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　少女よ，なぜ君はそんなに草や花が好きなんだろう。そして、動

物をやさしい瞳で見つめるの。なぜ明るいんだろう、底抜けに､･そ

して、悲しむの、突然に。

　少年も、なぜ君はデラシネトンボを追うの、そんなに夢中に。　ど

うして、暖かいの、死ぬほど，そして冷たいの，怖いはど。

　少年よ、少女よ，どうして君等はトンボを追うの，秋でもないの

に。なぜ矢を射つの、的も無いのに。

　夕焼け小曇りのとんぼ少年，撮られて，消されるのは，いつの日

か。

　少女は再び都会へ。

変革のための総合誌

情況
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電話368→77o情況出版振替束京1o6464
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舞踏研究会

５月29（土）・30（日）

　於　生協2F

　PM 5:45　開場

　　　6:00～9:00

バンド　BSS，カン∩－

　　　　　　　　ケイパス

舞踊研究部による

ワルツ,クィック,タンゴ､スローの

デモンストレーションあり

ＧＯ－ＧＯ

　　Ｉ

　ジルバ

　　｜

　　マンボ

　　｜

チヤチヤ

　　｜

ブルース

混声合唱団　グリークラブ

交響楽団　フォークソング

さわらびコール
限りなき音楽の広がりを./

　わたしたち，音楽ブロックが♪みんなでいっしょに

歌い喜べる音楽から♪あなたの心を酔わす甘美なメロ

ディーを♪そして感動にふるえる音楽をお贈りいたし

ます。

灘d面涵万
搬

５月29日(土)

６番教室

PM 12:00～2:00

５月30日（日）PM I :00 ～4:00　7番教室

　　　　　　　　　　　　STEP（実用英語研究会）

材木･合板の御用なら

鈴木材木店
ＴＥＬ（３２３）８５Ｓ　Ｉ－３

３７
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サークル存在の二重性の止場を

　苛烈々る情況において、サークルイ回ピバ.則牛をいか

に庄揚する二とカイ能か、分断された個は、新たなる枚

同性帽訓釈ブサｙﾆ体怖二鋭く切り込むちとして存在

するぃそのレドリド秘めた者づニシノペ胤沈黙のエ

ネルギーをビニまで争闘してゆけるのか、我々につでド)

けんれＴいるのだ　ヤ剔鄙巫働ﾌﾞ)一端を排ったサークル

運動へ　そのレりの延長レノごノ)混迷ツ胆帯午いかに総

払する二とがでさるのか､、すべてが腸び姑まらなけれげ

かム々いビらう

　　　　　　　　　　　　　　107B　アジア研究会

アメリカにおける学生運動

　個我粘坤ﾉ)申しj'てう)るァ白レド≒　いいヽよ人ぐｿﾞ)

疎剛匹勺強め、圭すま十笞片だし令匹袷.勺回船二見いこ

じ／訂斗の中ﾉ)礼節　)か栄ﾌﾟ川ピ帽痢　・　川州レ)中

ｿﾞ)戦争，、ニれんの仏土、政レッド|佐冷所化する以吽

に疸け々く々,六万参列　ァメリカハプ)自仁のちとを痛ま

しくじ　乙づしレバン｢)工　けケてTて々く家底力中心に

おける苔かﾊ反乱で仏石　特にそカ反乱もキャンベスに

ちいて見土してきたちのが争い．我々アメリカ研究会は

そﾂﾞﾊﾟﾊﾞL今より争づ⊃面からレ≒え、代々と同年代の若

片からの苫レら・價誤の挑通性の中で、60いｽ後に腿ら

れる常土座勅令収り目ず、その中ご見へれるＳＤＳの分

牝ざ八運勅との親密化々ビの、詰ャゾ)変遷、或いは、

バーフレ一枚・コロンビァ犬常々ビにおける反権力闘争･

々ビの研介拍F証)中で、現代アメリカ川水の矛盾性を明

確化していっ仁，

　　　　　　　　　　　　　　215　アメリカ研究会

後進国の社会構造を採る

　ァフロカの吊といわれた、t9白星から数々の勣乱今巾

れ々がご今年もま凪　ウガンダでクーテツーが起った

ケ回けウヴンダ今中凪ぐして、同じくイギリスの植民地

ドレしバこ、丹田のクレゅ｀ニア、ヶニァ３国について仕

海機構、部匯竹光　etc.にiﾐ々硯点をすえて、後進国

一般に内在する帝国土義諸国への経済的従属化ヘグ)が牝

および白川虫立の不安完う午考察して４たい、

　　　　　　　　　　　　　　414　アフリカ研見分

囲碁の面白さ

　拝川1万言よ非常に占‘く、占匹中洲ﾆおいて杵盤ヤ拝石

け駱や人丈暦象の研究のために使われたのでは々いかと

,レ,れています。目本に伝末した時期ははっきりしませ

んが、奈川|か代には良族の問に広まっていまし勺，謙汁

にんづご憎や武ljの間に広まるようになり目乍のドょ独

自ﾉ)発達午遂げ，より初期には中国・明解を追い越して

いドブこ,フ司治に人って-竹川且しましだが、析出且鴇ニ

レjて勢いを盛り返し，現在醍翁期づ端えていま市

　杵今打つ楽しさといえよ　削造する楽しさ、白州ド求

める楽レドご①ょっ，独白の隋図を盤目二描いて勝った

時の快感、その鎔こある収々実々のかけひきのJjちしろ

さ、また妙{を発見した時の喜びは格別です

　拝は才能がなくては打てないと思っている人があるか

も知れませんがそんなことはなく、佐油の頭を持ってい

る入ならげだれでも拝を楽しすムこヒがで参圭市

　あ々たち-度拝仝打ってみませんか７

　　　　　　　　　　　　　　４１３Ｂ　囲碁研究部

アノトキ八十八ノ娼婦デシタ

　アノ街ﾌﾞ･’へf･jl力｀｀冬ニナルドヤ.キカエリマンテ礼　ソ

ウスルト、ミンチが私ノコトヲ監甫ナ阻デ胆メマワン十

ガラ、ドソモギマッテコウ言ウノデンタ　狂人、狂八ト､、

デモドウンテ私が往八十ノデスカ　不ニソウオ考エニ

ハナリマセンカ,，払･ヽアノハタチノョウニ、生活ノクメ

ニ凧クトイウコトモイタンマセン、マで晩キマヴテダラ

ゾすうフ､ノ把フ升カセテ、アノハク千ブコ~バノI｝クノン

ンデイ’レノフ、件二升カセタダケデ八十イデス力、沁レ･

タぴノウエニ開イクノガ匠気ﾀﾞ寸イウノデブサイマンタ

ラ、アノヒ|ヽクチハ径ニコソ笑ウベキデ八十イデンョウ

カ、今ア十クハ笑エナイデイルデハゴザイマセンカ、私

ハコウ回ヴテアケテモイイノデゴザイマちアナタケタ

ガ大八園地ノ途方モナクオすキナ観覧鼎二乗ヴテ頂点ニ

達ンタトキニ、傍ニムシンニ凝視子イ･ﾚな／ｆヲ突キ落

祝和泉祭

屋
運

坂
都

桧
東

台東区池之端２－１ 耶

　　アルバイト歓迎

専属期開　6月下句~7月中句

　搬社

松坂屋上野店流通センター部内　ｎ（８２１）８６４９
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ソウトｙテ、ギラギラ眼ヲヒカラセテイタノッ誰ヨリモ

