・ 第６回高校生地球環境論文賞表彰式

によるキャンパスツアーに

ラックスして︑学生ガイド

緊張した表情もすっかりリ

問する受賞者たち︒式での

︻佳作︼

校３年︑半澤麻里奈

＝神奈川・横浜隼人高等学

典▽
﹁海からのメッセージ﹂

あり︑多数の応募作の中か

は︑総計１３４通の応募が

彰状と副賞を手渡して功を

あと入賞者一人ひとりに表

長・学長も出席し︑挨拶の

︻地球環境レポート賞︼

次のとおり︵敬称略︶
︒

＝大分県立大分西高等学校

﹁楽器と森林のつながり﹂

も参加︒中央大学の魅力を
﹁ Think Globally Act in
﹂＝東京・帝京高
十分に堪能した様子だった︒
Itabashi.
等学校３年︑阿久津裕子▽

中央大学が主催する﹁高
ら︑山梨県立市川高等学校

ンパス１４０６号室で行わ
２年︑
岩崎まり子さんの
﹁利

の高い論文が多数あった﹂

ントに触れながら﹁レベル

員長は審査経過や選考ポイ

たたえた︒田中廣滋審査委

﹁レジ袋削減は本当に必要

︻優秀賞︼

校３年︑上野由理

本・八代白百合学園高等学

﹁水俣は終わらない﹂＝熊

高等学校３年︑山本陽

環の環﹂＝神奈川県立西湘

学校２年︑蓮子竜一▽﹁循

生﹂＝鹿児島県立山川高等

２年︑江川美帆▽﹁大量発

最優秀賞以外の入賞者は

日︑多摩キャ

れた︒第６回目となる今回
アイドリ
便性との戦い ――
ングストップ

と講評した︒

彰式が 月

校生地球環境論文賞﹂の表

最優秀賞は山梨県立市川高２年︑ 岩崎まり子さん

28

28

の試み﹂が最

文は︑電車な

れた︒受賞論

ちながら︑中央大学のキャ

われた︒ケーキに舌鼓を打

生たちも交えた懇親会が行

表彰式が終わると︑在学

農業高等学校３年︑高松正

の挑戦！﹂＝熊本県立鹿本

と農業との共存を目指す私

１年︑貝掛柚香子▽﹁環境

か﹂＝大分・岩田高等学校

校

等学校▽東京・帝京高等学

高等学校▽東京・頴明館高

高等学校▽福岡県立筑紫丘

︻学校賞︼大分県立大分西

優秀賞に選ば

ど交通の便が

ンパスライフについて質

スが大はやり︒Ｊ Ｒの主要

近ごろは駅ナカ・ビジネ

ノレールの駅にそれを望む

生している︒もっとも︑モ

パ地下のようなエリアが誕

ントがオープンした︒その

明星大学駅内に１件のテナ

のは酷な話だが︑
中央大学・

中大発の ﹁カリレル﹂ 貸本屋プロジェクト

モノレール中大駅にも駅ナカが出現

悪く︑車がな
いと生活が難
しい山梨県に
おいて︑どう
したら車を利
用しながら地
球環境を守れ

表彰式に

にしている︒

駅には︑駅とは思えないデ

るかをテーマ

⁉
は永井和之総

「Hakumon ちゅうおう」'06 年冬季号
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10

大学商学部３年︑茶川健二

プロジェクト代表は中央

屋だ︒

らぬレンタルブック︑貸本

レ ル ︶︒ レ ン タ ル ビ デ オ な

名はＫＡＲＩＲＥＬ︵カリ

な本の回転が

る︒どのよう

本が並んでい

約２００冊の

の本棚が２つ︑

入る︒大きめ

行きのモノレー

に多摩センター

借りると︑足早

の文字が︒本を

ントリーシート

とった本にはエ

言いながら手に

だ︒

節介ながら気になるところ

立っているのだろうか︑お

ジネスモデルとして成り

書館がある︒貸本屋は︑ビ

数で私学トップクラスの図

﹁ 月９日にスタートし

いいのだろう

いった︒

ルへと向かって

度の利用がありますね︒駅

てから︑平均で１日 人程

は︑ ま ず 住 所・

本を借りる際

を買う初期投資もあります

に支払うテナント料や︑本

﹁最初は︑

か︒

︶さ ん︒﹁ 商 学 部 で ア

郎︵
ントレプレナーシップ︵起
学生にもっと

から⁝⁝まぁ︑僕たちが運

業家精神︶を学んでいる︑
して有志で実施しています︒ 本を読んで欲

氏名・電話番号

一昨年の先輩方が起業コン
たいという高

価値を提供し

この貸本屋のプラン自体は︑ しい︒新しい

営しているので人件費がな

テストの﹃ドリームゲート﹄
なかなかプランを実現でき

どを多く揃え

ビジネス書な

で優勝した際のプランです︒ 尚な理念から
なかったのですが︑それを

いようだ︒

と﹂
︒ビジネスの世界は辛

