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新入舎生の自己紹介

早稲田大学先進理工学部2年
新井智咲

　11月末に信愛学舎に入舎させて頂きました、早稲田大学先進理工学部生命医科学科2年の新
井智咲と申します。私は中高大と特にスポーツに力を注いできました。このため、まず私自身の

スポーツに関する経験について述べさせて頂きます。

　私は中高の6年間、少林寺拳法に打ち込んでいました。少林寺拳法に打ち込む中で、なかなか
大会で結果を出すことのできない挫折や、チームのメンバー同士で意見が食い違ってしまうこと

による衝突などの、たくさんの辛い経験をしました。一方、練習にひたむきに打ち込むことでよう

やく結果を残せた時の達成感や、仲間と一つの目標に向かって努力する楽しさなど、かけがえの

ない経験をすることもできました。中高の部活動で得た様々な経験は、現在の私を形成する大切

な因子となっています。

大学に進学すると同時に少林寺拳法を辞め、現在は早稲田大学チアダンスチームMYNXとい
うサークルに所属し、チアダンスに打ち込んでいます。これは、中高時代の少林寺拳法の練習中

に右肩を何度も脱臼し、脱臼癖がついてしまったため、少林寺拳法を続けることが出来なくなって

しまったからです。代わりに、以前Youtubeで演技を見た時に一目ぼれしたMYNXというチアダン
スチームに入り、心機一転チアダンスに打ち込もうと決心をしました。しかし、私はこれまでダンス

の経験がなかったため、思うように体を動かすことが出来なかったり、先輩がおっしゃっているダ

ンス用語を理解することに苦心したりと、困難も多々ありました。ですが、私がYoutubeを見た時
に一目ぼれした先輩方のように上手に踊れるようになりたいという憧れの思いを胸に、日々練習

に励んでおります。

次に、私の趣味に関して述べます。私はお菓子作りが好きです。クッキー、シフォンケーキ、

チョコレートケーキなど様々なお菓子を作りますが、チーズが大好きなので特によくチーズタルト

を作ります。そしてもう一つの私の趣味は書道です。私は4歳の頃から高校2年生までの間ずっと
書道を習っていました。墨を磨る時の匂いや、心を正して半紙に向かう時の緊張感、細心の注意

を払いながら集中して筆を運ぶ瞬間など、書道にはたくさんの魅力があります。私は書道が大好

きで、大学の学部を決め試験のために勉強に本腰を入れなければならないギリギリの時期ま

で、ずっと書道を続けていました。今でも、時折筆を持ち半紙に向かって字を書いています。

このように、私はスポーツに打ち込むことと、お菓子をつくること、そして書道をすることが好き

です。私の好きなことや趣味を通じて信愛学舎の皆さんと交流を深め、実りのある4年間を過ごし
ていきたいと考えております。
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宮沢賢治『銀河鉄道の夜』

遠藤愛明

都会にいてもはっきり見える星座がオリオン座だ。殊、まもなく寿命を迎えるというベテルギウ

スは（東大の研究所の発表によるとまだ10万年は爆発しないとも言われているが）、冬の夜空の
澄んだ空気のおかげできらきらと輝いて見える。この星を見ると、冬になったと感じる。都会育ち