ヨク知ッテイルノテスコ、ト,、

　　　　　　　　　　　　　　　　４１６　映画研究豹

国際語たる英語

　英語はいま刻印祭語であるぃ我々れかよ国際的感覚と

広い視野を持ち。出際八として活躍せねばなハぬ使命を

帯びているのだ。

　ゆえにＥＳＳは国|祭語たる英語を習得し，それを媒体

として［印祭社会に活躍レ,好与できる有能々入材を造り出

生肝を　一ｿの目的としている、我々はこの和泉祭に於い

て笑請訓と英語弁論大公仝催す。笑語訓は本末の演劇の

面白さに英語の楽しさ今加えた傑作と信じている。笑詰

弁論大会は、日常、感じていることをＬ分問のスピーチ

の中に実約し、それを聴衆に訴えるちのだ、そ二には勿

論笑語の正しい究ﾘ「レ仰揚などが必要である.，勿論，和

泉祭が学I刺祭である限り楽しく友好的に過してゆきたい、

　　　　　　　　　　　　６,８　英語部（ＥＳＳ）

真のマスコミとは何か

　マ又・コミというものは、その昔，イギリスの|ラレ

時代に，王室遺族達が権力を行使する｛けとして1示ぐっ

れたのが起源ときれているが、その当時は、まだ甲涜る

コミュニケーションという小規膜な物であったが、現住

において、その規膜は比べ物にならないほど大きく、そ

の性質も全く異にした状態になってきている。我々が持

つ知識とか品性、つまり人問そのものは、いったい何か

ん作られるのであるか？それは肉親・女人々ど色々考え

られるが、庁年時代においては，ほとんどマス・コミに

よって造られると誼っても過言ではないと思う、現化

マス・コミ卸不落かビ、情況がとやかく言われている中

で、マス・コミの討社会的な役割などをもう-度万えな

おす必要があると思う。たとえば、私の考えるニとの挑

り所、基礎となるマス・コミが誤まっていたなら、どう

なるであろうか‥……頁のマフ､・コミとは、なにか./

マ又・コミの既実性を見抗くには、どうすべきか今我々

は知る必要があると思う。

　　　　　　　　　　　　　　　214　（尉新聞豹

　「？　　．」

　我が死文速記研究会は今年度そのy,の示す研介ﾌ）1字

を強調して活動を始めている。我々は和良俗今年問几汁

画から突出,した行i杯として位置づけていきたい,、笑支地

元という枠から悦した形で、つまり恚ピクうブは速記だ

け今やっていればよいという旧宋の安全脱した展ぶｼﾞ）ﾉﾌﾞ

式をとっていきたい叉、個こ慟が望しならば特別カ展示

ｿﾞ）成分をゾえたいど考えている。　づパよまだ発大川汝

階ではかいという二と今示すちのであって何ら他意はこ･

Ｕ糾

　　　　　　　　　　　　　　402B　使え庄厄研究豹

イマジナティブ文学

　現代のｓＦは、け大化した什y技術え明時代における

之学騎トであ‰　打｝に科学という新しい悦夫ご識刀暗

を持ら、ヤ于べこは幻想小説づ予,仔小説・科学口険小説・

壮末小説などの化介物でできた楯仝持って、愛馬｀ツマ

ンネー一ション”を駆りつつ、崖かかなたにそび辻ｙつ八

類とちづけられた苛金塔へ向けて突進を続ける「悪夢

と「夢iである_

　今回、我々は世の常識土義の破壊今ちくら仁づマゾ十

テイブ欠字の現代的な《椙》でヽあるＳＦ仏　出払句に追

求・提示して、肌なるＳＦ紹介にとビまらず実学今まと

めあげる所まで行きたいと考えている。

　自由々1日丿腎における自由な思考-一二の小説叱こそ、

我々今抽えて離否々い唯犬のもグパごある。

　　　　　　　　　　　　　　　　25　SF研究会

真なる平和運動としてのエスペラント

　ベト十ムの戦火は、インドンナ脂誠に拡大し、史レ燃

え続けている現在の状況において、ポーランドハサｙン

ホフによって1887午に全田丿腎の加入平和今願望して提唱

されたエスペラントが内包する巾要々る問題方士指柱し

つつ，エスペラントの過去80午次にハたるザ史午恐だの

変造今通して解説し、他社　国原諸他動か支U.とするヽﾄﾞ

和他動として観念的にしか捕らえハれ々かっかエスベぅ

ンド巫動から、Ｅに八類の普遍的解放仝目指す百.々る弔

和運動としてのエスペラント運動について問題視起し、

我々人問にとっての平和とは何かというIJドj追求してら

~,1ヽ，　　　　　　　　　　　　217　エス､ベラント研究会

明大生諸君／

　　太閤が未来を背負って立つ諸君に
　　　　　　　　学割メニューを提供する
コ
ュ
万

学割メニュー

　　￥1､000　日本酒２泰行

　　　　　　料理一牛行、刺身、洋服、降M爪炭焼、酢物
　　￥1､300　日本酒２本、ビール(大)１本行

　　　　　　料理一小村、刺身、洋服、御椋鳥焼、酢物

３９

匹

　４|㈲帥碑

lj:篇
新宿区新宿２丁目５５

曹３５６－４５３１～３
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青年の旅一一挑戦と創造

　我が海外渡研では，去る２月より１ケ月の長きにわた

って第二次沖縄合宿隊（総員５名）を派遣したが今年度

の和泉祭に於てはその成果報告を中心として近年若者達

の間でますます高揚しつつある海外渡航熱に応えるべく，

彼らに渡航の際、必要な手続，資金等の事柄について出

未得る限りの資料を提供する事が出未ればと考えている。

しかし我がクラブが，和泉祭を通して若人達に最も訴え

たい事は次の如くである。すなわち，交通機関等の目覚

ましい発展により海外旅行は，いともたやすい事となり、

人々の間に深く侵透してきている。さらに若者達すべて

にとっては「日本を脱出し、未知の世界を知るｊ事への

願望は，彼らの内に重要な位置を占めていると思われる。

しかし、そこで我々青年の旅行とは、単なる観光旅行で

あっていいものなのか｡我々の日本脱出行にあるもの（個

々により違いはあろう）への挑戦的、かつ創造的意味合

を持たせるべきではないだろうか。個人が旅行する際，

その旅行に如何なる意義を持たせるべきかを、この和泉

祭を通して全ての人々に考えて欲しいと思う。

　　　　　　　　　　　　　　201　海外渡航研究会

社会科学としての「経営学」とは？

　現在，財界、政界は，大学の.経営学部の内容に，産学

協同の色を一一層強めようとしている。そのため,I「経営

学」なるものが単に「経営術」「経営のテクニック」を

研究する学問（？）となる恐れが出て来た。そこで、今

年の「和泉祭」では，「経営学」の本質に戻って「経営

学」を社会科学の一部問として把捉したいと思っていま

す。「経営学」は本当に社会科学として成立するのか？

「経営学」の研究対象は何であるのか？|経営学」と「経済

学」との関連はいかなるところにあるのか？　こういう疑

問に対して一つ一つ答え4r行きなｶ喘，当研究会の恩師

故佐々本吉郎博士の経営経済学＝明大経営学の特色ある

理論を学んで行きたいと思う。「経営学」とは労働者に対

する搾取の方法を研究対象とする学問（？）であろうか。

　　　　　　　　　　　　313学生経営経済学研究会

明治大学公認

藤井
-　　-アーフー

技術で評判

世田谷区松原２－４６－５

ＴＥＬ（３２８）０２０１

アメリカ企業会計の一考察

　我々，会計学研究会は今回の和泉祭に於いては、資本

主義社会の分析を牡目標として、研究の認識論方法,産を

認識する過程として和泉祭を位置づけた。具体的には、

唯物史観の基本的任務に乗っとったＬで、アメリカ資本

主義の経済構造とアメリカ企業会計の密着点を模索する

一契期を創設していくつもりでいる。アメリカ企業会計

資本主義の発展の過程に於いて、国家政策の一環として、

会計の資本主義社会に於ける位置が制度という合法性を

持って登場し，企業維持の補助手段として、資本主義存

在そのものを補完してきたのである。つまり会計原則の

出現変遷として現われ、それが企業実体の質的移行とか

らみあい幾多の問題点を内包していったのである。こう

いったアメリカ企業会計を経済現象としての会計現象と

して捉え、生産との連関を認識するものとして今回の和

泉祭を設定したのである。

　　　　　　　　　　　　　　　204　会計学研究会

　　　　　いざな情況への誘い一生鮮血問題を廻って

　我々を取り巻く錯綜する社会情況の渦中に、我々は我

々の存在を意識することができる。過去５ケ月にわたる

キャンペーンにおいて，我々は〈生鮮血問題〉といわれ

る社会問題の本質的な問題の所在を明確にし，生活人と

呼ばれる大衆、生鮮血を必要としている患者（家族）、

社会福祉違勅としての献血運動推進者（我々）の置かれ

ている〈情況〉を，体験（行動）を通して認識した。そ

して、現在我々はこの〈和泉祭〉を通して、我々の得た

