですけど。僕自身は社会人になっているので、
こんな大きなことをやろうぜと言っているので僕
も頑張ろうと思います。
草田：1 年後 , ある程度完成しているというのは
僕も同感で、ただ瀬崎さんとは違うポイントで完
成していると思ってて。瀬崎さんは 1~4 年生ま
でいて団体としての持続可能性としての完成をさ
しているのかなと僕は解釈したんですけど、僕は、
澁澤塾のコンテンツをどうと届けていくかという
部分に関してある程度完成しているのかと思って
いる。つまりどういうことかというと、ここから
一年の間に冬休みがあって、夏休みがある。授業
がないという期間が 2 回あり、そこで学生も時間
がある。澁澤塾がみんなの学生生活に寄り添うこ
とができる、そしてそのコンテンツを統括するコ
ミュニティとして提供できると思う。2 回の長期
休みを経て、澁澤塾ってなにってところが浸透し

があるからやってほしいだったり、この mtg は
こういう理由でこういう議事録を取っているって
いう話をしたところで僕が伝えようとしているこ
とと伝わったことの違いは若干生じるんだなとい
うところと、自分がそれを伝える前提としてあっ
た「当たり前」を「当たり前」だと思って伝えな
かったんですよ。で、何かを伝える時に思考回路
を全て伝え切ることはできないんだなということ
と、かいちゃんが次の代表に伝えるときに 1 個 1
個の言葉尻は残らないんだなと感じた。だからこ
そ、理念という形に残っているものが残っていく
んだなと思いました。そんな抽象的なことを考え
た３ヶ月。そしてぼーっとしていると「後輩たち
がすごすぎ」って思わされる３ヶ月でした。最後
に実は自分の影響力が強すぎると思って、代表交
代後の１ヶ月は新代表と副代表との距離がすごく
遠かったんですよ。でも結局、距離を少し戻して
やりとりを増やしたんですよね。その１ヶ月で団
体としてどうして良いかわからないみたいな時期
があったと思うんですね。そういった時に 2 年生
や 3 年生が「このままではいけない」って立ち上
がってくれたりとか、代表とか副代表とかも「こ
のままではいけないからこうしよう」ってもがい
てくれている中で、いいメンバーに恵まれたなと
は思っていました。

――これから代表は何人も誕生していくと思うん
ですが、創設者というのは今後も瀬崎さんだけで
す。創設者の立場からして今後もここだけは残っ
ていてほしいと思うところはありますか？
瀬崎：まじで自由にやってほしいと思っています。
でも大事にしてほしい価値観としては３つあっ
て、「やりたいことをやる」というのと 「価値観
を閉ざさない」というのと、「学び・思考・実践
のサイクルを回す」というのです。で、これは僕
がいなくなった後を想定したものでもあるのでそ
こらへんの話をしたいと思います。同じ志を持っ
た仲間と一緒にやっていると楽しいし、どんどん
居心地の良さが生まれてくると思うんです。ただ、
その時その時やりたいことをやるというのを突き
詰めてほしいなと思います。「やりたいことをや
る」についてはなんか軽い言葉になってしまう気
がするので、人の言葉を借りると、昔の一橋の学
長の阿部欣也先生の「自分の中の歴史を読む」と
いう本を最近読んだんですよ。自分自身って今生
きているわけですけど、自分の言葉遣いだったり
価値観とかは過去を引き継いでいるんですよね。
一方で未来はこうありたいだったり未来に規定さ
れている部分もあって、過去と未来をやりとりし
ながら考えている自分と今この瞬間を生きている
自分っていう 2 つがあるから、その二つをうまく
行ったり来たりしながら、過去を引き継いできた
から今やりたいことを追求してほしい。「価値観
を閉ざさない」というのは自分が本当に何をやり
たいんだろうというのを問い続けてほしい。今ま
でやっていたことを気にせず、どんどん新しい人
と関わっていってほしいと思っています。で、そ
ういうのを繰り返したり、立ち止まって振り返っ
て、自分についての理解を深めて、学んで、次の
アクションを取っていってほしいというのが「学
び・思考・実践のサイクルを回す」ということで