の私にとって、満天の星空を見た経験はわずかであり、そのほとんどが毎年訪れる青森の酸ヶ

湯に於いてである。一昨年訪れた際に見ることの出来た天の川の、散りばめられた宝石のような

煌きには息を呑んだ。

　宮沢賢治も、今よりもずっと辺りが暗かったはずの東北の空で、星を眺めては様々な想像を膨

らませただろう。『銀河鉄道の夜』の物語は、天の川の説明からはじまる。「乳のあとだと云われ

たりしていたこのぼんやりと白いものがほんとうは何かご承知ですか」。やがてこの銀河を旅する

ジョバンニとカンパネルラは、互いに心の深い所で結ばれている友人である。友人といっても、ふ

たりして活発に野原を駆け回ったり、水遊びをし合うというような関係ではない。ジョバンニは病気

の母の世話をし、漁師である父の帰りをいつまでも待っている。心ない同窓たちはジョバンニの

境遇を笑い、「ジョバンニ、お父さんから、らっこの上着が来るよ」と、帰ってこない彼の父を笑い

の種にするのだ。

　カンパネルラはジョバンニに深く同情している。冒頭、教師の「天の川とは何であるか」という問

いに、答えを知りながらも確信が持てず解答出来なかったジョバンニを気遣って、教師から一目

置かれている様子のカンパネルラも答えない。二人はこのように精神的には通っているものの、

互いに言葉を交わすことはなくなってしまった。忸怩たる思いがそうさせていると考えてもよいだ

ろう。「カムパネルラは（略）気の毒がってわざと返事をしようとしなかったのだ、そう考えるとたま

らないほど、じぶんもカムパネルラもあわれなような気がするのでした」。二人はカムパネルラが

死者の世界へと向かう銀河鉄道の中で、おそらく久方ぶりに言葉を交わす。

――「この地図はどこで買ったの。黒曜石でできてるねえ。」ジョバンニが云いました。「銀河ス
テーションで、もらったんだ。君もらわなかったの。」「ああ、ぼく銀河ステーションを通ったろうか。

いまぼくたちの居るとこ、ここだろう。」（新潮文庫）――

星に願いを。川に落ちたいじめっ子ザネリ（ジョバンニを馬鹿にする）を助け、代わりに死んでし

まったカムパネルラは、生前ジョバンニと言葉を交わせなかったことが心残りだったに違いない。

彼らが現世で最後に会ったのはザネリとその一味がジョバンニを馬鹿にした時だ。カムパネルラ

は「気の毒そうに、だまって少しわらって」いた。その時、ジョバンニに一言でも言葉をかけること

が出来たら…。生前叶わなかったことを死の直後か直前か、星に願い、死への旅の途中で双方
にとって心残りだったあの最後の出会いの記憶を更新する願いを叶えることが出来たのではな

いだろうか。理不尽に死んでしまったカムパネルラへの弔い、作者宮沢賢治の慈愛の精神を、再

読して強く感じたのだった。残されたジョバンニは天の川を見るたび、亡き親友を美しい思い出の

中に思い浮かべるだろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Auf Wiedersehen！　アンゲラ・メルケル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤愛明

　トルコ系ドイツ人の映画監督ファティ・アキンの『女は二度決断する』（原題：Aus dem Nichts）
は、トルコ人の夫とその間に出来た息子を排外主義的なテロリストによって殺されたドイツ人の女

性カティアの決断がもたらす衝撃的なエンディング（彼女はいわば現代ドイツにおけるウィリアム・

テルであった）を含め、ドイツにおける移民問題に対しての一つのレスポンスであった。当時私

は、ニュースではもちろんドイツでメルケル首相が下した難民受け入れの措置やそれに対する国

内における非難の声があるのは知っていたがこの映画によってどれだけドイツ国内が移民問題

によって緊張状態にあるかがよく分かった。

　此度の選挙の結果（2021年9月）によって新首相が選出された後、16年間その座に就いていた
アンゲラ・メルケルが政界を引退する。一人の政治家がこれだけの歳月を首相として過ごしたこ

とは政治の素人である私から見ても驚くべき事実である。難民問題、そしてコロナ問題があった

中でも辞任を余儀なくされるという状況に陥らず常に国民との対話と説得の姿勢を彼女は見せて

きたこと。このことが彼女にとっての政治的な長寿に繋がったのだとしたら、いくら政治家としての

キャラクターが違うとはいえ、自らの言葉を持たない首相（その首相ももう交代するが）を持つ一

国民からすればメルケルの政治家としての「輝き」は圧倒的であった。

　メルケルが政治家としての危機を迎えた難民問題。約100万人のシリアなどからの難民を国内
に迎え入れる政策に非難の声が飛んだ。そうした時期にメルケルが行った演説のいくつかが『わ

たしの信仰　キリスト者として行動する』（新教出版社）という松永美穂氏による訳の本に収めら

れている。生半可な覚悟で下した判断であれば説明するための言葉を失いそれが国民の支持

の喪失に繋がり結果的には政治家としての失脚へと繋がったであろうが、そうした中で彼女は強

かであり説得力のある言葉で演説の聞き手に良きイメージを思い描かせていたのだった。

　ただ「ピンチをチャンスに」などとスローガンめいたことを言っておけば良いわけではない。難民

を受け容れること、すなわち異国の文化や宗教を受け容れることは私たちの文化にとってプラス

になるという基本姿勢を彼女は示すが、それだけではない。難民受け容れをチャレンジ（難題）と

して認めながら、これまでに実現してきた高齢者介護の充実化や子供の支援政策などを引き合

いに出してこの問題をそうした事柄の文脈に落とし込みながら、難民のドイツ語取得事業の強化

を具体的に約束し「尊厳が認められ、寛容な国」として難民たちに認識されているドイツの国民一

人一人にとっての、いわば崇高な課題として認識させようとしているのである。16年間に行ったす
べての業績が褒められるということはないだろう。それでもいかなる危機的状況においても理性

