
過ぎし10月16日、17日、第 74回自主法政祭多摩地区（以下多摩祭）
が開催されました。今年は2年ぶりの実地開催かつ、withコロナでの多摩
祭ということで様々な制約を設けましたが気持ちの良い多摩祭を迎えられました。多摩祭
は実行委員会だけでは開催できません。参加団体の皆様、来場者の皆様、協賛企業、地域
の方々、そして大学職員の皆様のご協力により初めて開催できます。多摩祭に携わってく
ださったすべての方にこの場をお借りして感謝申し上げます。

今年度は「ただいま、多摩、今。」をテーマとし、学生同士、そして学生と地域の方が交流
できる多摩祭になるよう、昨年の12月から準備を進め、尽力しました。屋台出展や教室企
画、ステージ企画は学生の普段の活動を発表する場となり、非常に盛り上がりました。また、
A棟アーティストライブ企画では「夜の本気ダンス」さん、A棟フリーステージ企画では
「26時のマスカレイド」さん、お笑い企画では「尼神インター」「レインボー」「everybody」
さんといった著名な方々に出演していただき多摩祭を非常に盛り上げてくださいました。

最後に、多摩祭は今年だけでなく、来年も再来年も続きます。今年はコロナ禍ということ
で様々な制約がありました。来年以降、どのような社会情勢になっているかわかりません
が今年以上に多くの法大生や地域の方々と共に多摩祭を作りたいと考えております。改め
て、多摩祭開催にあたりご尽力いただきましたすべての方に感謝申し上げます。本当にあ
りがとうございました。来年度の第75回多摩祭開催に向け、実行委員会も動き出しますの
でご期待ください。来年度もよろしくお願いいたします。

自主法政祭多摩地区
～ただいま、多摩、今。～

74第 回

第74回自主法政祭多摩地区のご報告

第74回自主法政祭多摩地区　実行委員長　クレイバン莉恩

開催しました！

法政多摩キャンパスライフ
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自主法政祭多摩地区（多摩祭）は2021年 10月 16日、17日に開催されました。新型コロナ

ウイルス感染症禍の中、様々な感染症対策を取り、2年ぶりに対面での開催となりました。今年

も屋台企画や縁日企画、動物園企画、お笑い芸人やアーティストを招いたライブ企画など、多種

多様なプログラムで多くの人の笑顔が溢れました。当日の様子をご覧ください！

来場者は法大生や受験生、

保護者、地域の方々と限定

しており、当日の健康チェッ

クも欠かさず行いました。

観客席と演者の間にパーテーショ
ンが置かれ、観客同士も１m以上
の間隔を空けました。

屋台ではパーテーションの他にも、マス
ク・フェイスシールドの着用など様々な
感染対策を行いました。

例年とは異なり、社
会学部棟食堂をフー
ドコートとし、そち
らでのみ食事可能と
しました。

サークルはもちろん地域のお店やOB・OGの方々などが出店し、非常に賑わっていました。

ピックアップピックアップ

パフォーマンス系サークルによるライブ企画や
体験会など、17 の団体が参加し、多くの来場
者にお越しいただきました。

屋台企画

受 付

学生団体企画
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EGG DOMEEGG DOME
学生の課外活動や教育・研究など、各種諸活動の発展を図るための多目的施設として作られたのが

EGG DOMEです。今回はサークル・ゼミ・グループ・個人で利用できる様々な施設をご紹介します。

を活用しよう！

2FB1

5F5F

サークル活動やゼミのディス
カッションで使用されています。
プロジェクター等の AV 設備も
貸出しています！

150 人以上収容可能な多目
的ホールは各種講演会や発
表会に使用されます。サーク
ル・ゼミでの使用もOKです。
※コロナ対策として、人数制
限を設けています。

多摩キャンパス内唯一のカフェ
で昼食だけでなくコーヒーやデ
ザートが楽しめます！

簡単な打ち合わせや休憩に最適です！学生団体による活
動発表会（演奏など）や展覧会にも活用されています。

ビリヤード

自動販売機

リソグラフ機

多目的ホール

防音設備となっており、久しぶ
りに弾きたい！、家だけではな
く学校でも練習したい！という
方大歓迎です！
ピアノブースは定員 1 名、音楽
練習室は定員6名です。

ピアノブース

Slow World Café

2階ロビー・エントランス

100 円の証紙で１時間使用。証
紙は各学部窓口や診療所前の券
売機で購入してください。
※現在はビリヤードエリア内では
飲食禁止をお願いしています。

3階と5階にあります。

3F3F

2F2F
ATM

Slow World Cafe’

学生センター
多摩学生生活課

この他にも鏡張りの貸し
ロッカー、シャワー室といっ
た施設もあります。
使用について不明な点等は2
階の学生センター多摩学生
生活課までお問い合わせくだ
さい。

音楽練習室

会議室・研修室

簡単な打ち合わせや休憩にぜひご活用ください！オンライン授業を受け
る学生も多いです。現在はマスク着用、ソーシャルディスタンスを保っ
た利用をお願いしています。飲食も限られたスペースでお願いします。