認識を明大内に還元すべく、学生との問題共有を生み出

してゆく役割を担うという課題に直面している。多くの
　　　　　　　　　　　　　　　　すべ
学生はこの問題の服要性を識る“術”を持っていないと

思う。我々は、この現状を憂慮しながらも、苛立つこと

な〈，一歩一一歩、この〈情況〉を踏まえて問題解決を志

向してゆこう。問題提起の場一一一一一一〈情況への誘い〉一

一　として、広汎なる学生層に、この問題の具有する

意味性を伝達するために…………………。

　　　　　　　　　　　　　404　学生赤十字奉仕団
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学生の安保意識の変遷

　学生の意識下にうごめく社会像は、和泉のキャンパス

にも，お茶の水のビルの谷間にも見い出せない。「現実」

の描き出す社会像は、はたして私たちのそれと-一致して

いるのであろうか。我々学生調査部の研究課題の１つが

そこにある。71年度の統一テーマである「安保」（現代

の政治状況をさぐる）に向けて，今回の和泉祭では、69

年度以来、３年間にわたるパネル調査「学生の安保意識

の変遷」の完成を布石に，社会的情況に呼応しつつ変化

してきた学生の意識の変遷を、私たち自身の〈歴史〉と

して，和泉校舎の一角に描いてみたい。我々学生の「存

在」の的確な把握は、その意識下にうごめく社会像を、

現実の世界にひきもどすことからはしめなければならな

い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　206　学生調査部

人間の全的解放をめざして／

　我々は過去にキリスト教会の戦争責任・平和の探究、

又，内村鑑三という明治～昭和にかけて生きた実存的信

仰者を研究する中で，信仰・時代的背景、そのもとで苦

しんできた人間達の問題・日本人の精神構造等を考察し、

それを現代社会の様々な問題と対置させて我々自身のあ

り方を問うてきたが，今年は現在状況（無関心などに見

られる恐るべき自己疎外・マスコミによる画一化・水平

化と人間性喪失，それを誘発している社会構造・人骨法

部落などの差別・公害・ヤス国神社法・国定教科書・三

里塚等々ベトナム参戦国化の偽わりの平和・権力の一一連

の反動政策・思想攻勢）の中でこれらの歴史的現実にい

かに関わるのかという問題を，又、合理主義的なヘーゲ

ル哲学や世俗的キリスト教に反対して真の自己たる実存

の問題を鋭く突きつけたキルケゴールなどの研究を通し

て，実際に闘かうとともに人間の全的解放という問題を

考察したい。

　　　　　　　　　　　　　406　カトリック研究会

美しき大和心

　　「歌舞伎」この言葉は多くの人に奇異な感じを与える

かもしれません。　しかし、歌舞伎は日本人即ち大衆の中

で育まれてきた古輿芸能なのです。そこには日本人に共

通する「こころ」が自らかもしだされているのです。

　元来歌舞伎は「役者でもつ」と言われ，そこには一代

一一代の役者の芸の差異が明白に表われてくる。緊して歌

舞伎とは何か。又歌舞伎の本質とは何か。この答を出す

ことは容易ではない。なぜなら歌舞伎はそれ自体規定で

きないものだから。それ故、歌舞伎は過去と末末への道

標を備え、我々を導くのである。歌舞伎を模倣で演じて

は古典化を強いるようなものである。そこに現在の商業

歌舞伎の問題があるのである。それ故，我々は日本人の

　「こころ」を求め、純粋な大和心を歌舞伎を通して見つ

めてみたいのである。歌舞伎は日本人の宝である。我々

学生が，学生である前に日本人の血が通っていることを

感じ，その宝を守り育てたいのである。

　　　　　　　　　　　　　　　408　歌舞伎研究会

公害と観光

　最近、観光というのがブームになっている。この現象

を考えてみた時に観光を行なっている人間である主体と

自然・環境を無秩序的に“開発”する企業・行政体など

の客体との関係が重要な問題となるのである。人間性・

ヒューマニティーという事が主体に絶えずつきまとう。

観光を行なう事は主体にとって何を意味するのか。観光

とは主体がある所へ出かけそれにより気分的回復を計る

ということである。ではなぜ日常生活から離れようとす

るのか。　日常生活時において、人間個々人に絶えず何か

大きな力が加わり、それが慢性化しているために意識さ

れていないのではないのか。このような時，人間の生存

権をも問われるほどの公害という現象がクローズ・アッ

プされてきている。このことは資本の論理によって運動

してきた企業・総体としての「社会を考えねばならない

　　　　　　　　　　　　　　221　観光事業研究会

　グループで団らんできる

音楽喫茶

ｱo“y
大型カラーテレビ
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写真とは

　写真は即物的である。そこにあるものは，すべてが珀

末な個別の現象である。だが、そこに内在するものは通

り--辺の事ではない。その個は，時間的にも、空間的に

も、すべての周囲の事象が集約された個なのである.，

　我々は、現実を深く見つめることから始めよう。そこ

で，歴史が産み落としながら、見捨ててしまったもの仝

拾って歩こう。それが自己と，世界を見つめることにな

るのだから。

　　　　　　　　　　　　　　　316　カメラクラブ

教育情勢‐教育論の更なる深化を求めて一

　昨年の杉本判決によって家永教科酋裁判をシンボルと

する戦後国民教育運動は、勝利したかのように思われ仁

しかし、労働界の右傾化と相まって総評内ﾉ1｛派を誇る日

教組は「教特法」の成立に賛同したばかりか，反対する

反戦派教師を機動隊によって抑えてしまっ仁，その反面

伝習館等に見られる如く反戦派教師に対する弾圧は，さ

れるがままになっている。

　このような時に、我々はハ肌塚の少年行動隊の提起し

た痛苫な問題を受けとめつつ、大学に存在している自己

を問い，教育論のさらなる深化を求めてゆきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　31 2　教育研究会

責本の自由化と日本経済

　はたして国境を越える資本とは何なのか。高度成長を

遂げた日本経済は，グローバリゼーション（世県化）と

いう資本主義経済の世緊的状勢のもとに、従来の封鎖体

制より解放体制への道を参みつづけている。今回我々は

高度成長のもたらした自由化における国際的な資本の勤

きに着目し，大詰を迎えた資本の自由化とそれにとちな

う産匙・金融構造の再編成を中心に匪県状勢の大きな流

れを追いながら，日本経済の持つ問題点をさぐってみた。

　　　　　　　　　　　　　　213　金融経済研究部

二世

　在日副k賊く匪とは廿釧IIIなのか？　骨の髄まで目今

入でありながム、目今的々ものに決して受け入れられる

ことのごい位田人

　抽出石同Ｗからも「バンチョツバ勺と呼ぱれ、矢代

の一回としては認めてはもらえぬ韓国人。韓国政府は、

　「社日60万はいずれ帰化する運命」とヽﾄﾞ然と討い、日参

政府は、「いずれ帰ってちふう」と翁く歴史を知らぬ態

度だ。差別に悩み、変愛すら韓国八ということで、ママ

ならぬ我々ニ世とは一体何なのか？　そして我々にとっ

て，日本人とは何なのか？　韓民族とは何物なのか？

そして我々の生きぢは？

　　　　　　　　　　　　　105　韓国社会文化研究会

停滞からの脱出

　日本国民として、浪浪都筑ヒして、明冶犬学々牛とし

て，下宿の喝として、父・けの１として、そして、私

の私として、私達は存在しています、４年間の短いプロ

セスの中で数々の私を演じながら、グり－の一喝である

時、我が身を他に委ねて、個の枠午越えて，集団の可能

性・実団の喜びを追求している、これがグリークラブの

姿なのです。

　恵まれた学内縮設、理解ある学牛深の諸光生、トヽロプ

クラスの講師陣を揃えたグIレ一クラブ、どれをとってみ

ても私達には立派すぎるものばかりなのです、否、むし

ろ私達がしどかしさを覚えるのは、光行する私達の理想

走り去る月日の中で、日夜の努力にちかかわらず、皆様

ぢの期待にﾄ分答えられないからなのです。故に、　ニこ

から、皆様ぢの叱咤と私達の持続させようとする志によ

り、混迷するグリー、停滞するｸﾞ〕トーを打ち破るべく，

私達の終わりなき明日が広がっていくのであります,、

グリークラブ

！

ｌ

高田馬場駅前の
●

学生割引

　四　″

渋谷東急文化会館斜向
　　(渋谷警察署前)