的かつ温かみのある言葉（と的確なタイミングで引用する様々なデータ）で国民を説得することを

やめなかったメルケルの政治家としての姿勢は政治史に名を残す偉業ではないだろうかと、極東

に住む一学生は思うのであった。

　＊編集部注：新首相にはドイツ社会民主党（SPD）のオラフ・ショルツが選出された。
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【トラッシュ・ムービー特集②】
愛すべきB級・クソ・トンデモ・ナチス・ムービー『アフリカン・カンフー・ナチス』

　

下山航輝（修士1年）

（『アフリカン・カンフー・ナチス』公式HPより　https://transformer.co.jp/m/akfn/）

第二次大戦後、ヒトラーと東條英機はまだ生きていた。彼らは逃げ延びた先のガーナを制圧すると、
空手と魔術的な国旗を用いながら現地の人々を新たな人種「ガーナ・アーリア人」として洗脳し、世界
を侵略するための拠点を築いていく。圧政の中、心優しき地元の青年アデーは、ヒトラー達に地元の
カンフー道場を潰され、愛する恋人を奪われてしまう。復讐を誓うアデーは最強のカンフーを習得する
ため、過酷な修行に身を投じていくが……（『アフリカン・カンフー・ナチス』HP　より
（
https://transformer.co.jp/m/akfn/intro%ef%bc%86story-%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%83%b
b%e7%89%a9%e8%aa%9e/　）

久々にツッコミの追いつかないクソ映画を観たという感じだった。いや、この特集の趣旨からす
ると「トラッシュ・ムービー」と呼ぶべきか1。
　何が、というと『アフリカン・カンフー・ナチス』を観終わった直後の感想のことである。
　予告の雰囲気などから、B級映画であるのは重々承知のことではあった。だが、それにしても想
定をはるかに上回るクソ度、いやトラッシュ度だった。上映終了後、一緒に観に行った友達との間
に重苦しい沈黙が数分流れたのも偶然ではあるまい。すまない、福永君…、悪気は無かったん
だ2。
　初めに擁護しておくが、ストーリーのプロットは王道のカンフー映画である。ヒトラー役を演じる
セバスチャン・スタイン監督自身が述べているように「ガーナの心優しい青年アデーがカンフーの
マスターを敵に殺されてそのリベンジをしたいけど、カンフーが足りないから他のマスターの元で
トレーニングして、最後に宿敵を倒しマスターの仇をとる」というものである。だが、それ以外の要

2手元のメモ帳によると、 映画を観たのは6月24日。渋谷のイメージフォーラムでだった。

1鶴田は「新連載トラッシュムービーがとうとう始まった。発端はキッチンで何気なく見ていたある映画があまりに
もひどすぎて、ネタとしてゾーエーに載せようという話になったこと。毎回、担当者が出会ったトラッシュ(ごみ)の
ような映画、観て人生の時間を奪われたと嘆きたくなるような映画を紹介していく(予定)」と記している。本稿はこ
の企画の続編だと自認している（鶴田賢一郎「連載トラッシュムービー①　犬好きの犬好きによる犬好きのため
の映画『バレッド・ヘッド』」『ZOE』第7号、2021年3月、16-7頁）。
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素が致命的に狂っている。ゲーリングが黒人のガーナ人だと堂々と言い張るぐらいには狂ってい
る。

これだけ見ると普通のカンフー映画のようだが…
　　

　大体、冒頭のあらすじはあっているようで間違っている。ガーナを制圧したと言っているが、実
際に制圧したのは、ボートで漂着したド田舎の一般人の畑ぐらいである。ヒトラーのガーナ人精鋭
部隊、「ガーナ・アーリア軍団」はどれだけ一生懸命数えても20人ぐらいしかおらず、精々地元の
チンピラ集団といった有様である。ヒトラー一味は世界征服をしたいのだかそうではないのかよく
わからない。作中で行った悪事は、主人公たちのカンフー道場を破り師匠を殺したぐらいで、それ
以外は特に何もしていない。