3階ロビー
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多摩障がい学生支援室からのお知らせ

スポフェス学生実行委員募集！

　障がい学生支援室では、障がいのある学生が障がいのない
学生と同等に学べる環境の実現をめざして、「授業支援」を
中心にサポート活動を行っています。障がいのある学生と支
援をする学生の双方が成長できるコミュニティづくりを目指
しています。
　支援内容（例）
　・ノート（パソコン）テイク　・文字起こし　・対面朗読
　・移動介助　・実技の補助員配置　・教室間の移動の介助
　※支援内容は障がいのある学生との個別面談によって決定
　　するため、1人1人異なります。

支援室の活動は、その
多くが支援室に登録して
いる学生ボランティア（学
生サポートスタッフ）に
よって支えられています。
サポートスタッフは、支
援体験や講習を受講し、
サポートを必要とする学
生の授業へ派遣されます。
　多摩障がい学生支援室では学生サポートスタッフを募集し
ています。興味のある方はE-mail でお知らせください。

宛先アドレス： tmshien ＠ hosei.ac.jp　
メール件名　：学生サポートスタッフ希望
メール本文　：①学部、②学年、③学生証番号、④氏名、
　　　　　　　　⑤連絡先（大学付与のメールアドレス）

　スポフェス学生実行委員は多摩キャンパスの開設以
来、毎年開催されている新入生歓迎行事「スポーツフェ
スティバル」を運営する団体です。陸上競技場や野球場、
体育館など、多摩キャンパスの広大なスポーツ施設を
使って様々な競技を実施しており、毎年延べ2000人
が参加する人気行事です。
　毎年テーマを掲げた企画を実施するなどして、より多
くの学生がより楽しくイベントに参加できる仕掛けづく
りを考えます。興味のある方は是非お問合せください！

■お問合せ ■

場所：EGG DOME 2 階
　　　多摩学生生活課
時間：9：00～ 17：30
　　　 （11：30～12：30を除く）
電話：042-783-2152

●
2021年12月6日発行　第125号
編集：法政大学多摩キャンパスライフ編集委員会
発行：学校法人　法政大学
　　　東京都町田市相原町4342番地
Tel  ：042－783－2152
年 3回発行

　学生センターでは大学の教職員と一緒に課外教養プログ
ラムを企画・運営する「課外教養プログラムプロジェクト
（KYOPRO）学生スタッフ」を募集しています。学年を問わ
ず、いつでも誰でも、やりたいと思った時に加入できます。
★こんな人におすすめ！★
　・プログラム作りを通してスキルアップがしたい！
　・色々な人と話がしたい！
　・新しいことに挑戦してみたい！
　・他キャンパスの学生と繋がりたい！

大学図書館は無尽蔵の宝物

多摩キャンパスはとても緑が豊
かなところです。自然の豊さは人間
にとって非常に重要なものですが、
もう一つの豊かさはもっと必要だと
思います。中国仏教で「一人一世界」
（一人は一つの世界です）との言葉
があります。それは、人間の心の豊かさです。心が豊かになる方
法がいくつかありますが、その中で、最もすすめたいのは、大学
図書館を活用することです。本は世界を開ける窓です。私が子供
のとき、中国は計画経済（社会主義）時期でしたので、子供の娯
楽活動が限られました。両親が所蔵するさまざまな書籍（中国古
典文学、世界の謎、自然科学など）を読むのは、最も楽しいこと
でした。世界の謎に惹かれて好奇心が湧いてきました。また、中
国古典文学を読んで制作者のストーリーの制作力に魅了されまし
た。現在、研究者としての重要なスキル―知的好奇心に基づく謎（研
究課題）を見つける能力と文章力は、さまざまな本を読むことを
通じて、無意識に鍛えられたと感じ
ています。「学問のすすめ＝心の豊
かさのすすめ＝図書館のすすめ」で
す。大学図書館は、無尽蔵の宝物で
す。 　 　　経済学部教授　馬欣欣

　学生センターでは大学の教職員と一緒に課外教養プログ

KYOPRO学生スタッフ募集中！

■お問合せ ■

場所：EGG DOME 2 階 多摩学生生活課
時間：9：00～ 17：30
　　　 （11：30～12：30を除く）
電話：042-783-2152

お問い合わせ
フォーム

お問い合わせ
フォーム

Twitter
@hoseisportsfes

「自分でプログラムをつくっ
てみたい！」という方はもち
ろん、「大学生活で何かを挑
戦してみたい！」という方も
是非お問合せください！

KYOPRO学生スタッフより

今年度の主な実施プログラム

白杖体験の様子

編集後記
（キャンパスライフ編集委員より）

キャン�スライフ125.indd   1 2021/11/29   20:15