会員登録をする︒ いので︑どうにかこうにか

その後に︑名刺

大手私鉄各社に交渉して

大のカードと会

員規約を渡され︑

トが撤退した多摩モノレー

その中で︑ちょうどテナン

ルから︑趣旨を理解してテ

きたが︑
反応は思わしくなく︑

う仕組みだ︒一

ナント設置が認められた︒

選んだ本を見せ

般的なレンタル

﹁今回は 月までの実験

て︑お金を支払

ビデオ店などの

ですが︑ビジネスモデルと

ていましたが︑

仕組みと大差はない︒ちな

消費者の求

みに２泊３日で１００円︒

今回モノレールの駅構内で

中大生の読書レベルはそ

してうまくいくようであれ

実 現 し ま し た ﹂︒ Ｋ Ａ Ｒ Ｉ

離れていまし
んなものなのかと︑ヤキモ

１週間借り放題コースは３

めるニーズと

そうだ︒

いのは︑人気マンガの﹃働

た︵ 笑 ︶
︒回転率が一番い

キしながら見ていると︑一

ば︑継続して事業化を考え

は大きくかけ

﹃バカの壁﹄
﹃人は
――
見た目が９割﹄といった新

きマン﹄ですね﹂と︑店番

人の女性が本を手に取った︒ ００円︒延滞料金も設定さ

慶應大︑横国大生の８人だ

書から︑大ヒット映画の原

をしていた横浜国立大学経

20

就職活動もあるから⁝﹂と︑

﹁初めて本を借ります︒

営学部３年の葛野太朗さん
は言う︒
︵ ︶

作﹃ 東 京 タ ワ ー﹄︑ 就 職 活
いった類のタイトルも目に

動の季節柄﹃業界研究﹄と

ＲＥＬのメンバーは中大︑

「カリレル」オープン。
円内は茶川さん（左）と葛野さん

秋沢ゼミのプロジェクトと

10

などを記入して

10

22

そもそも︑中大には蔵書

の高いマンガ本を中心に︑

れており︑１日１００円也︒ ています︒まずは︑ニーズ

12



もう少し品揃えを充実した
役買うようなプロジェクト

モノレールの活性化にも一

クトは始まったばかりだ︒
合政策学部３年︶

︵学生記者 滝沢孝祐＝総

になるといいですね︒

中大発の駅ナカプロジェ

いと思います﹂

多摩キャンパスに正義の女神﹁テミス像﹂

い を 語 る︒
﹁法﹂のイメー

てね﹂と千賀氏は寄贈の思

の学生たちに︑と思いまし

テ ミ ス 像 は 高 さ １・ ７

見られた︒

メートル︑重さは２００キ

ジが強いとはいえ︑

味は単に司法に限定された

﹁テミスにこめられた意

ロほど︒コンクリートの台

座を含めると約３メートル

の高さになる︒

済事務所︶から寄贈された

ギリシャ神話の正義の女神︑ 修一弁護士︵虎ノ門法律経

裁判所で見られ︑日本でも

化したテミス像は世界中の

るという︒法の理想を擬人

︵勇気と正義︶
﹂を意味す

剣は﹁司法の権威の厳しさ

天秤は﹁法の公平︵衡平︶
﹂
︑

ます﹂

にして欲しい︑と願ってい

﹃公平﹄や﹃正義﹄を大切

全学生が社会に出てからも

大学である中央大学に通う

公平などにも通じる︒総合

経済の公平︑そして家庭の

ものではなく︑社会の公平︑

もので︑ 月 日の除幕式

最高裁などにある︒弁護士

右手には天秤︑
左手には剣︒

には︑千賀氏

バッジも﹁テミスの天秤﹂

昭和 年法学部卒の千賀

﹁テミス像﹂だ︒

とテミス像を

をあしらったデザインだ︒

﹁公平の精神を﹂ と千賀秀一弁護士が寄贈
多摩キャンパスの目抜き
通り︑池の上・ヒルトップ
前に新しい像が登場した︒

製作した彫刻

和之総長 学
･
長︑阿部三郎

を招き︑永井

ことし３月のビル竣工と合

あるテミズ像と同型のもの︒

賀氏が代表取締役をつとめ

真新しい像を

糧になった思い出がありま

ンパスながらも学生の心の

年の像﹄
ができて︑
狭いキャ

部２年︶

︵学生記者 有路恵＝法学

と話している︒
家︑堤直美氏

中大に贈られたのは︑千

前理事長らが

わせ︑彫刻家の堤氏に依頼

る﹁虎ノ門法曹ビル﹂前に

出席した︒当

バックにＯＢ

﹁ 駿 河 台 に 在 学 中︑
﹃青

らが写真を撮

す︒何か︑多摩キャンパス

ミングデーで︑

して新たに製作したという︒

22

日はホームカ

除幕式のあと、テミス像を背に、寄贈者の千賀弁護士（右
10
から２人目）
、彫刻家・堤氏（同４人目）ら

りあう光景も



︵日展評議員︶
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