東条英機とガーナ・アーリア軍団の行進

　さらに、時代設定がいつなのかわからない。ヒトラーと東条英機がほぼ現役ぐらいの年齢のよう
に見えるので1950年前後かと思いきや、舞台は明らかに現代のガーナである。ラストシーンには
最近の日本車＝プリウスが出てくる（し、爆発する。これはネタバレだが）。
　全体的にCGが安っぽいのだが、これはガーナ出身の共同監督ニンジャマンの手腕によるもの
である。『アフリカン・カンフー・ナチス』でどのようにCGが使われているのか画像がないので伝え
づらいので、Youtubeにあがっている彼の短編作品のワンシーンを掲載しておく。こういう感じの、
いかにもCGっぽい、ひと昔どころかふた昔ぐらい前に見られたようなCGを惜しみなく使うのであ
まりのチープさに笑いが誘われてしまう。
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Alien vs. Terminator(2015)

　100万円という超低予算で制作された本作だから仕方ない面もあるのだろうが、少し残念だった
のは、血しぶきがほぼCGで表現されていたことだ。最後のヒトラーとの闘いは見せ場なのだから
じゃんじゃん血のりを使ってほしかった。それに、プリウスもろとも爆発四散したヒトラーの首ぐら
いは用意しておけ、という話である。
　ここまで散々に言ってしまったが、おバカ展開ばかりではない。中盤では、ガーナ・アーリア軍団
主催の大会で道場の親友でありライバルのアカンテと戦うことになり、アデーが戦いを躊躇する
場面もある。切り落とされたアカンテの首を抱えて座り込むシーンは作中唯一といってもいいシリ
アスシーンである（その後、洗脳された彼女エヴァにゲロを2度吐きかけられる場面との落差もよ
かった）。

　後はツッコミどころを箇条書きでまとめた。

1　タイトル、間違ってない？
　『アフリカン・カンフー・ナチス』というタイトルからは、ナチスがカンフー軍団を率いているのだと
想像するかもしれない。だが、カンフーを使うのは主人公サイドで東条英機はジャパニーズ・カラ
テの使い手である…タイトル、間違ってない？
2　ゲーリングがガーナ人
　なぜか、ゲーリングがガーナ人である。もちろん史実ではドイツ人だった。
3　東条英機が素人
　ガーナ人の格闘家やヒトラー（セバスチャン監督本人）は、かなり身体能力が高く派手なアクショ
ンシーンを見事に演じているのだが、東条英機は一肌脱げば単なるメタボのおじさんで哀愁漂
う。だが、ニンジャマン・プロデュースの反則ぎみのCGカラテを炸裂させる作中最強の人物なの
だ。

　馬鹿さ加減が振り切れてしまっている本作の最高潮はクライマックスである。どうせ観るなら最
後まで観切ってほしい。あまりのくだらなさに笑いが止まらなくなるだろう。

＊

　このコロナのご時世に、こんなバカ映画をはるばるガーナまで行って撮ってきたセバスチャン監
督の熱量にただただ脱帽するばかりである3。愛すべきトラッシュ・ムービーがこれからもどんどん
量産されることを切に願うばかりだ。

3実際には2018年に撮影を行っており、コロナウイルスが流行し始めた2020年には撮影は終了していたようで
ある（参考：https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2012/23/news148.html）
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ただ、発想は結構面白いとは思ったのだが、いかんせん予算が足りてないという印象のＢ級ト
ラッシュ・ムービーであった。アクションシーンは俳優たちの熱演もあってかなりしっかりしており、
東条以外の格闘家の動きも多彩で見ごたえがあった。また、アデーの恋人エヴァが2回ゲロを吐
きかけるところも絶妙なくどさでよかった。もう少し予算があれば、「ガーナ＝カンフー＝ナチス」を
鮮烈に印象付けたトラッシュ・ムービーとして名をはせたかもしれない。惜しい迷作であった。

（追記：東条英機役の人は秋元義人という便利屋の方で、なんとプロテスタントのクリスチャンらし
い。YMCA活動とは何かと困惑している我々にとって、世界を股にかける彼の活動から見習うべ
きものがある…のかもしれない。）

＊作品情報

原題：African Kung Fu Nazis
製作：2019年（日本・ガーナ・ドイツ）
発売：配信のみ
監督：セバスチャン・スタイン
出演：エリシャ・オキエール/セバスチャン・スタイン/秋元義人

日本語版予告編URL：https://www.youtube.com/watch?v=3H4sQ7oKpRE

7



信愛日記

伊藤紫歩（1年）

寒さが一段と深まり冬の訪れを感じる季節となった今日この頃、寒さに弱い私は早くも自室に
電気ストーブを備え始めました。日々充実した生活を送っているとあっという間にクリスマスの時
期になっており、一年の早さに驚きと少しの寂しさを感じています。　

