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著者のパトチカは︑

１９０７年にチェコ・

ボヘミアに生まれた哲

学者です︒私はリルケ

康弘
間存在への限りない慈

しみがふと顔をのぞか

せます︒パトチカは︑

同郷の詩人リルケとど

こか似ている︒きっと

トチカについて論じて

という同じくボヘミア

いますが︑この書もま

TEL 03-5981-3163

パトチカは若き日にリ

この本の何が
﹁異端﹂ 学的︑存在論的と言え

た私の思索の友です︒

広報課

ルケを読んだに違いな

る も の で す︒ そ の 点

問合せ

出身のドイツ語詩人を

で︑彼の哲学は︑通常

﹃歴史哲学についての

大学紹介展示、入試資料閲覧・配布
など

長く研究してきました

なのでしょうか？私の

の歴史学︑歴史哲学に

異端的論考﹄ヤン・パ

キャンパス見学ツアー、

いと︑私は想像してい

考 え で は︑
﹁歴史﹂と

とっては﹁異端﹂とい

トチカ著 石川達夫訳

試験日疑似体験（試験室見学）
、

ます︒ちなみにジャッ

﹁生きること﹂の意味

いますか︑むしろ根源

入試相談会 12/8(土)13:00 〜 15:30
会場 目白キャンパス
対象 全学部
内容 入試個別相談、入試概要説明、

ので︑チェコ人の生き

ただ中を︑自らの思想

が究極において同じも

的でありました︒

【オープンキャンパス】

方や思想にも関心があ

に妥協無く生き︑そし

のとして生成すると捉

文章の密度は高く︑

次回は現代社会学科

日時 11月24日（土）13:00開会
会場 新泉山館１階大会議室
研究報告（13:10 〜）
「鎌倉時代における醍醐寺金剛王院と世俗権力の接近」
佐藤 亜莉華氏（大学院史学専攻博士課程後期1年次）
講演（14:00 〜）
「ヴェルザー家の海外進出
―大西洋を越えた最初の「ドイツ人」」
栂 香央里先生（日本女子大学学術研究員・兼任講師）
「廣岡家の「発見」―2010年代の成果を中心に―」
髙槻泰郎先生（神戸大学経済経営研究所准教授）
総会（16:50 〜）
＊大会終了後、懇親会を行います。
（17:45 〜、於：七十年館大学生協）
問合せ 日本女子大学史学研究会
ＴＥＬ 03-5981-3581

日本女子大学の進学相談会です。高校生
のお知り合いの方にぜひご案内ください。

ク・デリダが﹃死を与

てそのために死んだこ

えられていることだと

難解ですが︑ところど

学科長 渋谷 望先生

入場無料）

黒子
える﹄という書物でパ

とを︑眩しく仰いでい

思います︒パトチカの

ころとても美しい︒古

（事前申し込み不要

史学科学科長

新13回生有志（１号館ロビー）
カフェ（コーヒー 紅茶 和菓子 クッキー）
★昼食販売 11:00〜14:00（桜楓2号館2階）
関口フランスパンのサンドイッチ・菓子パン
★桜楓食堂 11:00〜13:30（桜楓2号館1階）
Ａ･Ｂランチ/カレー /麺類 各710円

会員サービス部 ℡ 03-3942-6095

〜進学相談会のお知らせ〜

ります︒パトチカにつ

ます︒思想は︑生に直

歴史観は︑ドイツのフ

代から現代まで張り渡

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

他）

㈱ティアマリア バッグ アクセサリー
㈱トクアンドフレンズ オリジナル洗顔料 手作り小物
㈲日和 シルクフォーチュン
ニッポー商事㈱ 梅干 昆布 乾物 菓子 他
ひよこ ドレッシング ドーナツ 黒豆
フィランソロフィー国際LEO協会 宮城・福島・熊
本被災地復興支援品（海産物 天然ハチミツ えごま製
品 他） 玩具 雑貨
ブティック カサブランカ 婦人服 バッグ 帽子
小物
プリテンシス 子ども服 雑貨

問合せ

第57回日本女子大学史学研究会大会のご案内

上着

いては︑東欧世界にと

接関わる未曾有の危機

ライブルク大学で薫陶

です︒

クリスマスグッズ）

ラ・プリマベラ 不要新品 手作り品
婦人国際平和自由連盟(WILPF) 錦松梅 九谷焼
アクセサリー 不要新品
アクセサリーサチコ ネックレス ブローチ イヤリ
ング ベネチュアンブローチ リング ランチョンマ
ット クッションカバー
RIJ支援会 陶器
絲禅 紬織婦人服 帽子
㈲池忠 傘 ストール

榮太樓商事㈱ 榮太樓飴各種 栗・黒豆の瓶詰め 他
㈱エトワール海渡 洋品 カレンダー ダイアリー 他
エムズガーデン アクセサリー ジュエリー 雑貨
CACAO SALON A-fuku チョコレート カカオ豆
カカオ豆からチョコレートを作るキット カカオニブ
カカオバター
cashmika カシミア製品
グラナダ Ｔシャツ 山形県産野菜
JANE LUNA コットンパール スワロフスキーア
クセサリー
j-seed 児童用アンダーウェア 手袋 マフラー
通園・通学バッグ ランチグッズ
書肆 美味堂 料理本
Soreil Genne 装花 和モダン小物
㈱たま珠江里 真珠製品 宝飾品
張恵 婦人服（セーター カーディガン ブラウス
Ｔシャツ

