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主な内容
○クラブスケジュール
〇クラブインタビュー
〇オリンピック競技紹介
〇マジック紹介
○局員メッセージ
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C）創価大学学友会 ２０２１年
http://gakuyukai.soka.ac.jp
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落語研究会（大学芸会予選）

16月

男子バスケットボール部Raiders（大会）

17火

男子テニス部（関東大学テニスリーグ戦）

落語研究会（大学芸会予選）
18水

3火

19木

4水

20金

落語研究会（大学芸会敗者復活戦）

21土

柔道部（東京学生柔道体重別選手権大会）

22日

柔道部（東京学生柔道体重別選手権大会）

5木

6金

落語研究会（大学芸会予選）

落語研究会（大学芸会予選）

23月
7土
8日

なぎなた部（第60回全日本なぎなた選手権大
会）
モダンダンス部（体験会）

9月

落語研究会（大学芸会予選）
ダブルダッチ部R2（ダブルダッチデライト）

10火

落語研究会（大学芸会予選）

24火
25水
26木

27金

チアリーディング部PANTHERS（関東選手権大会）

28土

チアリーディング部PANTHERS（関東選手権大会）

29日

Prince Marcy Jazz Orchestra（ライスパワージャム）
チアリーディング部PANTHERS（関東選手権大会）

11水
12木

13金

落語研究会（大学芸会予選）

落語研究会（大学芸会予選）

14土
15日

パイオニア吹奏楽団（東京都吹奏楽コンクール
予選）
フラチームLea Makana（カレッジフラコンペ
ティション）

陸上競技部短距離（平成国際大学協議会）

30月
31火

落語研究会（大学芸会決勝）
モダンダンス部（体験会）

未定

ラグビー部（試合）
女子バトミントン部（試合）

※7月27日現在の予定です。延期・中止になる可能性があります。
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道

～天文研究会インタビュー～

2021年(令和3年)6月30日(水)

創大学友新聞では「道」と題して、輝くクラブ団体
へインタビューを行います。今回は、学術局「天文
研究会」にインタビューしました。

年間テーマ 「繋がろう！皆で一つの星座に！」

↓夏の大三角形

↑静岡県・爪木崎

○天文研究会に入った理由は何ですか？
友達が誘ってくれて一緒に星を見ているうちに星が好きに
なり入部を決意しました。
副部長さん：小さいことから人間関係に苦手意識があり、
友達といてもどこか孤独を感じてしまう私を父が毎週末プ
ラネタリウムに連れて行ってくれました。その時から星に
励まされ、星や空が大好きになり入部しました。
○どんな活動をしていますか？
オンラインでの活動は、まず仲良くなることを目的にアト
ラクを行っています。天文に関するクイズをすることもあ
り、仲良くなりながら天文についてもしっかりみんなで学
んでいきたいと思います。活動の一つに「Show & Tell」と
いう一人一人を知るための企画をやっていて、部員の思い
出の品の紹介とそれにまつわるエピソードを紹介するとい
うことも行っています。対面での活動になると天体観測を
行うのですが、いつも天気に恵まれないことが多いです。
（笑）
○クラブの魅力は何ですか？
まず１つ目に、雰囲気がいいところです。穏やかでやわら
かい、優しい部員が本当に多いです。２つ目は、話をじっ
くり聞いてくれる人がたくさんいるということです。また、
勉強やバイトなど幅広い分野でみんながそれぞれ頑張って
います。頼りになる先輩、個性的で楽しい同期、素敵な後
輩がいることが魅力の１つです。３つ目に、楽しく天文に
ついて学べるということです。みんなで楽しい部会を作っ
ていくために、「プラネタ部門」「企画・レク部門」「研
鑽・対話部門」の３つの部門を作り、部門内で協力して部
会を企画しています。

