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正課外活動編

正課外活動編

97

Rikkyo Second Stage College

1. 受講生委員会活動
受講生として単に授業を受けるだけに留まらず、学内で行われる各行事の企画・運営を担う委員会
に参加して、コミュニティ活動の意義を認識し、受講生同士の交流を深めることが期待されます。春
学期ゼミナール開始時期に、下記各委員会を担う委員を各ゼミから、自薦・他薦により選出します。
受講生は、事情の許す限り、これらの委員会に参加して、諸活動の一端を担ってください。
各行事の委員会委員の概要
委員会名

活動概要

本科ゼミ長
本科副ゼミ長

ゼミ長には、ゼミ内及びゼミ間の意見の調整と取り
まとめ、
「ゼミ長委員会」への出席が期待されます。
副ゼミ長には、ゼミ長の補佐と代理をお願いします。

専攻科ゼミ長委員会

専攻科ゼミ長
専攻科副ゼミ長

ゼミ長には、ゼミ内及びゼミ間の意見の調整と取り
まとめ、
「ゼミ長委員会」への出席が期待されます。
副ゼミ長には、ゼミ長の補佐と代理をお願いします。

本科ニューズレター委員
専攻科ニューズレター
委員経験者（任意）

受講生の学びとキャンパスライフの生きた記録とし
て、また、最大の広報媒体としてのニューズレター
の企画・編集・発行を担います。
本科で「ニューズレター委員会」の経験のある専攻
科生は、アドバイザーとしての参加をお願いします。

本科ゼミ長
本科副ゼミ長

ゼミの課外活動の一環であり、RSSC 最大のイベント
である清里ゼミ合同合宿の本科日程の企画・運営を
担います。
副ゼミ長には補佐をお願いします。

専攻科
清里ゼミ合同合宿委員会

専攻科ゼミ長
専攻科副ゼミ長

ゼミの課外活動の一環であり、RSSC 最大のイベント
である清里ゼミ合同合宿の専攻科日程の企画・運営
を担います。
副ゼミ長には補佐をお願いします。

ウエルカムパーティ
委員会

専攻科
ウエルカムパーティ委員

専攻科生が本科生新入歓迎会の企画・運営を行います。

納涼パーティ委員会

本科
納涼パーティ委員会

本科生が春学期授業終了を機に納涼パーティの企画・
運営を担います。

クリスマスパーティ
委員会

本科クリスマスパーティ
委員

修了論文発表会委員会

専攻科
修了論文発表会委員

専攻科生が修了論文発表会の企画・運営を担います。

修了パーティ委員会

本科・専攻科副ゼミ長

修了パーティの企画・運営を担います。
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本科ゼミ長委員会
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ニューズレター委員会
（春学期第 23 号）
（秋学期第 24 号）

本科
清里ゼミ合同合宿委員会
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委員

本科生が中心となり、キリスト教に基づく立教建学
の精神によって、クリスマスパーティの企画・運営
を担います。
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2. 社会貢献活動サポートセンター
「社会貢献活動サポートセンター」は立教セカンドステージ大学が2009 年に、受講生・修了生の社会との交流
を通じて社会貢献に資する研究・演習・実践を支援するために設立した組織体です。
その目的に沿って自発的
に組成されたグループ研究会は現在、次の表の通り多種多様な13研究会
（会員総数約400名）
が積極的に活動し
ています。一方、修了後も個人的に地域の社会貢献活動に携わる或いは自らＮＯ法人を設立する等を含めると、
RSSC 全体で約千名の過半数が活躍中です。新規研究会のサポートセンター登録は、
約6 か月間の活動実績の審
査を経て認可されます。登録後は大学施設の利用、運営支援等が行われます。
＊各研究会の活動状況は、立教セカンドステージ大学同窓会ホームページhttps://RSSC-desk.ne/で検索して
ください。
なお、春学期の「学問の世界A」で、5 月16 日（木）
・23 日
（木）
にはサポートセンター登録研究会の報告会が開催
されます。それを受けて後日各研究会が「お試し参加プログラム」
（説明会・１日参加会）
を行いますのでふるって
ご参加ください。