　　渋谷４０９－０００５

高田馬場２０９－４６４６
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円切り上げ

　現在驚質的といわれる経済成長を続ける日本経済は，

過去数度の景気過熱を引き起し国際収支悪化による金融

引き締めを予義なくさせられた。　しかし昭和40年以後，

国原収支は、黒字に転じ以後恒常的な黒字を続け始めそ

の帽む拡大してきている。それに伴い外貨準備は、50億

ドルを越しその伸びは、昭和43年以後ま剽二驚賢的なむ

のであった。現在高度成長を続けながら国際収支の恒常

的黒字を保っている日本経済に討し海外より円の実力は、

現ルート以ﾄのものがあるので国際流動件が日本に渠ま

るのだとの批tl｣が起っ帽現在の国際通化体制の動揺を、

黒字国の平価切り目ずによって国際通貨体制の安定をは

かろうとするのである。では日本経済は、どれだけの実

力があるのだろうか、出際通貨体制の現状は、目本にお

ける円切りの意味は、そこで私達のクラブでは、現在の

日本経済にとって非常に収犬な問題である円切1口lげ七

前述したエヴの視点より分析研究しまとめてみた。

　　　　　　　　　　　　　　301　経済事情研究部

近代管理論

　管理論は３つのカテゴ･レパこ大別することができます

（1訟統的管理論（2浙占典学派（人閃閃係論∩3）万代管

理諭の３つでありますが，近代管理論以前の管理論が長

面的管理機構白あつかったのに対し、我は、今回表面的

機構ではなく組織行動（Organzational　behavior八

すなわち「組織の中の人問行動jの分析を対称とする近

代管理論をテーマとして選びまし仁組織が日常生活を

渦巻いている現在「その中の人間の行動、それに伴なう

骨片」を理論的かつ科学的に把握をするぢ法として叉、

我研究公の最終目的である意志決定論を経て企裟行動科

学へ入る一一つの大きな関門として今回のテーマを近代管

理論としました。

　　　　　　　　　　　　　　　305　経営学研究会

－４３－

よみがえれ，真の愛

　　　　　　　　新しき人間像へのアプローチ

　現代は，新時代の夜明けといわれています。と同時に

今までの文化・文明の矛盾が明ハかになり、益々混迷し

ています、その様な状況の下にあって、新し列面値観・

人間像の探究が必要となっています。歴史的な転換点に

ヽylつ我々の責任と使命は極めて重大であります.、

　しかしながら現代の学生の持つ問題点は極めて深刻で

あり、苫難の道を参まざるをえません､、-つの課題は、

　“愛の秩序”であり，もう　一つの｀｀自己形成の論理に対

する苫悩｀’であると云えます．学生の持つこの課題は現

代社会の･つの象徴であると思います。この問題の研究

を通じ，我々は新しき八洲像へのアプローチ仝行なって

きました。

　今回和泉祭においては、それらの研究発表と即I剥こ、

新時代創造の論理として注目を暢めているー統づ訊理－

の紹介を行ない、我々は一つの問題視起をしたいと思っ

ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　32　原理研究会

しのびよる恐慌

　我々は資本主義経済の運動法則を認識し、安本iﾓ義が

発生・成仏　そして没落への道をたどる歴史の　-発展段

階の社会にすぎないことを踏まえ、現代とはいかなる時

代なのかを解明するという問題意識と万法論的にはＷ理

論・段階論・現状分析のｽ段階論を説仁ﾄﾞ野理論にｙ脚

し、マルクス経済学の中核たる恐悦治を体系的に展開し

ようと試み仁

　１．原作論

　２．帝国主義段階に於ける恐慌

　３．田家独占資本主義段階に於ける恐慌

　仁農匙恐慌

　５．相対的安定期を中心とするﾄ部構造

　６．現状分析

　以上研究対象が多岐にわたったので単なる概説に終っ

たのではないかと思いますが，我々の存在する現状と資

本主義とを認識するトでの一一視点を提議できたのであれ

ば幸です。　　　　　　　　　314　経済学研究部
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　私たち交響楽団は、１・２年生を中心としたアンサン

ブルを編成して和泉祭に参加いたします。数回のリハー

サルで演奏会に臨むプロとは違って、私たちの交響楽団

が一つの演奏会を迎えるには、いつも激しい陣痛に見舞

われます。また，その出来具介は比較すらできません。

それでも，私たちが、オーケ又トラ活動を続けるのは、

そのような状態からでも音楽に触れるよう、識ろうとい

う問いかけをしているからでしょう。その問いかけは決

してスマ一トなものではなく、むしろいつも膨大なエネ

ルギーを使い尽し、疲れきってしまうようなものです。

打ちのめされ，原点に引き戻されるたびに私たちは大き

くなります。　この和泉祭には，１・２年生のエネルギー

を結集して音楽にぶつかります。演奏会では私たちの疲

れ伏している姿をみるでしょうが，次に茫つときは私た

ちはより大きくなっていることでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　交響楽団

信仰と葬制

　　　　一日本の階級発生までの道

　いわゆる歴史時代と比較すると，考古学の研究対象と

なる時間的領域は、余りにも良い。そして，そのほとん

どの部分が、文献・碑文などの記録の存在しない時代で

ある。そうした過去を知ろうとすると我々に残された方

法は眠気を催す程の長期間、土中に埋もれて現在に遣る，

過去の時代を生きた人々の直接的な生活路を数多く探り，

見詰める事である。華麗を極め、神秘的でさえあるあの

縄文土器１万年間も土中で眠り続けたとは思えぬ程鋭利

な刃先を持つ黒曜石製の石器、そして、直接大地に残る

貝塚・住居址・埋葬址……そうしたものから、過去の時

代を復元せねばならない。至難に尽きる作業である。

　我々考研では彼等の残した祭祀遺物ないしは、その考

えられるもの、信仰と関わりを持つと考えられるもの、

そして彼等自身の遺骸から彼等の内面的生活の如何なる

ものかを考えたい。視座を彼等の精神活動に措くことで

彼等の社会構造まで知りたいと思っている。

　　　　　　　　　　　　　　　415　考古学研究部
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　《眼》現代の構造的認識

………広告………床屋談議………馬鹿………ＣＯＦＦＥＥ

…………占場的環境………石ずJ科学………アサー…それも

全国的に………仮説………妄信………ＳＥＸ………実証

的………広際文化論………判こ会経済的構造………ファッ

ション………労|動科学………システム諭………ｷ茫覚の転

換………ﾃ｀｀ザインの終焉………基礎概念…………進路……

…堕落………ﾌﾟライス・メカニズム………水ヽﾄﾞ思考……

…ピーターの法則………質的拡大………戦略………ヘテ

ロセクシアル………従属変数………･ヾピヨン………山｛

線………内部的矛盾………ロンパールーム………石皮滅的

競争……考察対象………ホットパンツ………71艇肌i’itJjJ栄枯

を追求することの拒否………肖禿まれるために媚て河くこ

と拒否する。……………まあ見にこいや。

　　　　　　　　　　　　　　　315　広告研究部

中東紛争の核心を扶る

　日々にして複雑化傾向を辿る中東政治情勢、まさしく

19世紀以来の帝国主義侵略によって生み落弓れたこの一

大悲劇は、様々な矛盾か熾烈な葛藤を繰り返してきた歴

史である。そこで我がサークルは，中東問題をアラブと

イスラエルの対立にスポットライトを当てつヽ、市場・

石油利権争奪戦をめぐる開票関係、反帝闘争と国際共産

主義運動，ナンョナリズムと宗教、等々の視点からこの

紛争の心臓部を挾り出さんとする姿勢で考察したい。

　　　　　　　　　　　　　　304　国際事情研究部

感動にふるえる合唱を./

　入間の心の喜びや悲しみが、声となって自然に体から

あふれだし歌が生まれた。そして男が集まり女が集まり、

声の高い入や低い八が集まり合唱が生まれた。明治大学

温声介唱団はこれまで外に社会状勢の変化内にサロン化

という問題に直面して，真の合唱の追求を忘れ、ゆり動

かされ停滞し、閉鎖的になっていた。しかし、ここに明

治大学温声合唱団は、内外の問題をも吸収し得る、合晶

芸術の眼本にたち帰り、感動にふるえ、体から喜びのほ

とばしるような介唱の創造をめざして活動する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　６　混声合唱団
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昧で評判

　　中華そば和菓子喫茶
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茶華に求めるもの

　流動的な社会の渦中に生.活している我々は常に何もの

かによって不安な心情にさらされ、ふと空渥さを感じる

ことがしばしばある。そんな時我々は心を休める場所を

求めてやまない。　しかしそれは社会からの逃避ではない。

それは自分自身を見つめる時間であり、自然との対話す

ることのできる場所だからである。茶華道部は、茶を点

て，花を活けることによって，その上うな社会に欠けて

いるものを，我々に与え、うるおいを与え、さらに創造

性を養なう場なのである。我々は茶華の本質に肉追すべ

く，入間性の回復、美の追求・創造を求めてやまないの

である。また我々はその意味においてより多くの人々に

茶華に接してもらいたいと思うのである。

　　　　　　　　　　　　　　　208　茶華道研究部

坐禅への招待

　《むなしさ》あなたは心の隅にそれを宿してはいませ

んか。あなたの心は幸福でいっぱいでしょうか。あなた

はきっと、魂のふれあいを求めているはずです。また、

自分の道をどこまでも歩いてゆく自信と勇気をあなたは

持っているでしょうか。あなたの生きてゆく道はあなた

自信が決定するものです。でも，あなたの道を見出すた

めには、自己を発見しなければなりません。それを発見

する一つの予がかりがここにあります。でも本当に坐禅

は自己を発見し，魂を遊ばせる広場でしょうか？　あな

たも自分で坐って試してみて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　12　明大坐禅会

ハーモニーは心の叫び

　誰かに自分の考えていることを解って欲しいと皆が想

いながら，日々の生活では、すれ違いだらけだけれど、

そんな時，歌をうたうということはとても楽しい。自分

の心の断面を一つの曲に託して叫ぶということだからな

のだろう。又，私達は合唱団として，私達を，より豊か

に表現するハーモニーをもっている様々な人間が集まっ

て，一つの素晴しい音楽の世界を創りあ･げるということ

は，それ自体喜びだ。　しかし、私達は、その様な喜びの

中にだけ埋没してよいものなのか？と常に問い返し続け

る。社会というものにも目を向けていくのだ。私達は、

そういうことを認識した音楽集団である。ここで、音楽

集団とあえて言うのは，合唱と平行する形をとって他の

可能な限りの音楽形態を志向していくからです。そんな

私達が削ろうとしている合唱とは、曲の中にこの生々し

い現実を反映した私達の心の叫び／なのです。

　　　　　　　　　　　　　　　７　サワラビコール

なぜ我々は邦楽器を手にするのか

　我々は日頃邦楽器を使い練習にはげんでいる。邦楽器

は他の洋楽器と比較して、不安定かつ不完全な楽器であ

る。ほんのわずかな気温・湿気で音程も狂ってしまう。

が反面尺八のメリ・カリ・ムラ息あるいは，三絃の間に

於ける自己表現の可能性は無限である。

　又，我々が一一歩足を踏み入れている邦楽県は依然とし

て封建制度が残り家元制度をはヒめとして対社会的に大

大きな断絶を生じている。大学に入り初めて邦楽器を手

にした我々は、この和泉祭を一一つの足がかりとして邦楽

というものを深く追究していきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　６　三曲研究部

主体性と自己錬磨

　詩吟は，それを志す我々にとっていかなる物であるべ

きか。部内においては、部員１ち１名それぞれ違う意見

をもつ。

　しかしながらこの弔実は，次の様な解答を発するに十

分な事実である。即ち，詩吟とは問題提起である。自ら

に問題をつきつけ，自ら答えなければならない。そこに

我々は詩吟研究部にいる事、詩吟を吟ずる事における，

新しい価値を創造する。　また我々の姿勢をここに述べる。

-一言にして言えば、厳しい自己錬磨である。　自己変革の

要ある者全てに必要な事であろう。とはいえ、我々は詩

吟に対する主体性を失うものでは決してない。

　和泉祭において，我々は、我々の意識を明確にし、主

体性の再確認をも合わせて行なうものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　３　詩吟研究部

うなぎ・小料理
天ぷら・鳥料理
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TEL･（32J）Oi95
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盲人珠算