の団体に還元できればいいなと思っています。
瀬崎：すごい良いコメントでまとめてくれて…こ
れ聞けてよかったですね。普段なんか大変そうで
すけど、こんな熱い思いがあるということを再確
認させていただけて。
草田：いや今俺あついですね。
瀬崎：僕、ここから 1、2、3 年後にかけてのキー
ワードは仲間外れを作らない、置いてきぼりをつ
くらないというところになるのかなと思っていま
すね　社会って言っていろんな人がいる中で、盛
り上げるっていってるんだったらターゲティング
とかも大事だけどでもやっぱり全体を盛り上げて
いきたいって感じるのであれば、どんな人がいて、
それぞれどんなことをしていくのか、それは運営
メンバーもそうだし企画を届ける相手もそうです
けど、置いてきぼりをつくらないっていうところ
はキーワードになりそうだなと。あとこれは言い
残したんですけど、あったかいお節介カルチャー
だけは残って欲しいですね澁澤塾に。あったかい
団体でいて欲しいですそれだけは。（どんなにチャ
ランポランな飲み会サークルでもいいんで、あっ
たかくあって欲しい）人に関心を持って、なんで
そう思うのかというところに常に興味をもって歩
み寄ろうとするとするあったかい部分は今あると
思うのでそれはずっと続いて欲しいです。

――ありがとうございます。最後にもう 1 つお聞
きしたいのですが、草田さんが、社会に貢献とい
うフレーズを何回か使われていたと思います。社
会に貢献するってどの大学のどの団体も根底に
もっている考えだと思うのですが、澁澤塾だから
こそできる社会に貢献ってどういう形だと思いま
すか？
草田：２つ思ってて、1 つは大学に近い国立とい
うフィールドが一つ特徴だと思っていますね。大
学と地域の距離が近いと感じている。地域のシン
ボルじゃないけど、中心に大学があるとおもって
いて。だからこそ、そこに通学している大学生が
いかに 4 年の中で学内の活動にとどまらず、学外
にでて、学外というのが大学に近い国立である

ていけば団体としてやることが完成していくので
はと考えている。あとこれは団体の歴史としても
関わることなんですけど、この団体のキーワード
としてコロナ禍という言葉があると思っていて、
実際に瀬崎さんが立ち上げたところの問題意識の
なかにもコロナ禍という言葉が上がっているので
すが、団体立ち上げてからオンラインミーティン
グ、オンライン講演会など全てコロナ禍で生まれ
たものだったなと。これがコロナが収束して対面
の活動も増えてきた時、この団体が社会にどいか
に貢献できるのかというところがポイント。実際
今社会にどれくらい貢献できているかと考えた
時、関わっている人数的とかプロジェクトの数的
にほんのちょっとだと思う。学びや実践の場を作
る先に社会に貢献するという軸があるので、2、3
年後は社会貢献という要素を団体の活動にもっと
盛り込みながら、社会に貢献できる団体にできれ
ばいいと思っています。時代によって、一橋生、
もっと広く言えば大学生が抱える課題は変わって
いるので、それに対応できるような団体であれば
一橋生、あるいは社会に求められる団体になるの
ではと思っていますね。5年後10年後に関しては、
僕は学び思考実践を大学、さらには地域行政、広
い舞台でまわしていく、さらに社会に貢献してい
くというパッケージを、瀬崎さんが当初からおっ
しゃっていたように他の大学へ移入していく。さ
らには、普通に他の大学生、もっと広いフィール
ドで澁澤塾の活動ができればいいなと思ってい
て、それがつまり僕らが目指す社会に貢献するの
ではないかというところにつながると思う。実践
を含めたコミュニティのパッケージを他に大学に
ももっと広めていくことができれば、果たすべき
目標を果たしているのではないかと思います。僕
の個人の話としては、個人的に留学にいきたいん
ですけど、今頑張っていることよりももっと頑
張っていられたらよいのかなと思っています。こ
の活動始まるまでは、自分で一番人生の中でがん
ばっていたのはいつだろうって考えた時にあんま
り答えが浮かばなかったんですよね。熱を発して
る期間は自分の中でも思い出としてのこっている
ですけどそれがとても薄かった。まず僕はこの大
学生活の中で、この活動を頑張りながらやりたい
ことをさらに更新していく。でその更新していっ
たものを 5 年後 10 年後になっても同じように自
分も熱を発しながらさらに自分のやりたいことと
かできることを更新していければいいんじゃない
かなと思っていて、それが正の外部性となってこ

という点が一橋生の使命だと感じていますね。
もう 1 つは、自分の学びが地域活動になるという
点が澁澤らしさだと思っている。で、その学びは
どこでもいいと思っていて大学の授業でもいい
し、身近な社会問題に対する学びゼミでもいい
し、あるいは他の活動を通して感じていた問題意
識でもよいし、それを消化させる団体であるとい
う点が 1 つ特徴としてあるのではと思う。問題を
問題として捉えて、それをどういうふうに良い方
へ持っていくというのは、問題を捉えられる機会
が多ければ多いほどできるのではないかと考えて
いるので、そこをさらに澁澤塾では授業だけでな
く提供していく、さらに社会人の方との関わりも
持たせながらそういった機会を作れればよいと考
えていますね。この辺は瀬崎さんなにか意見あり
ますか？
瀬崎：いや、ないです（笑）

