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創設者挨拶

大学とは何でしょうか？
私は、大学は自分自身についての理解を深める良い機会だと考えています。
一橋大学で4年余りを過ごしてきて、「もっとや早くから自分のやりたいことについて
考えておけばよかった」「何か新しいことをやってみたいけど、何をすればいいのか
わからない」こういった悩みを持つ学生を数多く見てきました。
大学は学生と教授だけで成り立っているわけではありません。広い社会、長い歴史
の中で多様な人々と関わり合っています。
澁澤塾では自発的な学び・思考・実践の機会を提供することで、より多くの一橋生が

「自分のやりたいこと何か」を考え、行動を起こし、そして社会にポジティブな影響と
なって広がっていくことを目指しています。

経済学部GLP5期。
これまで米国スタンフォード大学に短期留
学、英国バーミンガム大学に長期留学を経
験。

ミュージカルサークル【劇団WICK】立ち上げ
や、「大学とは？」を考える若者インタビューメ
ディア【lifepedia】の編集長としても活動。

自分自身について考える中、多様な人々の
多様な価値観に触れ、「この経験をより多く
の人ができるようにしたい！」と感じ、一緒に
燃えてくれる仲間と共に澁澤塾を設立し、代
表を務めた。6月末を持って退任。

瀬崎章吾 　SHOGO SEZAKI

経済学部5年

LEARN
THINK

ACTION新代表挨拶

草田開地 　KAICHI KUSADA

経済学部2年

長野県出身。高校時代は文化祭実行委員長
を務め、1万人以上の来場者数動員に成功
した。

現在、経済学部GLPに参加(8期生)。

イベント運営に興味を持ち、1年末に弊団体
に運営メンバーとして参加。

講演会、Kuni Projectに参加し、7月からは新
代表を務める。

この度新しく澁澤塾の代表に就任させていただきます、経済学部2年の草田開地と申
します。

澁澤塾コミュニティに入って、オンライン授業だけでは感じえないような多様な一橋生
に出会う喜びを感じることができました。

純一橋生のオンラインコミュニティを軸に、「何かを欲している」一橋生に、様々な選択
肢と挑戦の機会を示していきたいと思います。

「面白そうな情報がないかな」と思って毎日覗いてもらえるようなコミュニティづくり
を目指します！また、乱読ゼミをはじめとして、学びを中心とした一橋生同士の交流を
活性化させていきます！
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運営メンバーに聞いた
【あなたにとって澁澤塾とは？】

澁澤塾とは？

「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一橋OBOGによる講演会、
一橋生同士でのディスカッション、自主ゼミなどで
就職だけではない広い社会生活や、部活・サーク
ル・就活だけではない学生生活に触れ、一橋の
タテとヨコのゆるい繋がりを作る一橋大学公認の
学生団体です。

福島太郎

商学部2年

藤田颯人

社会学部3年

渡邊花梨

｢大学生だからこその＋α｣
の集合体です。国立市の社
会人の方々との協働や、他
団体のノウハウの活用は
大学生だからこそ活発にで
きると思います！

僕が一橋生であること
に誇りを持つようにな
ったきっかけ。大学を
本気で変えれる力を持
った団体。

自分の家のリビングみ
たいに、どんどん人を呼
んで、巻き込んで、新しい
ワクワクすることを始め
る場所がわたしにとって
の澁澤塾です。

商学部2年
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財務リーダー

チームリーダー
澁澤塾には現在、６つのチームが存在しています。

各チームのリーダーを紹介したあと、各チームを紹介します！

草田開地
コミュニティ運営リーダー

高橋優里子
講演会リーダー

常田亘
広報リーダー

関根しほ
クニプロリーダー

リーダーの声

自主ゼミに参加する、地域活動に参加する、長期イ

ンターンを見つける…これらは澁澤塾コミュニティ

から実際に生まれたつながりです。これからも一橋

生のゆるいつながりを生み出していきます！

登壇者の方々の生き様や他の参加者の考えに触れ

ることで、「学び・思考・実践」のサイクルが回り始め

るきっかけを提供できるような講演会を、チームメン

バーと共に企画・運営していきます！

草田開地
コミュニティ運営リーダー

高橋優里子
講演会リーダー

田村航
THIS統括

岡本青

岡本青
財務リーダー

澁澤塾の可能性は無限大だと思います。その可能

性を、持続可能な形で実現に繋げられるように、試

行錯誤しながら支えていきます！
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    CONTACT
                          
                          

          shibusawaxattic.com/home.html                                 @ShibusawaXAttic

          @ShibusawaXAttic                                          shibusawaXattic@gmail.com