　我が部は和泉祭・駿合祭を統一化し、従来行なって来

た盲人珠算の研究を行なうことにした。　まず目標に「盲

人珠算指導要項の作成」をかかげそれに向かって「盲人

生徒」「我々」「盲学校の先生等.」「点学」の四つの立場

から洞察を推稿してゆきたい。その為には実験的データ

の積みかさねを必要とし長い期間を費してマクロ十ミク

ロで行なう為、故に、和泉祭はその一つのステップとし

て資料集めやアンケートを中心に行なうつもりである。

我々がこの大学祭で意図している事は創造的な活動の諸

産をあらゆる人々に見てもらいそして評価してもらうこ

とである。

　この我々の試みが盲人しいては社会に貢献することを

望んでやまない。

　　　　　　　　　　　　　　417　実務珠算研究部

児童文学へのアプローチ

　人間社会が文明秩序と社会機構と人間のミ者で成りｙ

つものとすれば，現代は主体者であるべき人間だけがと

り残され他が高度に発達しすぎ逆に人間を抑圧し始めて

いる時代であると言えよう。そうした不幸な状況にあっ

ていったい何か何をなしうるというのか。

　現在、多くの人が様々な方法をもってこの価気楽乱と

も言える人間社会の幣害ととりくんでいる。政治、哲学、

文学、あるいは宗教と。が、いまだ人間を覚醍するに足

る救匪主はあらわれていない。しかし確かなことは、ど

こから手をつけてよいのかわからない現代にあって「Let

it be」であっては決しならないということだ。必要な

なのは価値塵乱の中での新しい情念だ。

　児童文学というささやかなものを手にする一つの根拠

もこ二にある。それへの模索と

ぱ」発行と赤い鳥運動について

ろう。

らは機関誌「わっ

発表をおこなうだ

22　児童文学研究会

貿易の流れ

　　“Whether‥’‥‘商業便語は学問……、Or not？”と問

いながら仏つい特私経済等（南北問題、円切りトげム

々……）の方に興味を覚えるのが現在の我々の心境では

なかろうか９だが今我々に身近かに要求芒れるものが出

積しているという状況から鑑みると、過去１ケ午のサ一

タル活動を顧て我々サークル一同は本研究公の原点にｙ

ち返り商業英語の本質を再認識する必要があるのではな

かろうか。そしてサークル各員相圧の親睦を図り、尚一

層「和」を強固なものにし、各自の主体性or個性今発揮

する揚でありたいと願う訳である。それ故今回は従来の

様の実務主体の研究とは多少趣きを異にしコレポンを前

面に押し出して、貿易のワンサイクルを上.部なりとも把

捉しようではないかと、この「貿易の流れ」をテー一マに

選定した次第である，従ってこの商業英語に多少なりと

も吟味のあられる諸君にはト分に今回の発表が御即解銭

けるものと確信する,、

　　　　　　　　　　　　　　　23　商業英語研究勁

国際語としての英語

　我々のクラブは、英語を学ぶにあたって、英語につい

てでなく、英語そのものを我々の生活を通して、学ぽう

としている。

　文章構造そのものが、本質的に賢なる笑語を、日本語

を通して、つまり和文英訳というムダな労力を避け、文

字として目から学んできた英語を芹声として、学ぱなけ

ればならないと想到つまり英語を日常生活から離れて

学んできた我々は、こ二で英語そのものを見直し　日常

生活に即した、すなわち普段の会話から、ちる程度の時

事問題にまで，外国八と自由に、列等に話し豹えるとい

うことに目|艮をおき、その主旨をもって、和収祭に臨み、

Recitation Contest.Free Talking Roomを開くもの

でちる,，

　　　　　　　　　407　実用英語研究会(ＳＴＥＰ)

きあ きみもノかソチリ、夕旨ぐろ5/

　t50ﾚｰﾝ･国電う也袋E東口材1歩3分T巳し987づら引

　j;－･･:l!=’4･,!Szf，

　★42ﾚｰﾝ･国電夕惚袋と･西口徊Ξ.歩5分-TEL986-ろ7引

匹四，
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全体社会における農村の変動

　今年度の相泉なにおいて、社白字研究部は、テー-マを

　｢背泳社会における農村の変勅づ(日本に限定するｊ　と

決定し、現代目乍農村ﾌﾞ)苫悩や諸問題令収りllげながら、

日本農付加これまでに、いたった過程令、日本農村の歴

史とロ本歴史を討死させ々がら歴史的に解明・研究し、

背体社会の中での農村の位置と宣勅令追求する．(目本

.資本土義と日本農伺のこち遅れヒの閉運令中心とする､)

　　これん≒　同時に現代目奉啓村令中心とした社公的ひ

　尹八白指流し、現代における農打力位置令追求する。こ

　れらﾉ)呉牛胚盤として，日本啓村への恥ねぴ)展望を計る、

　　　　　　　　　　　　　　　203　社会学研究部

権利としての福祉

　社会福祉のヅ史、その中で循煤塵即恰ﾉ)歴史令中心に

　レこ、その状況そ明確にしていく柏二い机　日帽二於け，

　る社白福趾の亥漕を辿っていきたい,、圭だ歴貼句に社公，

　-殷………)---{iﾄﾞ,ｧ)f?F3題提起となった個々の呉伴(側目訴訟

｀豹　蝸り|にとり、その時代あるいは佳良に於ける社交福

hllの捉えられぢ令分析していく。我々は諸副使の川廉片

と々るケ揚にヽylも、lnから,皆､恵的にゾえられろいい旺

盛福汁でけなくして、往訪福祉をひとつの権利としノ捉

えていきたい。そしてこの欠うな研究にいハ　甲上付L白

福祉の歴心的呉実令網羅レごいレj汀ンヒビ圭らず、現住

的に刊ゴ痛豺[加ビのようにあるべきか令眼底か川用い厄

レこいきたい

　　　　　　　　　　　　　　３目　社会福祉研究部

円切り上げと株価

　旧6郷卜10JレツLiドイッマ几ッリ川卜げ六気｢次は日

本ﾌﾞ)豚だ｣といわれてきたが、今そｼﾞ)問題がかなり現実

的になってきた七うに患える、今年ｸﾞ川中ﾆは外貨準備

50億ドルをこえ，円切り目ﾁﾞぱ昌ヤとする向さち住い,、

　　日本人なら誰でも加っているだろう１ドル＝測()円、

　ニの関倍加改められようとしている　それはいったい何

　今回昧しているのだ希うか　貿暗ｿﾞ丹刊]化や穴水の自由

　化いj々が大き々衝撃､レい∩るかもしれ々いこの円切

リトげ、ぐぜこういう問題がおこってくるのであ｛うか

　われハかけ、こｿﾞ）高まる円切り|こげ論に江口し、円切

りトげヒけ何々のか，今廿円切りllげがいわれるのｶﾍ

そﾚて円切りトげが実帳された八ロ本経済にどんな影響

があるのか考えてみたい　かつて、証券白楊への影響，

とくに株価への影響について考えてみる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　証券研究会

人と書

　我々、占遜部出よ、日頃ﾌﾞ)努万力成肢の叱約の場とし

て、和泉今に作品を出品する､，しかし代々は、展示する

為に占活動今しているのではない　枝雨の向|ノ)為の努

几即ち自分自身牛磨く　え、∩い紙に向かって争仝位

つ時ﾌﾞ)既刻々気位，そニには何もかち忘れて、淮，落ち

石いた八問というもの午ﾌﾞふと見出す　この八問らしさ

を見出す為に,IF活動というちの午やっている　小首展を

開くというﾌ)は矛盾する隅だが、展示して加くの八州二

見てもハい、乃道という占叫の良さ今加ってもらう為に

削　その必要性が存り、兄、作品について、批評今して

もへって、それ今参ｙﾆして、我々自身が飛躍したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　308　宍道研究部