――澁澤塾にとっての社会がまず、どういう社会
であるのかという問いに対する答えが、まず国立
市、そして、貢献というのが、外に実際にインパ
クトを生むことに加えて、運営とか関わっている
人たちに気づきを与えるという側面もあるという
ことでしょうか。
瀬崎：学びを社会に活かすという学びは、大学の
授業を通して得られる学びに限らない学びという
ことですね　かいちゃんの話長くなりがちだか
ら、今日の議事録とかあとで見返してみたら？笑
草田：いかに端的に伝えたいことを伝えられるか、
これが僕が代表の間に取り組まなきゃいけない最
大の課題ですね。

――また、新たに一つ澁澤塾で気づきが生まれた
瞬間に立ち会いました。
草田：なんちゅー、まとめ方だ（笑）

構成＝臼井理咲子 / 進行＝臼井理咲子

本対談は Zoom で行いました。

代表引き継ぎ式の記念写真

学び・思考・実践のサイクル



澁澤塾は「大学生活、遊ぶだけじゃない」と少しでも思っている人をターゲットにオンライン
コミュニティでの交流、一橋 OBOG による講演会、国立市を舞台とした地域活動「Kuni-Project

（通称クニプロ）」、受験生・一橋生に多様な大学生活のあり方を提示する Web メディア「一
橋名鑑」、さらには他大学との合同企画などを通して、参加者が部活・サークル・就活、ひい
ては一橋大学内では触れられない多様な生き方に触れ、「学び・思考・実践」のサイクルを回
しながら自分自身を更新することができる、一橋大学公認の学生団体です。

について
団体紹介

　

各事業の位置付け

澁澤塾では学び・思考・実践のサイ
クルを回すにあたって必要不可欠
な事業を展開しています。今後は
個々の事業をさらに発展させつつ、
各事業を組み合わせて一つのパッ
ケージとして売り出していくこと
を行っていきます。
また、すでに存在する５つの事業
に加え、対社会の学び・思考の場
として、各分野の専門家や実務家
をお招きし、講義を行っていただ
く場を 2021 年 1 月を目処に準備し
ております。

　

活動理念

　

学び・思考・実践について

　
【学び・思考・実践にこめられた想い】

「自分のやりたいことがわからないから、どうしたら いいかわか
らない」という人がいます。そのため、「まずはいろいろなこと
を経験したい」という人がいます。例えばこの世のすべての選択
肢を洗い出し、優先順位付けをしたところで、果たしてあなたは
1 番目 に来た選択肢を迷わず取り、後悔なく取りかかれるでしょ
うか ? そして、そもそもそんな時間はあるでしょうか ?

「自分のやりたいこと」を決める判断基準は「自分」 の中にしか
ありません。ただ、何もせず、自分や自分 の見えている世界に
ついて考えなければ、自分のやりたいことなどわかるはずはあ
りません。まず暫定 でいいので腹をくくり、行動を起こすこと。
その結果を振り返ることで経験を学びに変え、自分や世界につい
て理解を深めながら、次のアクションにつなげ ていくこと。こ
のサイクルを繰り返すことで、自分の「軸」ができていくのだと
信じています。



澁澤塾だからこそ提供できる講演会を。

の講演会

毎月、各界で活躍されている一橋 OB・OG の方を登壇者としてお呼びし、
その方の成功体験ではなく「生き様」を語っていただく企画です。

私たちはこの講演会を通じて、何かを欲している一橋生に、
新しい視点とエネルギーを与え、

自分ごととして落とし込む機会を提供することを目指していきます。

　
澁澤塾の講演会の構成

自分ごととして落とし込む工夫

登壇者の方々に生き様を語って頂き、その後の参加者同士のディス
カッションを通して、皆さんの学び・思考を深める機会となる講演会
を目指しています。現在は今までの開催で浮かび上がってきた課題
を改善するためメンバー一同アイデアを出し合っています。新メン
バーも加わった講演会チームで臨む次回講演会をご期待ください！高橋優里子　Yuriko Takahashi

商学部 2 年生

　
チームリーダーインタビュー

講演会開催実績（8 月〜 9 月）

【9 月講演会】　河野冬樹さま

両親がアメリカで運営する英会話学校 BYB English Center にて、高校生の頃か
ら英語講師としてのキャリアをスタート。
カリフォルニア大学サンタバーバラ校在学中に 1 年間、一橋大学へ交換留学。
大学卒業後に再来日し、国際交流員として石川県の内灘町役場で 2 年間勤務。
2011 年にアメリカへ帰国し、BYB 姉妹校をアーバインに開校。 
2013 年に英語学習サイト「Hapa 英会話」を立ち上げる。
 