社会人メンター（一部）学生メンター（一部）
応募はこちら

⬇︎
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学習支援プロジェクト
「スタチア」

月に1回、国立ボランディアセンター
と連携して行う、国立中を掃除する
企画。

一橋生にゆかりのある国立市をき
れいにするとともに、市民の方々と
の関係を増やし、深めていくことを
目的にする。

PROJECT 
OVERVIEW

澁澤塾の理念を達成
するに当たって、大学
内のみならず、大学外
での活動も行っていま
す。

今後も更に市民の皆
さんとの繋がりを増や
し、一橋生の力で国立
市を盛り上げていくた
め様々なプロジェクト
が発足する予定です。

お掃除プロジェクト レインボープロジェクト
「みなみな」

高校生プロジェクト

Kuni Project

OVERVIEW OF
THE CASE STUDIES

一橋生が国立という「外の世界」で活
躍する窓口として「外に出る」活動を通
して、思考力・コミュニケーション能力
を始めとするスキルを向上させ、澁澤
塾での学びを最大化させます。

それにあたり、様々なプロジェクトを展
開しており、今後も拡大していく予定で
す。今回は４つの紹介させていただき
ます

国立市ボランティアセンターと連携
し、市内の小中学生を対象に、日本
語読解学習の支援を行う企画。

夏から本格的に支援を開始する予
定。

リーダー：関根しほ
みなさん、国立市を「一橋大学がある場所」だと考えて
いませんか？

それではもったいない！

国立市には、この地域をより良い場所にしていきたいと
考え、動いている素敵な地域の方々がたくさんいます。
そんな方々と一緒に国立市を盛り上げる活動をしませ
んか？

みなさんの参加をお待ちしております！

「みんなちがってみんないい」をモ
ットーに、くにたち男女共同参画ス
テーション「パラソル」様と連携しな
がら、SOGIについての理解を深め
る企画。

ジェンダーの学びを「実践」する場を
作ることを目指す。

大学生活何するの？
そんな疑問を持っている高校生は
多いんじゃないかと思います。
桐朋高校を始め、国立を中心として
高校生に自分のキャリアに関して少
しでも考えるきっかけを提供したい、
そんな想いでプロジェクトを立ち上
げました。
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毎月各界で活躍されているOBOGの方を登壇者としてお呼びし、その人
の成功体験ではなく「生き様」を語ってもらう企画です。「社会での幅広い
選択肢を提示する」という団体理念から、ビジネス界や官僚、NPO法人、
アカデミックなど幅広い領域の方々を登壇者としてお呼びしていきます。

講演会

による特別講演会

8月講演会

6月講演会の様子

申し込みはこちら（8月4日23時59分〆）➡︎申し込みはこちら（6月25日23時59分〆）➡︎
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初学者にとって、経営・マーケの領
域に触れてみる機会となること、
既修者にとって、今まで学んでき
た知識を深める機会となることを
目指します。
豊富なケーススタディによって日
常生活の中にちょっとだけ本領域
の視点を取り込み、一学習者とし
て、一消費者として、楽しく学んで
いけたらと思います。

様々なジェンダーがあることに目を
向け、あらゆる人が「生きづらさ」を
感じることなく過ごしていくために
自分たちには何が出きるのかを考
え、国立市で具体的アクションに落
とし込むことを目指します。
現在の予定している企画は「国
立旧駅舎での展示」「一橋大学で
LGBTQウエディング・カップルフォ
ト」となっています。

①国際社会における事象の知識
を増やすこと
②意見を交わすことで自身の感
性を豊かにすること
③国際的な話題に興味がある人
が学部やゼミの垣根を超えて、様
々な視点から意見を交換すること
を目指しています。

自主ゼミ

雑談会
タテヨコのつながりを作る
ことを目的に、各学年や

各学部で定期的に雑談会
を開催しております。ぜひ、

参加してみてください！

歓迎会

澁澤塾に入ったけど何をすれば良いか
わからない！という方も多いと思います
その疑問を少しずつ解消しつつ、楽しく
雑談する歓迎会を開催しています！
次回は6月28日開催です！

これまで10の自主ゼミが

開講されました

ゼミの内容は平たくいうと、
「自分が読んで面白かった本の
紹介」です。

発表者以外はただ聞くだけでい
いので気楽に参加できます。濫読
ゼミを通じて読みたい本が増えて
くれればいいなと思います。

濫読ゼミ 国際社会論考会Talk Gender経営マーケゼミ

コミュニティーでの活動

22

44人96人

　200人(6月14日時点)

48

目標

%%

2月

4月

3月

5月

澁澤塾主催イベントに
月に一度参加したコミュニティ
メンバーの割合と人数。

114人

171人

133人

189人

澁澤塾主催イベントにおける
コミュニティメンバーの延べ
参加率と人数。

澁澤塾コミュニティーは2021年末までに以下のような目
標を掲げ、努力していきます。

6月14日に澁澤塾コミュニティーは200人を突破いたしま
した。これからも澁澤塾は進歩していきます。

コミュニティーメンバー数

述べ参加率

アクティブ率

300人

100%

40%

コミュニティー運営

コミュニティ運営チームは一橋大学の最大規模のコミュニティを運営しております。澁澤塾の柱の一

つである自主ゼミ、雑談会や講演会などを通して一橋生の縦と横のつながりを広げる試みをしてお

ります。

コミュニティー参加者は今月200人を突破しました。これからもより良いコミュニティを目指し努力し

てまいります。
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R. 記事名 アクセス数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