心理学研究部一一一一その今日的課題

　今日、我々足ヽ作字研介ぶい帽肖かれている状況の-つに

代々がI心作字．今ビう捉犬るかという問題がある　囚

衣の心理研は心作字今もってさまy言々現象午考えてい

こうという姿勢で研介活動今行なっていた　しかし組

織的な問題による限緊や、また、その活動が結０初回の

目付を辻成せず，心理学という学問のみ刀妨碍で終って

しまっていしつ圭り本末研究の１けであるはずの心作

字が研究の目的そのちのになってしまっていた、そこで

我々は組織そのちのの兎唇を行々い，我々の属している

心理研今満たされた緊張という状況の中に位置づけ、心

用字をその状況の内に捉えようとしている　心理研はこ

の賎々態度今もって我々に課せられた今川0状況に対し

て、膜素し、行動を行なっていこうとしている，

　　　　　　　　　　　　　　　216　心理学研究部

ビルの管理と清掃はお任せください
冷暖房．電気施設等の運転保全　　　営
内外の警備．防災．受付．案内．　業
駐車場の管理　　　　　　

湊|

エレベータ．エスカレータの運転　　　目

床．壁．天井．敷物等の清掃．
外壁．窓硝子．サッシ等の磨き
広告．看板．螢光灯等の洗い
屋内殺虫．殺鼠．消毒

參東急管財株式会社

４７

渋谷区道玄坂ト2ト6

　　　　　東急ビル
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ギターでできうるすべての事

　まず，今回の和泉祭というものが我々スペインギター

アンサンブル部員にとってどういうものを意見するのか

を、早くから部員一同で話し介い、我々なりに統一した

考えを打ち出し、それに向っていちがんとなって進んで

きました。

　この和泉祭で我々はギターでできうるすべての事とい

うテーマを掲げ，みなさんと共に楽しめるような企画を

組んでおります。

　独奏・重奏・アンサンプルの出演，それに今回初めて

の試み等いろとりどりです。

　　　　　　　　　　　　　６　ギターアンサンブル

日中友好の障害

　現在，中国代表権問題をめぐって、北京、台湾いずれ

の政府を合法的政府として認めるかという参が，全世界

の人々に大きな関心を持たれている。そして世界の大勢

が少くとも中共を認めようという方向に傾きつつある今

日、我ケ国日本は，台湾政府を唯一の合法的政府である

として，頑と反中,其の姿勢を正そうとしない。ではそこ

に慟く力は何かという問題を次の４点からアプローチし

てみた。

　①台湾政権とは何か(及び日米の台湾への資本投下量)

　②アメリカの極東戦略

　③中其の外交政策

　④日中友好運動

　　　　　　　　　　　　　　　　322　中国研究会

ピラトはイエスに言った

　　　｢真理とは何か｣ヨハネ伝18~38

りは殺す。真理とは人間を実現させるものであると信じ

る。　キリストはある時こう言われた「人を生かすのは霊

であって、肉は何の役にぴ立たない」そして又、彼御白

身がこう言われたのを見い出す「わたしは道であり真理

であり敵である」ヨハネ14－6　私達はこの浙を甘受し

桔諭しようとは思わない。この私達の期待とは程遠いよ

うなキリフ､トの答えた言葉について、波がなぜそう言わ

れたのか自ら学びたいと考えており，その揚が聖書研究

会である。

　　　　　　　　　　　　　　　　401　聖書研究会

人間としての女性

　明大に学ぶ女子学生及び男子学生の皆さん、あなたは

恋愛・結婚・性についてどのように考えてますか。今日

でも多くの女性は結婚を「完全就職」とし，両親も娘を

結婚に適応させることを第一として育て、彼女自身もそ

れがとくで一番よいと信じている。女性の幸福とは夫や

子供の中に自らの生きる意味をみいだすことである。そ

して一見華やかな消費生活のなかで資本に欲望をかりた

てられて過ごし、結婚後はマイホームに没頭し暇をもて

遊んでいる女性もいる一方、働かざるをえない女性は、

家參と育児と仕参の間にはさまれて，重労働に従事して

いる。このような状況はどこから生じるでしょうか,「男

女の愛情が彼等の家庭生活を規定するのではなくて彼等

の社会的存在が彼等の愛情生活・家庭生活を規定するの

である」（両沢葉子）現代を生きている入間として，女

性の生き方について考えていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　目６　哲学研究会

漂白の旅人たちよ

　　r旅人よ、どこから来て，どこへ行くのか？』人間不

信の現代社会において，生きている漂泊の旅人たちよ。

君たちは、どこから来て，どこへ行こうとするのか。他

の人間との出合いに、何を見い出すのだろうか。君たち

にとって､“生きがい’’とは何か。未来を切り拓く東洋思

想をもって、現代の病根にいどむ。

　　　　　　　　　　　　　　202　東洋思想研究会

　私達は高校時代に、真理とはどのようなものであるか

を学んできた。そして今、私たぱ真理とは何であるが

という問にぷつかっている。この間は二つの真理が真理

であるための条件を内包している。一つは真理は人によ

って作られたものではない。（もしそうなら真理でなく

なる）すなわち知るものである。他の一つは文字通り、

真の理，すなわち人間を生かす直接的な力である。根性

等、スローガンは良い。しかし人を動かすが，生かすよ

電話予約○･Ｋが

１Ｆ～３Ｆ

４Ｆ

純喫茶
御同伴 名　曲

100名様までの予約お受け致します

尚各種ミーティングに御利用下さい

J泌
新宿三越裏中央通り東陽会館内
　　ＴＥＬ　３８２－ ８７５１～３
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列車ダイヤを考える

　今まさに交通機関ﾌ）抑い｝としての双肩，収り分けそ

の鉄道の硲とも言える-一列中lダイヤ一一一それ今機能的々

面から考えてみようとするのが、当支部の阻いでありま

す　列巾ダイヤとは如何なる要素から組みヽyてられてい

るのか？　どんな仕組になっているのか？　そんなこ七

今分って頂くために和泉祭に参加するのであります　回

時に最近人気を染めているＳＬに関しては、「小さ々写

粍展」と銘打ってここにお見せする次第であります

　何分にも、水墨度が初めてごのでいろいろと佳11不満の

点もあると存じますがお許し1頁きたい,、

　　　　　　　　　　　　　　　　　33　鉄道研究会

伝習会問題―教育のあり方

　21世紀研究会は∩回川丿問題」、「教育問題」「史観研究」

のﾐ分科会から成ヽとしている,、いずれもこれらのテーマ

について今日までの総括を行ない、次代のありぢ今川見

していく二と今目的としている、

　ケ、和泉祭においてはとく≒国家侑力機関総休の公

教育への介入の実態を傍見的に把握するために「伝習館

問題ツを考えることを通して「教育のありしを削見し

ていく試みである

　去年６月６日、福岡県岨云習館高校ﾌ）３八の桂丿腫ﾄ教

師が、県政育鳶口分から「偏向教育今した｜　という」平山

で-ぢ的に徴成免職処分にされた、「偏向教ず仁　とＬく

いわれるが、何今旅亭に（偏っている）というのか　そ

の旅県令規定するのは誰か９　文部省か，自民党か、日

教組か、ぺ-八の教師か、fサを学校に通わす親達か、

生徒か

　　　　　　　　　　　　　　　106　21匪紀研究会

風土と文化

　匪剔こは種々の文化（広義の文化）が存め｛する、二八

らの文化は世路的な普遍性を有するとともに，その文化

か発生・発展した地域の特殊性も有する，この文化の特

殊性は何によってもたらされるのであろうか、二の答と

して、地域それぞれによって賢々る風Ｌに求めるのが今

回の研究テー-マでちる,、

ｊ

１

　我々け風レ)宝洗から九ず始へ辛気ﾉづちづ白フ軋

仁川;旨警今うける農方今レ川ツ礼　子れかム之ヒノ行いﾌﾞ

面にわたって、風Iゾ)影響今ぐ察して、匪影ﾉ)七生Ｕ活

力分類を試み、そして椙//〕比較払式みる　そして、目

泰の文化が分類したどのカテゴリバこ属するかも希察干る

　　　　　　　　　　　　　306　日本文化研究会

生命ある民謡を

　我々は占社いい口ぐ白役夕）中に削強仁いづダてらハて

きたロ本民謡を叫認識し、その中に流れる素朴ヤ|｛所感

・削泣精陣仝｛け伝え守り育て、また現代の生活感情ﾉ）

質的高揚を計る為に日本民話の水口今蒔訣な態度で愧明

するこヒ今こﾉづtのiﾓ旨としています　最六尺よがとら

に盛んにこりつつあることは我々としては，非常に削ｆ

しぃニとであります　けリビもそのム‥ドの中には、た

ぶんに民謡を何か低俗々歌曲のように｛けとられてぃる

向きがあるのは我々民謡午研介し七うとするかことって

は、はなはだ嘆かわしいことでヽあります　我ぐま則ぃ踊

ることによって、日本瓦化の礎石と々ってきた生活感↑,?