2014 年 2 月にスタートした Podcast の配信数が、合計 40000 万ダウンロードを突
破し、iTunes Japan の『Apple 必聴 Podcast 作品』として 2020 年は 4 年連続 6
度目の選出となる。YouTube にて登録者 46 万人を超える英会話チャンネル「Hapa
英会話」を配信。

一橋大学法学部（ゼミ：憲法）・一橋大学法科大学院卒。
大学時代は文芸部に所属し、文芸部が集まっての文芸賞の立ち上げ等に携わる。
最高裁判所司法研修所を修了され、都内の法律事務所へ入所。
現在は 2 社目となる法律事務所アルシエンに所属。
小説や漫画の著作権関連法務や個人事業主向け法務を通して、クリエイターの方々
の権利を守るべく活動されている。

【８月講演会】　セニサック淳さま

記念写真

質疑応答の様子

記念写真



学び・思考・実践のサイクルを回すコミュニティ

コミュニティ

澁澤塾コミュニティでは、色々考えながら実践したいけど、
具体的にどう動けばいいか分からない / 一歩踏み出す勇気が今まで出なかった

一橋生が互いに心理的安全性を保ちながら
互いの自己内省・社会勉強を進め、

時には新しいことにも一緒に挑戦していく環境を提供していきます。

　
澁澤塾コミュニティの特色

学び・思考・実践のサイクルを回すコミュニティ

皆さんは、大学生の ( あるいは一
橋生の ) コミュニティと聞いた時、
どのようなものを思い浮かべるで
しょうか。おそらく、サークル活
動や部活動、ゼミナール、必修授
業のクラスなどがその代表例で
しょう。
これらのコミュニティは、共通目
標の達成を目的とした成果の最大
化や、つながること自体を目的と
した社会的欲求の充足を実現させ
るために、個人の集合体として十
分に機能しています。しかし他方
で、これらの現存する一橋生コ
ミュニティには、人間関係の閉鎖
性や同質性、カジュアルに言えば

「界隈」のようなものが内包され
ていることも、私自身、強く感じ
てきました。

大学は、高校よりも様々なバック
グラウンドの人達が集まってきて
いる場です。これを好ましいと感
じるか否かは人によると思います
が、思わぬ気づきや新たな可能性
が自分の「界隈」の外に広がって
いると捉えてみるのは、いかがで
しょうか。
澁澤塾ではこの秋、コミュニティ
をリニューアルすることが決定し
ました。
新コミュニティは、一橋生同士の
交流そのものを目的に据えた従来
コミュニティから進化させた形で、

「交流の先にある “ 学び思考実践 ”
の促進」に焦点を当てています。
このように書くと非常に「意識の
高いマジメな」香りがしますが、
興味関心のベクトルを問わず、自

分にとってより良い大学生活を
模索したい人達が集まれば、自
然と刺激的でワクワクできるよ
うな場になると考えています。
新コミュニティを通して、普段
は別の「界隈」にいる一橋生同
士が、互いに新しい視点や選択
肢を提示しあえるような、好循
環の高め合いができれば素敵で

すね。

創設以来、一橋生限定のオンラインコミュニティを運営してきた澁澤塾。その参加者は半年で 200 人を超えた。
この度、澁澤塾コミュニティはリニューアルすることが決定。
リニューアル前と後でコミュニティはどう変わるのか。コミュニティ運営チームリーダーの山岡麗奈さんに澁澤塾
コミュニティが存在する意義をきいた。

コミュニティで学び・思考・実践のサイクルを回す

コミュニティの
存在意義とは

1

2

3

メンター制度

澁��の��メンバーが各コミュニティメ

ンバーにメンターとしてつき、コミュニテ

ィメンバーの��を�いたり、��メンバ

ーからコミュニティメンバーにおすすめな

コンテンツを提⽰したりする制度。

�コミュニティメンバー

��のイベント

⽉に1度、�コミュニティメンバーが��

するイベントが開�される。そこで�いに

⾃�がやっていることを共有し、�いに刺

�を受け�う。

⾃主ゼミ

�⽣主体で�ぶ場を提供するために�コミ

ュニティでは⾃主ゼミが⾏われている。あ

らゆる�野について�⽣が⾃発的に�びを

⾏なっている。

自主ゼミの様子①：ミニマリズムについて 3 年生雑談会の様子

　
山岡麗奈
社会学部 3 年。
澁澤塾副代表
コミュニティ運営チームリーダー



Kuni-Project（通称クニプロ）では
「澁澤塾の理念『学び・思考・実践』のサイクルを試す場所を提供する」、

そして「一橋・国立でしかできない密接な地域活動を実施する」を活動方針とし、
一橋生と国立地域とのつながりを増やし、

国立市全体を盛り上げていくことを目指します。

一橋生と国立市のワンブリッジになる。

のクニプロ

Kuni-Project、略してクニプロは澁澤塾内でもっとも自由で可能性にあふれたチームだと私は思っています。
一橋生の「やりたい」という一瞬の熱量を実践につなげることは、大学だけでなく国立地域全体にとって、力強いエン
ジンをとなって変化を起こしていけるのでないでしょうか。
質の高い学びを学内にとどめることなく、地域に還元していくことは本人の学びのアウトプットだけでなく、一市民と
しての自分自身を認識することにつながり、これからの社会を担う人材としての重要な視点を持つことができると考え
ます。
私たちは、一橋大学と地域社会とのつながりとなり、一橋生に挑戦する文化を浸透させるための機会を提供し続けます。