2019 年 3 月末現在
研究グループ名

ウクレレ合唱団『鈴懸』
日本に住む外国人を考える会
生きがい創造研究
アクティブシニア研究会
プラチナコミュニティ研究会
経済・社会問題研究会
キリマンジャロの会
オリンピック・パラリンピック・レガシー研究会
RSSC アカデミック・コミュニティ
ソーシャルビジネス研究会
21 世紀アクティブシニア社会共生研究会

概

要（トピックス等）

アジア諸国の貧困の実情について調査・研究し、対外活動や現地訪問を実
施する。NPO/NGO の活動にも参加する。
修了生中心に自らデザインする生き方を広く多くの人々に知ってもらう。
小冊子『すずかけの小径』を毎年 1 冊発行し、2018 年度で第 10 号に達する。
清里合宿を契機としてウクレレ合唱団を創設。原則月 2 回練習、高齢者
施設等での慰問演奏のほか、イベントでの演奏も行う。
日本に居住している外国人の歴史・文化・生活の実情を知り、共に生きる
ために何が求められ、どのような行動が必要なのかを調査研究する。
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かがやきライフ研究会

動
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アジアの貧困と NPO/ NGO 支援研究会

活

RSSC で出会った縁をつむぎ、会員相互に生きがい研究、社会参加等の発
表を行うほか、外部諸組織との研究交流もしている。
個別テーマによるグループ活動を推進中。在学中から取り組んだ東日本大
震災支援の NPO 法人「コットンドリームいわき」を設立して運営する。
各種社会貢献活動団体とのコラボレーション、社会貢献活動の実践やセミ
ナー開催、三菱総研との連携で「まちづくり」の調査研究と支援をする。
身近な経済や社会問題をシニア目線で研究。その本質に迫るとともに、外
部発信と協働活動を推進する。
2016 年 1 月にアフリカのタンザニアに設立された「さくら女子中学校」
の特に日本サイドの資金調達等、各種支援活動を継続実施する。
パラリンピック、障がい者理解にかかわる知識の共有と情報交換を行う。
パラスポーツ観戦、体験学習、支援ボランティア活動企画・開催する。
豊島区と連携し小学生補習支援、シニアサロン連携、シニア大学との連携、
海外留学支援、地域活性化支援等、多彩な活動を展開する。
RSSC で学習・経験した内容を糧として、社会的課題をビジネス手法で解
決する活動を通じ、実際のビジネスプランを作成し、起業を目指す。
授業「修了生が語るアクティブシニアの生き方」の応援、『サポートセン
ター社会貢献の軌跡』
（小冊子）の発行等、社会貢献の啓蒙活動を展開する。

99

Rikkyo Second Stage College

３. 清里本科・専攻科ゼミ合同合宿
このゼミ合同合宿は、立教セカンドステージ大学創立の 2008 年度から現在まで毎年続いている、
年度最大のイベントです。雄大な八ヶ岳山麓の清里高原にある「清泉寮」で、本科生は 2 泊 3 日、専
攻科生は 1 泊 2 日の楽しく有意義なゼミの課外活動として位置づけられています。
合宿の企画・運営は各ゼミのゼミ長が受講生を代表して自主的・主体的に行うことになりますが、
過去の具体的な活動例は、ゼミ担当教員による興味ある講義、戦前戦後の立教大学の教授で清里実験
農場開拓の祖であるポール・ラッシュ博士の苦難に満ちた歴史の探訪、聖アンデレ教会における講話、
生物学教授の早朝自然観察会等、盛りだくさんの学びのスケジュールがあります。更には、学生時代
に戻った気分でキャンプファイアーなどを楽しみ、都会では見られない満天の星座観測等もあります。
参加者が一堂に会して食前の祈りをささげて、自然の作物による美味しい食事も魅力的です。
何よりの醍醐味は、キャンパスでのゼミや授業で知り合った受講生との懇親が一層深化すると共に、
その枠組みを越えた多くの学友たちとの語らいです。これからの人生にとって極めて得難い生涯の友
を作る貴重な場でもあります。
本科生・専攻科生ともこのゼミの課外活動の趣旨をご理解のうえ、素晴らしいゼミ合同合宿に事情
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の許す限り参加してください。ゼミ担当教員も大勢参加します。
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４. 2 月・3 月の課外活動
秋学期の正規授業は例年度 1 月下旬に最終授業となりますが、2 月〜 3 月も受講生の学習意欲に応
え、また、自主的・主体的な企画・運営により、次のような多彩な課外活動が予定されます。尚、修
了論文発表会は各ゼミナールから推薦された発表者が登壇しますので、事情の許す限り参加してくだ
さい。
主な課外活動例
時期