私の学校は授業をすべて対面で行っている為、私は一週間の殆どを学校で過ごしています。
朝は寝ていたいだとか、寮にいたいだとかいう気持ちもありますが、友達と実際に会って同じ目
標を持って学ぶことがこんなにも尊いものだったのかと、コロナを通して気付かされたこともあり
ます。皆様ご存知の通り、私は海外の芸術大学入学を目指して猛勉強中です。受験が迫ってき
ている今、進学先や専攻なども決まり始め、以前よりも多くのことが現実味を帯びて見えるように
なりました。まだわからないことも多く、不安もありますが、それより何倍もの楽しみな気持ちを忘
れず受験本番まで精進していこうと思います。

寮生活においては、夏合宿やOBOG会、早稲田祭など様々な行事がありました。夏合宿では
長崎の地へ訪れ、隠れキリシタンや原爆投下などについて学びました。いつもとは違う地で寮生
と過ごす時間はとても新鮮で、とても鮮やかな思い出となりました。夜にみんなで人狼ゲームをし
たのが今年一番の思い出です。（笑）色々な行事を行う中で、先輩方の用意周到さや行動の素
早さと正確さに、私は入寮当初から驚かされてばかりです。こんな風に私もなりたいと思えるよう
な寮生ばかりですし、そんな寮生と笑って一緒に過ごせる日々がとても愛おしい時間だと感じま
す。本当に信愛の良い環境に感謝が絶えませんね。

12月は大きなイベントとしてクリスマス会が待っています。私はこの日を楽しみに10月くらいか
ら様々なクリスマスソングを聴いています。気持ちの準備は万端です。また、新しいメンバーも増
えたということで、1年生と雖も私は副寮長なので、できる限りのサポートをして自分のやるべきこ
とを最後まで全う出来たらと思います。

＊編集部注：初出は『信望愛』101号
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今月の言葉 Zoe9号に寄せて

ZOE編集部

　1 さよなら、アンゲラ・メルケルーー演説「わたしの人生の模範」より

　「わたしたちの堅信礼担当牧師はオープンな人で、堅信礼のときに唱える聖句をあらかじめ決
めて指図するのではなく、わたしたちが自分で聖句をあらかじめ決めて指図するのではなく、わ
たしたちが自分で聖句を探すように促したのです。当時のわたしは、最初は牧師に腹を立ててい
ました。聖書をよく知っているのはわたしではなく牧師なんだから、聖句を選んでくれてもいいん
じゃないか？　と思いました。しかし、彼はいくつかの手がかりをわたしたちに与えただけでした。
というわけで、わたしは最終的に次の聖句を選んだのです。「それゆえ、信仰と、希望と、愛、この
三つはいつまでも残ります。その中で最も大いなるものは、愛です」〔第一コリント書十三章十三
節〕。フォルカー・レージング編／松永美穂訳『わたしの信仰　キリスト者として行動する』（信教出
版社）より

　＊編集部注：堅信礼とは「プロテスタント諸教会で、幼児洗礼を受けた者が、自己の信仰告白
をして教会の正会員となる儀式」のことである（コトバンクより）。

　2 「聞く力」

　「ある日、ある方へのインタビューが終わったとき、遠藤さんが珍しく憤慨していらっしゃいまし
た。いつも人を笑わせてばかりの遠藤さんが怒っているぞ。どうしたんだろう。私は怒りの火の粉
が降りかからないよう、静かにしておりましたら、「ダメだよ、あの人は。ちっとも具体的な話が出
てこないんだもの。ちっとも面白くない！」たしかにそのゲストの口からは、何を伺っても、「そうで
すね。どの経験もプラスになりました」「まあ、どの国を旅しても、大変に面白かったです」などと
いった言葉しか出てこなかったのです。そのことが、どうやら遠藤さんはご不満だったらしい。そ
のとき、私は学びました。そうか。人の話を聞くときは、具体性というものが大事なんだ」。阿川佐
和子『聞く力』（文春新書）より

　＊編集部注：「遠藤さん」とは作家・遠藤周作のことである。因みに阿川氏は岸田首相が「特技」
とする「聞く力」に関してユーモラスに述べられている。「お、パクッたな。ちょっとだけ、そう思いま
した」（毎日新聞11月11日特集ワイド）。
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アンケート企画
ZOE編集部