社会における大学の存在意義を、学生主体で作っていくことを目指し、長く続く団体として活動することを目指します。渡邊花梨　Karin Watanabe
商学部 2 年生

　
チームリーダーインタビュー

【語ログ】開催（9 月 15 日）

記念写真

「クニプロってどんなことしてるの？」を解消するために
クニプロチームによって公開ミーティングが開催された。

クニプロの各プロジェクトが「プロジェクトの由来」、「こ
れまでの流れ」、「8 月の活動」、「これからの動き」につ
いて報告したあと、参加者同士の交流が行われた。

公開ミーティングには澁澤塾外の一橋生のほか、お世話
になっている社会人の方や地域の方も参加していただい
た。

　
Kuni-Project を通して提供したい価値

Kuni-Project としてどうありたいのか

6 月末時点で 5 つだったプロジェクトは 9 月末時点で 9 つまで増えました。

この増加の背景には「やってみたい」という熱をすぐに行動に繋げられる仕組みがあ
ります。この仕組みがあったからこそ、わずか 3 ヶ月の間にプロジェクト数を倍増さ
せることを実現することができました。今後も「やってみたい」という熱を活動の源
にし、様々な社会問題に取り組んでいきます。

クニプロは決して澁澤塾の運営メンバーのみで活動しているわけではありません。
現在、クニプロにメンバーとして携わっている 36 人の一橋生のうちのおよそ半数が
澁澤塾運営メンバー外の方々となっております。学年や学部もバラバラでクニプロが
なければつながらなかったかもしれない一橋生がクニプロを通じて出会っています。

また、クニプロの活動を通して様々な社会人や地域の方との出会いがありました。
澁澤塾の地域貢献分野としてのクニプロは社会人や地域の方々とのご支援があってこ
そのものです。これからも社会人や地域の方々とのつながりを大事にして活動してい
きます。

この価値も、ここ 3 ヶ月でプロジェクト数が倍増した大きな背景です。
この 3 ヶ月で新設された 4 つのプロジェクトのうち 3 つが澁澤塾の運営メンバーが

「やってみたいと思った」ことを「クニプロ」でやったものとなっています。また、
残りの１つは澁澤塾運営メンバー外の一橋生が「クニプロ」で「やってみたいと思っ
た」こととなっております。

今後もこの価値を大事にしていくことで、より多くの一橋生が携わる企画になると同
時に多様な分野のプロジェクトが生まれていくと考えられます。



Project

１

レインボープロジェクト　「みなみな」
「みんな違ってみんな同じ」をモットーに、

多様な性のあり方を目指すプロジェクト。

くにたち男女平等参画ステーション「パラソル」様と連携しながら、多様な性の在り方が受け入れられる社会の実現を目指
すプロジェクト。

「みんな違ってみんな同じ」にはセクシュアリティはグラデーションであり、アイデンティティが各々で異なっているのは
当たり前。しかし、考え行動する心理や感情のあり方は、人間として根本的に一緒だというメッセージを込めている。

みなみな
リーダー

小目谷藍美

社会学部 1 年。
Kuni-Project 副リーダー兼「みなみな」
リーダーとしてチームをリードする。

Project

２

学習支援プロジェクト「スタチア」
「子供たちに学校・家以外のサードプレイスを提供する」をモットーに、

外国にルーツをもつ小中学生への学習支援を行うプロジェクト。

「一橋生を国立地域に送り込む」を目標とする Kuni-Project の第 1 弾企画として、始動。
ボランティアセンター様と連携しながら、市民ボランティアの方々や海外経験のある・教育に関心のある一橋生とともに、
外国にルーツを持つ小中学生への学習支援を行っている。