を貼認識しＬうとするものです　ニの精陣にｿﾞ）っとり、

日頃我々が調在研究してきた、日本冲地にう丁ちれてぃ

た民,淀かご八IIれわたってぃるち刀まで帽広いブロダうム

今組砿皆さんｸ）民謡片肘にかぐ:ツづ,たぃいI川t-同

張り切って7,白）ますので是非別口ﾐ揚ドさぃ

　　　　　　　　　　　　　６　　日本沢謡研究会

能は難しくない

　能附け、今乍は「七万努勺今ハ　ヒぃう形でやってい

きたいと思う　能研は和泉今に出るか、出,るべきか、

応は討論されるのではあるが、最後に尻つげ４４たぃ々

肘に々ってしまう　そして、結1よよ和良今のために努勺

するのである　今夕）叫、和泉今がある以トは、そﾌﾞ）揚今

通して『能』というもの仝他のより咎仁の学友に見ても

らい、できればより深く理解してもらいたい、

　古俳系サークル内では『能』仝とっつきにくいものヒ

号えてぃるが、『能』を停亦こ片肘するのは、それ悍.難

レヽレノ）ではないのである

　　　　　　　　　　　　　　　　207　能楽研究会

お申込みは生協へ

心認東京自乗ｶ車練習所
　　　　　　　　　　　　品川区東品川２丁目２番23号

　　　　　　　　　　　　　　TEL（471）3081 ・4840

品川駅東口から送迎バスを運行しております

　　－４９－
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情報化社会とコンピューター

　現代社会は、工業を中心とした工業化社会から、情報

産業を中心とした情報化社会に移行しつつある。情報化

社会とは、情報（知識）が財貨創造の主導型社会のこと

である。そしてその中心にあるのが、コンピューターで

ある。膨大な情報を瞬時に処理分析して、従来の情報よ

り，より信頼性のあるデータをアウトプットする。そこ

で我々はこの度の和泉祭において，現代社会に密接な関

係をもつコンピューターを、多くの人に正しく理解して

もらう為，コンピューターの利用例とか簡単な構造．プ

ログラムなどを紹介し，ともすれば誤解されやすいコン

ピューターというものが、正しく上手な使用法によって
現代社会に多大な利益をもたらすことをこの際明確にし

たい。この際デモン又トレーションとして、電算機によ

る「恋人選び」を計画中。
　　　　　　　　　　　　　303　電子計算機研究会

出入国管理法案

　1919年９月１日関東大賞災、６千人に及ぶ朝鮮大大虐

殺、数百人の中国人虐殺，それ以前1910年日韓併介、そ

れ以前の諸々の事件以来私達日本人は，朝鮮人，中国人、

アジア人に対し銃を向け、虐殺の歴史を繰り返し、日中

15年戦争，第二次大戦へと更に大量に、日本人ひとりひ

とりのすべてが繰り返して来た。今、在日朝鮮人60万、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･●k　･●　r･乙’ﾉV/7　’ゝ･-I,I、＿

在日中国人５万人が日本で生活している。彼らは、日本

の朝鮮、中国への侵略戦争の結果として侵略の緊圧入と´/〃｣7111‾t　●F-･

して日本に生活している。そして現在外国人登録法が、

人管今が、今また人骨法が日本の侵略戦争を正当化する

ものとして、朝鮮人中国人の民族解放の叫びを押しつぶ

すものとし付啖され、ま樋淀されようとしている。
　　　　　　　　　－'一¨　゛"゛い!jぼいの関係から歴史私達は、日本と日本人が、朝鮮入中国との関係

をとらえ返し、現在をとらえ返し、その中から私達の出

発点と方向を見定めていきたいと思う。
　　　　　　　　　　　　　　　34　人骨を考える会

美研と芸術

　我が充研の本旨は充研氏嬢昏々の自覚と主体性の内に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-一心･J　Jへ’’　ﾒ-・
存在する、それなしには丸研は語れない。それ悍責任・

管理・責務は各々の双眉に掛かっている、現代の殆んど

の芸術がブルジョアの標掲する商品生産慨嘆に奉仕し其
-r〃･|●J－
の恩恵を披っている。社会機構に安逸棲息するのでなく

常に鴨端に疾駆し飢餓の念を抱かねばならぬ。周囲を不

供･戴天の敵と化し、日常茶飯を狂気世界と化した状況で、

我々は放胆熾烈・豪放無比の精神でけって芸術を云々し

なければ本髄は不消化物の優で終焉に成り収空に拡散し
て了うだろう。同様に大学機構の一環に組み込圭れた我

々はこういう組織形態を見直し矛盾の究明を放置せず片

処から芸術問題の経緯を論議する事に依ってのみ美研に

組織化きれるのである。全ての芸術腎に於て現代は混迷

の世紀末であり温沌現象を表出しているが故に秀逸かつ

逸脱した堅牢強靭な精神の堅持が必要であり、現状から

賤剔遊離の態度が堅要である．

107A　美術研究部

フォーク…時代は変わる

　1930年代後半にニューフォーク巡礼　いわゆるこれま

であった既成のフォークソングを現代に介った新しいち

のに作り変えてｏふうとｏう障勤がピート・シーガー等
　　　　　　　　　゛‥’゛－グｍふふJIでいたが、辰
－／･-||　’－　　　　●

々によるウイー一尚－ズらによって椎められていたが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J･ －･11/ヽ4Γμ

近のフォーク・ソングを語り、そして歌う場合、肢らの

行なった運動を無視する二とはできない,、そこで我々も
　　　　　　--’･･一匹･･のフ，一クソングを形作っその原点に一度もどって我々のフォ一クソン
でﾉ円'ヽ,Wい一　･～－－

ていこうと思う。その一環として今回の和歌祭において、

当時からのフォークソングの流れを探')各時代において
　　　　　　　　-‥一一1回七⌒k-ﾚ与的ふ１で政治的貪欲
人々に唄われた歌をその当時の社会的そして政治的背京

をも考え合わせて研究しさらに我々による解釈を交え、

その奥底にあるなにものかをつきとめ，そして新たなも

ｸﾞ)を削り出してｏきたW

.

l考ｽﾔ

4

°一クソング同好会

祝和泉祭
　　アルバイトは当社でどうぞ／

豊万言に帽ご言言ぃ回言竺

大和運輸株式会社百貨店部

　　　　　中火区鍬座2-12-16　1el(542)0952･1452
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舞踏への招待