☆こと座の神話
こと座はギリシア神話で音楽の名手とうたわれるオルフェ
ウスの愛用していた竪琴。妻エウリディケとオルフェウスは
深い愛情で結ばれていたが、結婚して間もないある日、エウ
リディケは草むらで毒蛇に噛まれてしまい亡くなる。悲しみ
にくれるオルフェウスは黄泉の国にエウリディケを探しにい
くことに。オルフェウスはエウリディケを見つけ出し、黄泉
の国の王プルートから「地上に出るまで決して妻のほうを振
り返ってはならない」と厳命されて妻を地上に連れ戻す許し
を得た。しかし途中で誤って振り返ってしまったオルフェウ
スは、妻を永遠に失ってしまった。そして生きる気力を失っ
た彼は絶望のあまり死んでしまい、憐れんだ大神ゼウスがオ
ルフェウスの竪琴を星座にしたとされている。

○夏の天体について教えてください。
【天の川】 夏の天体といえば天の川ですが、実は七夕だ
※2019年12月撮影
けではなく一年中見ることができます。しかし夏と冬では
見え方は違います。夏は天の川銀河の中心部分が、冬は外
側部分が見えるため、星が多く密集している中心が見える
夏の方が明るく見えるのです。また、七夕は７月７日です
がこれは旧暦なので、今に置き換えると８月１４日が七夕
ということになります。
【夏の大三角】 夏の大三角はこと座のベガ(織姫星)、わし
座のアルタイル(彦星)、はくちょう座のデネブ、この3つの
星を結んでできる大きな三角形のことです。
〇こと座：こと座は夏の夜に東の空から頭上高くに見える
星座です。夏の大三角の中で最も明るく、0等星で白く光る
ベガと平行四辺形を形作る4つの星が西洋の琴(ハーブ)を描
いています。
〇わし座：わし座はアルタイルを中心に天の川とは垂直の
南東に飛ぶ鷲の姿を描いています。アルタイルはベガの南
側または東側にあるのが見つける際のポイントです。わし
座は形をつなぐのはかなり難しいので、アルタイルが見つ
かればよしとしましょう。
〇はくちょう座：はくちょう座は星々が十字の形に並んで
いることが特徴で、名前の通りはくちょうの姿を表してい
る星座です。はくちょう座のデネブはベガよりも北側にあ
るのがポイントです。
【ペルセウス座流星群】ペルセウス流星群は、１２月に見
えるふたご座流星群、１月のしぶんぎざ流星群と並ぶ日本
の３大流星群の１つです。今年は７月１７日から８月２４
日ごろまで見ることができます。８月１３日には最も活発
になる極大を迎えます。星の見ごろは夜中の２時から３時
頃で、１時間に４０個ほど見ることができると思います。
○星空観測の仕方を教えてください
星を見る上で、一番大事なのは天気予報を確認することで
す。また天気が悪い日だけではなく、月明かりのある満月
の時も避けた方がいいです。八王子からは「天の川」は見
ることはできないのですが、山の上なので星は綺麗に見れ
ると思います。奥多摩湖や山梨、静岡など自然豊かな場所
では、東京都は違った美しい夜空を見ることができます。
様々な小さな条件をそろえていくと肉眼でもきれいに見る
ことができます。また、雲がかかってしまったり、霧が出
たりなど、予期せぬことが起こることもあります。気長に
余裕をもって、どんな瞬間も楽しむようにしましょう。
創大祭は『宇宙開発×私たちの未来＝？』というテーマで
宇宙的な視野に立って自分たちの未来を考えていきます。
お楽しみに！✨
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卓球
【種目】
・男子・女子団体(3人制)
・男子・女子シングル
→水谷選手、張本選手、伊藤選手、石川選手
・ミックスダブルス→水谷×伊藤選手
【ルール！】
1ゲーム11点先取した方が勝ちで、個人戦の場合4
ゲーム、団体戦の場合3ゲーム先取で勝ちです。
【みどころ】
・前回のリオデジャネイロオリンピックでは男子団体
が銀メダル、女子団体が銅メダルを獲得しています。
国際大会などでは、張本智和や伊藤美誠らが卓球王
国中国の選手に勝利するなど、東京オリンピックでは、
日本勢初の金メダルが期待！！！🥇
・「チキータ」って聞いたことありませんか？？試合を
見てるとたくさん出てきます！！チキータ見所です！