スタチア
リーダー

永田公実子

社会学部 1 年。
澁澤塾副代表をつとめながら、スタチア
とフードロスプロジェクトのリーダー
としてプロジェクトをさらなる発展へ
導く。



「大学でできること」「大学生が考えていること」を中高生のうちから知って

もらいたいという思いで活動しているプロジェクト。

「大学でできること」「大学生が考えていること」を中高生のうちから知ってもらいたいという思いで活動しているプロジェ
クト。
2021 年 7 月には、桐朋高校様にて「一橋大学生×桐朋高校生パネルディスカッション＆進路座談会」を開催。
今後は一橋生に限定せず、他大学の学生や高校生とともに活動していく予定。

signpost
リーダー
草田開地

経済学部 2 年。
澁澤塾の代表として団体全体を見渡し
ながらも、クニプロの一つのチーム
のリーダーとして立ち上げ期の本プロ
ジェクトに力を注いでいる。

Project

３

お掃除プロジェクト
「お掃除を人や地域との出会いの場にする」をモットーに、

月に 1 回、国立市内で清掃活動を行うプロジェクト。

「一橋生を国立地域に送り込む」を目標とする Kuni-Project の第 1 弾企画として、始動。
ボランティアセンター様と連携しながら、市民ボランティアの方々や海外経験のある・教育に関心のある一橋生とともに、
外国にルーツを持つ小中学生への学習支援を行っている。

お掃除 PJ
リーダー
角颯真

商学部 2 年。
お掃除プロジェクトのリーダーを担い
ながら、新規プロジェクトである「た
まいろ」を始動。

Project

４

キャリア教育プロジェクト「signpost」



Project

５

音楽プロジェクト「100 クラ」
クラシック音楽を通じて、感動の共有・演奏家と社会を繋ぐ演奏機会の創出・

地域コミュニティの活性化を目指すプロジェクト。

一般財団法人「100 万人のクラシックライブ」の国立市でのコンサート実施を目指し、企画・設計を進めている。
一橋大学 OB であり、一般財団法人「100 万人のクラシックライブ」の創設者である蓑田様からお誘いをいただきプロジェ
クトがスタート。一度コンサートに足を運び、幅広い世代の方が楽しんでいる様子を見て、音楽の可能性を肌で感じたメン
バーを中心にチームを結成した。

100 クラ
リーダー

臼井理咲子

経済学部 1 年。
1 年生ながら、本プロジェクトのリー
ダーをつとめ、コンサート開催に向け
てチームをリードする。

クニプロは「国立市民との繋がり
を増やし、国立市全体を一橋生の
力で盛り上げていく」ということ
を目標に活動しています。そのた
めに提供したい 3 つの価値とし
て、一番はじめに掲げているのが、

「いつでもどんなプロジェクトで
も始められる環境」という言葉で
す。
多くの学生は学生生活の中で自分
のやりたいことを探しています。
しかし、それを見つけることはと
ても難しく、もし、何か見つけた
としてもその瞬間の熱量は時間と
ともに消えてしまいがち。
だからこそ、心が動いた時にすぐ
にそれを始められることが必要だ
と考えました。
私たちの考える、「やりたいこと」

には特別強い想いは必須ではない
と思っています。漠然とした問題
意識、日常生活で何となくいいな
と思っていることなど、そのまま
では仲間を集め、時間を割き、な
にか目的を設定して活動しようと
は思わないことに、むしろ取り組
んでほしいのです。
実際にＰＪに参加しているメン
バーからは「何か始めるのって意
外と簡単」「もっとできることがあ
りそうだから、新しいＰＪを立ち
上げたい」といった声を聞きます。
この気づきが人の考えを変え、行
動を変え、大きな流れとなって社
会を変えられると私は信じていま
す。
多くの一橋生に、日々学び、自身
で思考した先に「実践」とい

うステップを提示することで、
地域社会の問題を解決したり、
まちを盛り上げたりと様々な可
能性が生まれます。各々が何か
しらの PJ を持ち理想の社会を語
ることが当たり前になった一橋
大学は、今よりもきっと面白く
なるのではないでしょうか。学
生起点新しい「一橋大学らしさ」
を作っていくこと、これが私が
Kuni-Project の活動で実現した

い未来です。

6 月末時点で 4 つだったプロジェクトは 9 月末時点で 9 つまで増えました。
この増加の背景には「やってみたい」という熱をすぐに行動に繋げられる仕組みがあります。
この仕組みがあったからこそ、わずか 3 ヶ月の間にプロジェクト数を倍増させることを実現することができました。
今後も「やってみたい」という熱を活動の源にし、様々な社会問題に取り組んでいきます。

いつでもどんなプロジェクトでも始められる環境の重要性

クニプロ、
新規プロジェクト続々と

　
渡邊花梨
商学部 2 年。
Kuni-Project チームリーダー



国立キャンパスは綺麗に見えます
が、池を近くから見ると、積もり
積もった落ち葉や藻が、池の生き
物や景観を邪魔しているように感
じました。それらをある程度除去
することで、生き物にとっても人
間にとっても過ごしやすい環境を
つくれるのではないかと思いま
す。そのような思いが本プロジェ
クトの背景にあります。
しかし、国立キャンパス内の池を
清掃するにあたって、主に 3 つの
課題があります。まず第一に、池
の清掃を学生主体で進めることが