　　「ダンスを覚えたいがどうも恥かしくって……」等と

言われる方，どうぞ，一度気軽に，いらしてください。

美しい曲に合わせて，ダンスを楽しく踊ってみませんか。

どなたでもすぐ踊れるように部員が親切に指導いたしま

す。そして，たちまちのうちに，あなたはダンスの魅力

に，とりつかれてしまうのではないでしょうか。又展示

に於ては，我々の日常の練習や，学生舞踏の活動につい

て，写真や掲示物等で展示し，学生競技ダンスとはどの

ようなものかを説明いたします。又ダンスパーティに於

ては未熟ではありますが、実際に、我々部員の競技ダン

スを，ゆっくりご覧いただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　321　舞踏研究部

我々の新しい試み

　我々は，新傾向の試みを行う。統一テーマは決めず各

人が、日頃考えている数個のテーマをグループで研究発

表形式を取り，発表後参加者全員でおのおのの内容に関

する疑問点，問題点など討論し会う。討論し会うテーマ

は、学生としてまた社会人になってからも考えなければ

ならないことばかりである。また以外と見落されがちで

ある。各人の人生で一度は、真剣に考えなければならな

いものである。現代社会では、精神と機械とのギヤップ

があ‰　これを埋め合わせるのは人と人の対話である。

盛り込んだ題は、「差別」，「金」、「’旅」、「文学」、

などです。

　　　　　　　　　　　307　HES英会話同好会

法社会学論争

　法社会学が単なる概念法学に封する批判に止まらず社

会科学の一一一分野として、即ち法社会科学としての位置を

確立するためには、まだまだ乗越えなければならない障

壁があると言わねばならない。法社会学の根底的な存在

意味や方法論をめぐる法社会学論争はその上うな課題の

中でも重要なものと言えるだろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　法社会学研究会

内なる幻想の構築を

はじめにことばあり

　　　　　　　　　　　　　　　　　目　文学研究会

テレビとは何か

　無思想的、没主体的に、さまよえる一倍日本人民の意

識にテレビはいかなる影響を及ぼすのか。そして又、--

倍人民はテレビに何を求めるだろうか。あらゆる局面に

於て帝国主義的社会再編が拡大強化されてゆきつつある

今日、我々は国家権力と一体化し反人民的色合を濃くし

てゆくマメ＝メディア，ＴＶを鋭い批判の目でとらえテ

レビジョン、さらには全マス＝メディアの人民解放を志

向して行きたいと思う。

　　　　　　　　　　　　　405　放送文化研究会

司法の現状とその分析

　サークルにおける研究が、そのサークル内だけにとど

まり，閉鎖的になっている現状を打破すべく、我々は、

サークルの研究内容・成果を発表レていくことによって、

諸君と共に、共通の問題を考えていきたい。その一一一環と

して，和泉祭において「司法の反動化」の問題を、講演

会、討論会等の形で、諸君と共に、考えていきたい。現

在、44年８月以来の-づ巫の事件（平賀・福島問題・飯守

所信・石田発言等）カベ発展してきた，青法協問題は，

今や、司法修習生の任官拒否・裁判官の再任拒否として

現われてきており、我々，法を学ぶ者としては，収犬な

関心を持たざるをえなくなってきた。そこで、我々は、

それらの問題、とりわけ，青法協問題を、裁判官の思想

統制→裁判官の身分保障→司法権の独立→三権分立、と

いう形でとらえ､･三権分立，とりわけ，司法権の独立と

はいかなるものなのかを追究していく中で、具体的現実

としてある青法協問題を解明していきたい。

　　　　　　　　　　　　　　317　法律問題研究会
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現代のマーケティング

　　一生産から消費まで-

　現在我々の直面している様々な問題に対し、我々はマ

ーケティングの研究を媒体として、自己ないし社会を見

つめて行こうとするものである。

　本来マーケティングとは、生産者レベルにおける独占

と集中の進行に伴って発生したものであり、そニにおい

ては消費者志向、利益志向，シ又テムとしての総介志向

が強調され、経営活動の基本理念の転換が要請されてい

る。我々はこのような問題を企業家、消費者双方の立場

で比較検討し、学生の立場からの見解を確立し，ひいて

は人間学としてのマーケティング研究を目ざしたい。

　なお今回の和泉祭では、マーケティングというものを

より多くの人々に理解してもらうために，平易なマーケ

ティングの紹介を行い、併せて新たな問題提起をして行

きたい。

　　　　　　　　　　４目　マーケティング研究会

みんなで楽しめる奇術を

　“マギーグルッペ”この音から来る感じは何かコーラ

スグループを思わせるような柔和なものがある。これは

英訳するとマジックグループ、そう奇術研究会である。

誰もが何らかの形で奇術を見る楽しさを経験しているこ

とだろう。我々は、活動を通して奇術の本質を探究し、

その奇術を練磨し創造力を身につけることにより、広く

人と親しみ文化活動の推進に寄与することにより，豊か

な人間性を養い立派な社会人となることを目的としてい

る。このマギーを皆でより楽しく育てあげて行きたい。

君達も一度見る楽しさから、する楽しさを経験してはど

うだろうか。

　　　　　　　　　　　　　207　マギーグルッペ

うたう喜びを皆のものに

　歌の嫌いな人はおそらくいないと思う。しかしながら，

現代人はあまり歌わなくなって来た。「歌を忘れたカナ

リヤ」になりつつあるのではなかろうか？　音楽はラジ

オ・テレビ・レコード等のマスコミに乗って毎日の生活

の中に流れ込んで来る。確かに敢近音楽に対しての耳は

肥えて来ている。　しかし、それでは、音楽の一面を享受

しているのにすぎないのではなかろうか。

　そこで、我々は良い歌とは何かを探求しながら、自ら

が声を出して歌い、それも、大勢の入が一緒になって歌

い、その中から生ずるハーモニー-や歌ら喜びを一入でも

多くの入と味わおうと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　｜　まつぽっくり

Oh！ナンセンス

　春だなあってことは春だなあ。ちょうちようなんかも

飛んヒやって、でもって、雲なんかもフワフワただよっ

ちやってさ。キヤンパフヤ入間たちでうまっちやった’）

して，サークルにも一一年生が人ってきてね。とにかく和

泉祭なんだなあ。それでなんとなく「まいった、まいっ

た」って感じなんだ。まあ、ナンセンスをテーマにする

ってことになったんだけど、（これがすごく難かしいん

だ./）それを，どう表現するからっていうとね，マンガ

をコマから脱却させて、ナンセンスの空間を現出させち

やうんだ。集会なんかでよく言われる「ナ一ンセンス／」

と秋竜山のナンセン又とは同じなのかなって考えちやっ

てるんだやっぱり春なんだな。ぼくたちがこんな文章を

考えてたらとなりのＯってやつが軽蔑の眼差でじっと見

てるんだ。やあ，マイッタ、マイッタ。

　　　　　　　　　　　　　　　　205　漫画研究会

実際面から見た旅とユースホステル

　旅とユースホ又テルとは切っても切れない程密接につ

ながっていますが、私達は今回の和祭祭では、旅に関し

てはユースホステルに関連した鼎はあまり展示しないで、

旅をユー久ホステルとは切り離して考えてみようと思い

ます。さてどうなる’|なやら‥‥‥,､，それはとちかく、視

点を旅をする入の側に据えて、全国の脹の穴馬の紹介や

東京近郊の１泊２日の旅などを紹介し，それによってよ

り一層旅に興味を持たれる事を期待する次第です。ユー

スホステルに関してはユースホヌ､テル内におけるホ又テ

ラ一（会員）の行動を紹介し、あわせて水入テラ一にな

るための案内コーナーを設けます。

　　　　　　　　　　222　ユースホステル研究会

祝和泉祭

有限
会社

　ｶﾞｲ
外

○印刷のことなら何んでもご相談下さい./
　　○特に納期の点でおこまりの時はぜひ／

為印刷所

東京都台東区浅草2 －28－31

　T E L841 －0818 ・ 6708 ・ 6087
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目に見えぬものの実在

　現今、あらゆる分野で矛盾と限界を露呈し、汚濁と混

濁とにまみれた人間社会の状況を見る時、我々若人が理

想を有することの如何に至難なるを思わざるを得ぬ。

　何故にこのような時代となったかを，目に見えぬ世界

から，現世におけるその不幸、災厄の真因を追求せんと

するのである。

過去、死滅した所の成仏できぬ諸々の霊魂のピチピチ

と躍動し，人間の不幸さえ左右する現実を認識させ，そ

こからの脱却と打開への最短路を明示す。

　さらには、人間は死んでから何処へ行くのか、神の実

在，神の大計画という大命題，即ち，既成宗教において

の究極的なる問題を解明せんとし，併せて、人間の実在

の意義を明らかにし、将来，人類，特に日本人は何を為

すべきかを明示す。

　　　　　　　　　　　　　53　陽光文明研究会

徹底的キリスト教批判から自立を目指して

　’68～69年の全共闘運動による，あの根源的問題提起を

通ヒて、その内実（犯罪性、欺隔性）が｀暴露された既成

のクリスチャン（就中、牧師、神学者達）そしてキリス

ト教に対して，我々はもはや幻想を抱くことすら許され

ない。現在のＹＭＣＡは，人々に対して呈示すべき活動

成果など、何もありはしない。ただ，あるのは自己の内

部に巣食う、「曰く塗りたる墓」と，そして過去の歴史

において，そして現在.において、権力と癒着した犯罪的

キリスト教である。それを徹底的に告発していく中から、

我々は自立の思想的拠点を見出そうと今模索する。

　欺隔的犯罪的キリ又ト教　粉砕／

　　〈靖国〉＝〈天皇制〉粉砕./

　三里塚軍私空港建設　粉砕／

　三里塚土地強制収容　阻止./

　　　　　　　　　　　　　　　　　403B　YMCA

４

落語というもの

　落語とは何であろう。多くの評論家が語ってきた。し

かしいくら立派な落語論を聞き、読んだとしても、実際

に落語を耳で聞き，目で見、膚で感じなくては本当の落

語を理解することはできない。落語研究会は，より良き、

より達者な『落語家』を育てるにあらずして、よりよき、

より理解ある『観賞者』を育てるのが目的である。何故

落語を演ずるのか、「十人寄ると気は十色」で，意見は

種々様,々で｀ある。　しかし皆好きなのである，落語という

ものがたまらなく好きなのである。そしてその素晴しい

落語をすこしでも理解し，分析するために，自ら落語を

演ずるのである。　この落語の粋で素晴しい世界を１人で

も多くの方にわかっていただきたく、知っていただきた

く，今回の発表会を持ったわけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　落語研究会

多種多様なフォークダンス

　　“フォークダンズこの言葉で皆さんは何を連想され

るでしょうか。それはおそらく皆さん方が高校時代に踊

ってきた曲一例えばマイムマイム、オクラホマミキサー、

コロプチカ等ではないでしょうか。そして「フォークダ

ンズなんてくだらない｡」としたり顔でいらっしやる。し

かしちょっと待って下さい。ひと口にフォークダンスと

言っても，その国や地方によって様々であリ,その数およ

そ７千と言われているのです。　ただ皆さんが知らないだ

けです。我々は皆さん方に我々が例会と称する活動日に

どんな踊りをやっているのか又どんなにすばらしい曲が

あるのかということを知ってもらいたいと思っています。

けれども普及会では皆さんに楽しんで頂くため平易な曲

に始まり平易な曲に終わりがちですが、決してそれだけ

ではないと銘記しておいて下さい。又倅及会では我々が

普段踊っている曲を多少でも紹介してみたいと考えてい

ます。　とにかく生協屋上へお越し下さい。

　　　　　　　生協屋上　フォークダンス研究会

学生アルバイト峯奮暴雨函61面
(内勤→外勤)

谷a手口欣ﾀ応　　●明大生か多勢来られ短期間で高収入が得られます。
　ソ　　　ヌ　λΓQ　　●仕事は簡単、初心者でもすぐできます。

　　　　　　　　　　●勤務箇所は都内近郊80ヵ所自由に選べます。

　　　　　　　　　　(期間６月20日頃より７月15日頃まで)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は学生課ｱﾙﾊﾞｲﾄ係へおたずねﾄﾞさい

株式会社日本運搬社百貨店部
東京都千代田区大手町２の４

電話（２０１）７９５７・５９５７

－５３
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