日

程

課外活動名

当

参

加

申し込み

２月上旬

日帰り

不忍池自然観察会

担当教員

任

意

個人

２月〜３月

１泊２日・日帰り

地域連携セミナー

研究会※ 1

任

意

ゼミ

３月上旬

２日〜３日

修了論文発表会

委員会※ 2

任

意

ゼミ

２月〜３月

適宜

各ゼミナール旅行

各ゼミ

任

意

ゼミ

２月〜３月

適宜

サポートセンター活動

研究会※ 3

任

意

個人

※1 プラチナコミュニティ研究会
※2 修了論文発表会委員会
※3 サポートセンター登録 13 研究会（97 ページ参照）
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５. 同窓会（参考）
2009 年に、立教セカンドステージ大学の受講生と修了生が、任意団体として同窓会を設立し、会
員相互の交流と親睦を図り大学へ寄与することを旨としています。現在は１期生から 11 期生までの
約 1000 名が加入し、加入率は平均 95％を超えています。具体的な活動例は、同窓会会員総会、講演
会、各期生の会員による懇親会と下記 12 の同好会による趣味・娯楽・研究活動、大学と協調した講
演会の開催等を積極的に展開しています。12 期生にも入会勧誘が行われますので、詳しくは「立教
セカンドステージ大学同窓会」のホームページを見てください。全国の各種のコミュニティカレッジ、
大学講座、生涯学習等には同窓会はなく、立教セカンドステージ大学の特色です。
2019 年 3 月現在
活動グループ名
異文化研究会

RSSC 読書会
山岳会
RSSC ゴルフ同好会
ワイン同好会
RSSC 英会話クラブ
茶の湯同好会
ボランティア英語通訳研究会
名画鑑賞友の会
ウタテラス

概

要（トピックス等）

幅広い分野に関心のある方々が定期的に集まって交流を図ります。講演会の
開催により講師との意見交換の場をつくり、会員各位の見聞を広めています。
女性や子どもを取り巻く社会的問題について多様な視点から捉え、社会に
還元することを目的とし、
調査研究と情報発信、
社会的支援をしています。
担当者が課題図書を決定、次回の例会において各自が読後感等の意見交換
をします。月 1 回第 4 木曜日午後東京芸術劇場で行っています。
毎月 1 冊の「課題本」を手がかりに、ときに笑い、ときに真剣に、仲間と
語り合う場です。
100 冊の世界を語り合う人生最高かつ安上がりな贅沢です。
メンバーはすべて 1 期生で、毎月、高尾山の健康ハイキング。四季折々の
高尾山の魅力に取りつかれ、大雪や雨模様の中でも楽しく登っています。
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読書会「アイビー」

動
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ウイメンズクラブ

活

真にゴルフを楽しむ会を標榜しています。同期の枠を越えて RSSC に学ん
だ者のネットワークを大切にしたいと思います。気楽にご入会ください。
同窓生の仲間同士、｢ワイン同好会｣ を通じて、ワインを楽しみながら親
睦を深め、豊かな熟年の意義ある日々を過ごしていただきたいと思います。
NHK 学園で経験豊富なカナダ人女性を講師に招き、ユニークなレッスン方
式で、
生きた英語によるコミュニケーションのスキルアップに励んでいます。
キャンパスから徒歩 10 分の目白庭園の茶室で毎月 1 回稽古を実施。時に
は美術館や博物館を訪ねて、茶道具や茶室の見学で見聞を広げています。
2020 東京オリンピック開催時には、ボランティアガイドとして道案内や
観光案内が出来るように、実践的英会話の練習をしています。
名画（美術）に対する洞察を深めるために、絵画展・展覧会などで数多く
の名画に触れます。会員相互の親睦を深め、
セカンドライフを豊かにします。
歌を媒体として親交することで、期生間世代を超えて広範な人間関係を紡
ぎます。RSSC イベント・パーティ等で歌を通じて一体感を演出しています。

＊同窓会について詳しく知りたい場合は、RSSC 同窓会ホームページ：https://rssc-dsk.net/ を確認してください（問い
合わせページあり）。
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