果たして可能なのかという点です。
この点は現在、教務課とやりとり
をすることで解決を試みています。
第二に、清掃が可能となった場合、
清掃を行うにあたって、必要とな
る知識・技能はなにか、費用はど
の程度かかるかという点です。学
生主体でやっていくにあたって、
この点は考慮しないといけない点
としてあります。第三に池の生き
物を傷つけず、生態系を壊さずに
清掃する方法はなにかという課題
があります。本プロジェクトの目
的の一つが生き物にとって過ごし

やすい環境を作ることであるた
め、この点は無視できません。
今後は学生主体で年内に西の池の
清掃に取り掛かり、その後、年に
1 回定期的に池の清掃を実施し、
透明度を維持していくことを目指
しています。同時に生態系調査な
ど環境に関するゼミを開催し、学
生の環境に対する意識を高めてい
くことも目指していきます。

学生主体で国立キャンパスの
池の水の水質を改善する

一橋 Pond Cleaning Project　ぽんくり

私は高校時代を海外で過ごし、現
地では環境活動を行なっていまし
た。
日本でも（大学でも）環境活動を
行いたいと思って帰国したのです
が、いざ大学に入学してみると環
境団体・世界問題どころか、地域
に貢献に努める団体の数が少ない
ことに気がつきました。
しかし一橋で授業を受ける中で、
多くの生徒は世界問題に関心があ
る、あるいは世界問題を認知して
いるということがわかり、彼ら・
彼女らは行動する機会が単に少な

いだけなのだと感じました。
そこで、「私が 1 人で外部の団体に
所属して活動をするのではなく、
一橋の中で新しく団体を立ち上げ
られれば、より多くの一橋生が行
動の機会を得ることができる」と
思い、Grin Green International を
立ちあげました。
今月立ち上げたばかりであるため、
一橋大学、関西の大学、明治大学
の 3 つの大学から 8 人のメンバー
のみで活動していますが、今後は
環境イベントの積極的な参加や他
大の環境団体との交流会など初歩

的な活動から始め、徐々に活動
範囲を広げ、エコ商品の開発や
地域の小学校との交流など大規
模な活動を行いたいと考えてい

ます。

一橋に環境団体を
Grin Green International

渡部友賀
社会学部 1 年

冨田千景
社会学部 1 年



現在日本では、年間約 612 万 t（毎
日お茶碗一杯分）の食べ物が無駄
になっています。そのうち、53％
は事業者、46％は家庭から出る食
品ロスとなっています。
この問題に対して一橋大学がある
国立市では、主に事業者向けの取
り組みや住民に働きかけるための
定期的な企画開催などが実施され
ています。
様々な活動が存在している一方
で、家庭系食品ロスが十分に注目
されておらず、そもそもの問題意
識は未だに低いのではないかと私

は感じました。
そこで生まれたのが「フードロス
プロジェクト」です。
前述した 2 つの課題を主に解決す
るために、まずは家庭系食品ロス
もリサイクルできる場所を設けま
す。そして、そこを地域内の交流
拠点にすることで問題をより多く
の人々の日常の一部にしたいと考
えています。単発イベントの開催
などを通して、今現在は問題に無
関心である層も行きたいと思える
ような場にしていきます。
将来的には、家庭から出る食品ロス

（賞味期限切れの食品・非常食と
して購入していた缶詰めなど）
に 限 ら ず、 国 立 市 の 飲 食 店 や
NPO 団体などとも協力していき
たいと思っています。また、必
要以上に食べ物を購入してしま
うという食品ロスの根本的な問

題へも働きかけていく予定です。

家庭系食品ロスも
リサイクルできる場を設ける

フードロスプロジェクト

もともと夜景とその落ち着く雰囲
気が好きであったため、上京して
から夜景観光に度々赴いていまし
た。しかし、その過程で、自分が
訪れているところが都心 ( もしく
は区部 ) ばかりであり、多摩地域
に夜景観光で訪れたことがないこ
とに気づきました。その要因とし
ては、自分が普段見ている情報源
に多摩地域の情報が少ないことだ
と考えました。そこで、「解決し
たい課題」の背景とも合わせて、
多摩地域に特化した夜景メディア
を作るプロジェクトに至りまし

た。
また、このプロジェクトが実現す
れば、おそらく Kuni Project 内で
最も趣味要素が強いプロジェクト
になるため、「自分のやりたいこと
をやる」環境としてのクニプロを
より体現できるのではないかと考
えました。クニプロの運営メンバー
として既に地域活動を経験してい
る自分が、プロジェクトを新しく
立ち上げ成功させていく過程を見
せることで、何か地域でやりたい
ことを持つ他の学生のロールモデ
ルとなることを目指しています。