71

ﬂeurir.dot&co リボン グルーデコ
ペーパークラフト シャドーアート シャドーアート
デコパージュ
㈱丸山園本店 お茶 焼き海苔
リアルクロコ(実用) 革小物（爬 虫 類）
るりや 小物雑貨 衣類
桜楓会本部
・会員提供品 不要新品 埼玉県産野菜
・支部名産品 支部提供品
・豆の山本 豆製品
・㈱遠藤製餡 料理用豆・甘味
・東日本大震災復興支援
福島県 JAふくしま未来 梨・桃・りんごジュース
㈲白虎食品 干し桃 干しりんご
若松味噌醤油店 味噌
宮城県 菓匠三全 萩の月
㈱高政 かまぼこ各種
にしきや本店 レトルト食品
南三陸ミシン工房 がんばっぺし！ポーチ 他
岩手県 巖手屋 南部せんべい
さいとう製菓㈱ かもめの玉子 他
三陸山田がんばっぺ市場 ひもっこめしの素
シイタケピクルス 他
㈲すがた 元祖いかせんべい
高善商店 甘酒 他
たかだ屋一本松店 わかめ おやつ昆布
ぽん酢 他
桜楓会実業部 キャンパスグッズ 雑貨

11月30日（金）10:00 〜 15:30 桜楓1・2号館
入場料 100円
※在学生は学生証、桜楓会正会員は「桜楓新報」
11月号提示で無料
新制18回生の会 不要新品（衣類 タオル 雑貨 他）
新25回生 北原石鹸 衣類 本 小物 アクセサリー
手作り品（クリスマスリース 正月飾り 他）
北支部 アフリカ支援バオバブオイル 不要新品
創作小物（ネックレス）
練馬支部 雑貨 衣類
文京支部 不要新品（雑貨 日用品 衣類） 昆布 ほ
うじ茶 アロマオイル アクセサリー エプロン 雑貨
目黒支部 雑貨（衣類 バッグ 食器 他）
もみの木会 中古衣類 雑貨 アクセサリー 食器
不要新品 セーター ブラウス コート 他
桜楓合唱団 日用雑貨（タオル シーツ 石鹸 衣料品
バッグ 他）食品（お茶 コーヒー 油 調味料 他）
手作り品（カード 袋物 他）
衣の会 手芸グループ 子ども用袋物（レッスンバッグ
靴入れ 体操着入れ 弁当・給食セット）大人用袋物
クリスマスグッズ 他
きれっこの会 りんご 手づくり品（小物 エプロン

20

って極めて苦難の連続

によって鍛錬される︒

を受けた︑フッサール

された壮大で硬質な思

桜楓会バザーへいらっしゃいませんか

であった 世紀の真っ

言葉は受苦によってし

考の内部に︑か弱い人

みすず書房

か真理性を獲得しない

とハイデガーの影響が

昭和46年 食物学科卒

入学をちゅうちょしていた私に、
「日本女子大は人として尊敬できる
多くの優秀な女性が学んだ大学。君にとって他大学に進むよりも、きっ
と生涯の宝となる出会いと学びが出来ると思う」と言った父の言葉を折
に触れ思い出します。
入学後すぐ目白のゆりの木の下でその生涯の宝物、ワンダーフォーゲ
ル部と出会いました。高山植物写真の美しさと先輩に憧れて即入部。大
自然の中で安全に活動するための厳しいトレーニングが待っていること
も知らずに。新人養成合宿、30kgの荷を背負い10日間山々を縦走する夏
合宿、秋合宿、スキー合宿、春合宿、多くの活動を通し必要な技術を身
につけ、自然の恐ろしさ素晴らしさも身をもって理解し、共に歩む仲間
と感動の涙を流す幸せを知りました。リーダー学年の時は綿密な行動計
画や事前調査、万一の事故発生を想定した危機管理計画を作り、チーム
としての信頼関係を築き合宿に臨みました。その時に学んだことが仕事
に家庭運営に役立ちました。OG会活動では更に多くの素晴らしい先輩後
輩と出会い、学びが続いています。
食物学科では熱心に丁寧に教育していただきました。特に第1号の管
理栄養士コースを選択した者として、病院で働くことになった際に実感
しました。産前産後６週間の産休後現場復帰し、2人の息子を育てなが
ら職業人生を全う出来たのは卒業生としての自負と、理解のある夫や家
族親族や知人の支援があったからこそと感謝しています。

2018（平成 30）年 11 月 10 日発行 （４）

色濃く︑いわゆる現象

新制21回

報

と信じさせてくれるか

第28回

Ｊ.Ｍ.

新
らです︒

私を語る

楓

桜楓会ホームページ「会員専用」
ログインしてご利用ください。
正会員・準会員向けの情報を掲載します。

ログインＩＤ パスワード
半角小文字 半角小文字

正会員
準会員

ofuofu
jwujwu

a0420
b0420

下記までお気軽にお問合せ下さい。
迅速・丁寧な対応を心がけております。

日 時 ： 12月3日（月）13：30〜15：30
場 所 ： 桜楓1号館講義室
定 員 ： 20名 （先着順）
受講料: 1000円（材料費別）
指 導 ： 全日本俳画穂有会

相続登記・遺言書の作成・相続手続き
会社登記・不動産登記
新宿区西早稲田

（主宰

石井司法書士事務所 司法書士 石井丈也

ＴＥＬ：03−6233−9546
ホームページ：
『石井司法書士事務所
石井麻美 （新50文

早稲田』で検索

旧姓三宅）

有田二三穂）

師範 田中幸雪（新29国）
申込・問合せ

TEL

桜楓学園

03-3943-0052

 ofugakuen@atlas.jwu.ac.jp