水泳
【人数】
基本1人、リレーは4種目×１人なので４人です。
【ルール】
フライングは一発失格、自由形＝クロールのイメー
ジがありますが平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ以外の
泳法であればなんでもよいんです 。ですが、ク
ロールが一番スピードがでる泳法であるため皆ク
ロールをしています。ちなみに、アテネオリンピック
時競泳は自由形しかなかったが、クロールが開発
される前だったので平泳ぎが泳がれていたんで
す！

準硬式野球（オリンピックでは野球）
【人数】
基本的には1チーム9人です。
【形式】
硬式野球とほとんど同じルールで行われます。
自チームの攻撃中、アウトが3つになる前に走者が本塁
に達すると、得点が1点記録され、アウトが3つになったら
攻守を交替します。基本的には9イニングが終了で試合
が終了となりますが試合続行が困難になった場合や既定
の得点差がついた場合には、試合を打ち切ることがあり
ます。
【歴史】
1948年、これまであった軟式ボールとは違った、「使用
感が硬式ボールに近くて、尚且つ手軽に遊べるボール」
を目的に開発に着手し、翌1949年に、握った感覚は従
来の軟式ボールと同じながら、打球感が硬式ボールと同
じという準硬式ボールが完成しました。この硬式に似た新
しい軟式ボールを使用した軟式野球を通称で準硬式野
球と呼ぶようになりました。

オリンピック企画
これを知っておけば100倍楽
しめる！！

ラグビー
【人数】
ラグビーW杯の15人制と
今回のオリンピックで行われる7人制があります。
【時間】
15人制の場合前後半40分ずつで、7人制は前後半
7分ずつです。
【点数の取り方】
・トライ5点
・コンバージョンキック（トライの後に蹴るキック）2点
・ペナルティーキック（相手にペナルティーがあった時
にゴールキックを選択した時）3点
・ドロップキック（試合の中でゴールキック）3点
【注目！】
ラグビーは2015年のW杯から注目度があがってい
ますがそれまで全て出場していたW杯では1勝しかし
たことがなく2015年に3勝、2019年には初の決勝
トーナメントに進んでいます（ここから最近の躍進の
すごさがわかると思います）！！

バスケットボール
【人数】5人
【ルール】
10分を4回(1試合)行い、合計点が多い方が勝ち
【知っていたら面白いルール】
→試合時間の10分以外にも時間に対するルールがた
くさんあるんです！(24秒ルール、14秒ルール、8秒
ルール、5秒ルール、3秒ルール)

テコンドー
【ルール】
・原則１対１の個人戦（団体戦もあり）
・頭と胴と足に電子センサーのある防具、足の場合は
電子ソックスを着用します。それらが反応するように蹴
り合います。試合は2分×３R行い、最終得点の高い選
手の勝利です。頭に当たれば３点、胴に当たれば２点、
パンチは胴のみで当たれば１点です。アクロバティック
な技の場合各ポイントに２点加算されます。例えば回
転蹴りが胴にヒットすれば２＋２で４点入ります。ただし
防具をつけているところ以外を蹴ると反則で減点１点
です。
【実は…】
テコンドーは海外で人気を誇り、空手よりも競技人口
の多い7000万人の選手がいます。ただ得点を競う競
技のように見えますが格闘技なのでKO決着も存在し
ます。また反則を10回行うと反則負けになりますので
勝ち方は様々なんです。
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6/23〜6/27ま
でYouTubeで定
期発表会を行い
ました！
見てくださった方
本当にありがとう
ございました！

↑ポイというジャグリングの
道具です！リボンのようなも
のを回しながら演技しま
す！音楽との相性が良く、
どの音楽であっても魅力
的な演技を演出することの
できる道具です！

お家時間充実企画
～SMPさん編～

↑トランプとコインを使った演
技で、気づいたらコインの場所
が移動してる！？
というマジックです！
不思議さが満点なとても楽し
い演技です！

↑バルーンアートを使って
赤ずきんちゃんの物語を作
りました！
赤ずきん、おばあちゃん、狼
をバルーンで表現しました！

今クラブ員さんに伝えたいこと