10 月 1 日 に は Instagram（@
tamairo_project）を開設し、10
月 3 日時点で 90 人もの方にフォ
ローしていただいています。既
に①吉祥寺駅～三鷹駅、②羽村
駅、③稲城駅～南多摩駅の夜景
観光コースを用いて紹介してい
ますが、多摩夜景の可能性は無
限大であるため、今後もコンテ

ンツの充実に努めていきます。

多摩地域の夜景を発掘し、
地域の更なる魅力を見つけ出す

たまいろプロジェクト

永田公実子
社会学部 1 年

角颯馬
商学部 2 年



「澁澤塾」と「Attic Lab」が合同で企画するビジネスコンテスト

本イベントは学生同士の直接の交流は盛んとは言えない状況にある一橋大学と東京
工業大学との結びつきを学生主導で強めていくことを目的としており、そのきっか
けとして両大学の学生を対象としたビジネスプランコンテストを開催しています。
また、各々の専門・得意分野をいかした発想を世に問うことは非常に意義のあるこ

とであり、今後も定期的に開催していく予定です。

　
重視していくこと

二つの学生団体が共同で作り上げるビジネスコンテスト

　
長期的目標

　
イベント概要

　
サポーター

審査員：金子大介様、木村亮介様、中嶋淳様
社会人メンター：田中隆悠様、靎見敏行様、川口卓志様
学生メンター：矢崎啓太様、平賀良様、田代大貴様、沖村昂志様、松坂善太様、斉藤開様
協賛企業：Gaiax 様、Cyber Agent 様
Spetial Thanks：滝久雄様



THIS は 8 月から 9 月にかけて、夏コンテストを開催しました。

　
DAY 1（8/16）

開会式
ライフタイムベンチャーズ　木村亮介様による講義

夏コンテスト

　
DAY 0（8/12）

cyber agent 様との合同新規事業立案イベントと
参加者限定のキックオフイベントを開催

　
DAY 3（8/18）

事前課題共有
ビジネスモデル検討会・新規事業立案ワーク

　
WEEK 2-3（8/23-9/5）
カウンセラー及び Gaiax 様との壁打ち

学生メンター・パネルディスカッション

　
FINAL DAY（9/10）

最終発表
受賞チーム選定

キックオフイベント　記念写真cyber agent 様との合同新規事業立案イベント

ライフタイムベンチャーズ　木村亮介様による講義

チーム議論の様子

事前課題共有の様子

ビジネスモデル検討会の様子

　
DAY 4（8/19）

レゾニック・ジャパン　川口卓志様による講義
課題文検討会

課題文検討会の様子レゾニック・ジャパン　川口卓志様による講義

パネルディスカッションの様子Gaiax 様　相談会の様子

益一哉東京工業大学学長・中野聡一橋大学学長による挨拶優勝チーム発表の瞬間

閉会式の様子滝久雄様によるご挨拶



一橋生の大学生活における様々選択を発信するウェブマガジン

「高校生が大学生がどのような大学生活を行なっているのか」、
「大学生が他の大学生がどのような大学生活を送っているのか」

を知る機会は決して多くありません。
一橋名鑑では現在一橋大学に通っている方々のみならず、

一橋大学で大学生活を過ごすことに興味を持っている高校生に向けて、
様々な選択をした一橋生の大学生活を発信していきます。

　
立ち上げのきっかけ

澁澤塾は今年の 4 月に新入生を対象としたイベントを開催しました。その名も「世界一橋受けたい授業」。

本イベントは多様な大学生活を送っている一橋生を登壇者としてお呼びし、自身の大学生活における選択について語っ
ていただくことで新入生に多様な選択肢に触れる機会と自身の大学生活を考えるきっかけを提供するものでした。

累計でおよそ 100 人の方に参加していただいた本イベントが一橋名鑑の原点にあります。この度、ウェブマガジンと
いう形で一橋名鑑を立ち上げた背景には、受験生やあらゆる学年の一橋生を対象として様々な大学生活の選択肢を提
示したいという想いがあります。今後、様々な一橋生にインタビューを行い、より多くの受験生や一橋生に対して多

様な大学生活の選択肢を提示していきたいと考えております。

クラウドファンディング
開催のお知らせ

澁澤塾はこれからも
「大学生活で得た学びを地域で実践する」

というスタイルのロールモデル
となることを目指して、

一橋生を盛り上げ、一橋大学を盛り上げ、
社会を盛り上げていきます。

もし本活動を支援してくださる場合は、
以下の QR コードからご支援の方
どうぞよろしくお願いいたします。

Web サイトはこちらの QR コードから



企画：亀井康希
制作：亀井康希
編集：亀井康希

インタビュー：臼井理咲子