【新入生必見】澁澤塾運営８人、一年生春夏の時間割を公開してみた。

【水曜日の澁澤塾】一橋の池、落ちたら停学退学って聞くけどそんな訳ない説

【水曜日の澁澤塾】一橋のキャンパス内にいるとされるタヌキ、冬でも全力で探せば見つかる説

【神回】社学が「刑法」をとってみた結果

「大学生活を、デザインしよう。」創設者が語る澁澤塾の”本質”とは

澁澤塾をあなたのもとへ。「中の人」の正体とは？

自然すごいね国立！澁澤塾メンバー宅の水槽、紹介してみた

努力の先に得た新たな学び〜初の講演会を振り返って〜

一橋生の力を社会のために。「Kuni Project」の魅力に迫る

来る本番に向けて。澁澤塾の柱「講演会」が支えるものとは

自主ゼミ責任者＆創設者に聞く、澁澤塾のもう一つの柱

「一橋生、イモを共食いしてみた」〜ジャガイモ編〜

やりたいことをやろう！経験者から見た長期インターンの実情とは

【新入生必見】サークル選びの前に！『世界一橋受けたい授業』

【澁澤塾って何なの？】運営に澁澤塾を言い表させてみた

私たちと活動しませんか？運営メンバー募集について

「国立タピオカコスパ選手権」〜経済学部的な視点から〜

814

716

686

663

592

420

378

377

353

313

297

287

263

193

184

163

143

澁澤塾通信アクセス数ランキング

澁澤塾をより親しみやすい団体とするために始められた澁澤塾通信。澁澤塾の活動を報告するととも
に、一橋大学にまつわる様々な話題を記事にしてきました。そんな澁澤塾通信で今までに発行された記
事のアクセス数ランキングを発表します！
読みたい記事があった方は【澁澤塾通信】で検索！

内容

パラソルゼミ

学食

新体制発表

国立のスタバにいらっしゃる外国人

先輩たちは夏休みどう過ごした？

6月30日

7月7日

7月14日

7月21日

7月28日

広報
澁澤塾に興味を持ってもらって、あわよくばコミュニテ
ィに参加してもらうことを目的とし、そのために澁澤
塾の「意識高い」「怪しい団体」というイメージを払拭
し、もっと澁澤塾を身近な存在に感じてもらえるよう
な工夫をしております。

リーダー：常田亘
広報の目的はシンプルです。

【澁澤塾に興味を持ってもらって、あわよくばコミュニテ
ィーに参加してもらうこと】です。
そのためには、「意識高そう」「怪しい団体」というイメー
ジを持たれないようにいろいろ工夫をすべきなのです。

澁澤塾を運営として内部から見た自分が思うに、澁澤
塾は、みんなが思っているほどハードな意識高い団体
ではないです。興味本位で覗いてみると、意外と親しみ
やすいかもしれませんよ。

@shibusawajyuku

@shibusawajyuku

https://note.com/shibusawajyuku

投稿日



April May June

澁澤塾始動

DEcember January February

澁澤塾全体

講演会

クニプロ

コミュニティー

広報

澁澤塾のこれまで

March

その他

コミュニティー始動

講演会アポ出し

HP完成

講演会企画詰め

発足

澁澤塾通信スタート

第1回講演会開催

自主ゼミ3つ開催 コミュニティメンバー100人

第2回講演会開催 第3回講演会開催 第4回講演会開催 第5回講演会開催

OPイベント開催

プロジェクト1つ目開始

自主ゼミ5つ開催

新規運営メンバー加入

財務チーム立ち上げ

THIS本格始動

プロジェクト3つ目開始

代替わり

コミュニティメンバー200人

プロジェクト4つ目開始



一橋最大のコミュニティに

２０２１年12月末

テーマ

澁澤塾のこれから

２０２2年 ２０２5年

数字
イメージ

地域との
関わり

コミュニティ300人
講演会100人

3つ以上のプロジェクト
15名の学生が稼働

一橋の外へ…四大学連合の
学生起点の実現に向け始動

コミュニティ500人
大学横断企画の企画実行

トングを持った100人の一橋生
が月に１回大学どおりに出現！

新たな大学の形に貢献…
「大学で学び、地域で実践する」

ロールモデルに

コミュニティ1000人
四大学連合で同様の学生団体

支部立ち上げ

他大学トングを持った100人の学
生が月に１回出現
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LEARN
THINK
ACTION

「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。

学び・思考・実践に込められた想い
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shibusawajyuku@gmail.com

www.shibusawajyuku.com

WE ARE IN SLACK