1 今年観た映画ベストスリー

（遠藤）

1位：『燃ゆる女の肖像』（2019年）

文句なしの1位。観るものはヒロイン2人が「再会」する最後の数分、刮目せよ。

2位：『ミッドサマー』（2019年）

前作『ヘレディタリー』は劇場で見て腰を抜かした。『ミッドサマー』は配信で観たので衝撃はそこ
までだが、美と恐怖のコントラストが見事である。否、美と恐怖は一体となる、それこそ鬼才アリ・
アスターの映像の詩学か。

3位：ハンス＝ユルゲン・ジーバーベルクの『パルジファル』（1982年）

修論の関係で観た一作。低予算ながらワーグナーの『パルジファル』という難解なオペラの解釈
史において、ユング的視線を導入することで画期的な解決を与えた。　　　　　　　　　

（フラハティ）

1位： シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇

アニメの境界を超えた映像作品。先端技術を使ってた（見せてた）。

2位：竜とそばかすの姫

歌声が綺麗だった。バーチャル世界が広くてワクワクした。メタバースはこんな感じになる？

3位：ジョーブラックをよろしく

ブラピがカッコよかった。技術的な特徴は特になし。

（下山）

1位：GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊（押井守、1995年）

前々からずっと観たいと思っていた作品だが、やっとNetflixにて視聴。25年以上前の作品なのに
電脳化＝情報化社会のリアルをすでに現実以上に緻密に描いていた。池袋のグランドシネマサ
ンシャインで4DX版も観てきたがそちらもすごくよかった。やはり劇場でみると迫力が違う。
監督は違うがアニメ版の『攻殻機動隊　STAND ALONE COMPLEX』シリーズと『攻殻機動隊
ARISE』も毎夜ちょっとずつ見進めるぐらいには楽しかった。Netflixオリジナルの『攻殻機動隊
SAC_2045』はちょっと微妙だったが…。
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2位： サマーゴースト（loundraw、2021年）

イラストレータ、loundrawの初監督アニメ映画作品。40分と尺短だが、夏にだけ現れる幽霊＝
ゴーストと3人の少年少女の交流を丁寧な背景描写とセリフ回しによって描き切っていた。今後に
期待。

3位：アミューズメントパーク（ジョージ・A・ロメオ、1973年）

ゾンビ映画の大家、ロメオ監督が1973年に手掛けたもののフィルムが紛失、2018年になって発
見された幻の作品。年齢差別や高齢者差別を架空の遊園地で1人の老人が辛い目に遭うことを
通じて描いた作品。正直に言って、映画としては面白くはなかったがすでに亡き人となったロメオ
の貴重な若手の頃の作品ということでピックアップした。

後はつらつらとした雑文。

今年はあまり映画館に映画を観に行くことが出来なかった。また、観た映画もアニメーション映画
が多く（『整形水』『ガールズアンドパンツァー最終章　3話』『ペンギン・ハイウェイ』など）、またホ
ラー映画もあまり観に行けなかった。反省である。
Netflixがあるので、来年度は名作映画などをもう少し積極的に観れればと思う。信愛の映画会な
どの機会も積極的に使っていきたい。

2 今年読んだ漫画ベストスリー

（遠藤）

1位：孤独のグルメ（久住昌之／谷口ジロー）

皆さんご存知、松重豊が主人公井之頭五郎を演じる人気深夜ドラマの原作。原作の久住昌之の
台詞回しに滲み出る独特なユーモアと、作画谷口ジローの精緻な画の、今やプレミア級と言える
豪華な共演。

1位：王様ランキング（十日草輔）

涙なしには読めない。出会えて感謝。ありがとうボッジ、君に救われたよ（泣）。連載は続いている
が、12巻で第1部が終わっている。不老不死によって心を失った最強の騎士、オウケンの行く末
が気になる。

3位：血の轍（押見修造）

NHKスペシャルでその作画に惹かれ読み始めた押見修造。この『血の轍』、かなり重いので軽々
しく手を出さないこと。因みに自分は第8巻で一時読むのを中断している。

（フラハティ）

1. ワールドトリガー オフィシャルデータブック
読んだ
2.
3
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表紙写真　菅家結（4年）

編集後記

とうとう『ZOE』9号が出ました！　春休み中に10号を出したいです・・・！（編集部員・S）

かつての寮長によって創刊され、なんだかんだで続いているZOE。学生の表現の場を確保する媒体とし
て、今後も細々とでも続いていってほしいなと思います。（編集部員・E）

今回は学年が若い舎生2人と学生委員2人に執筆いただきました。寮に入ったばかりの仲間、そして寮
生活に慣れてきた仲間、寮生活が長い仲間の文章が読めるのが今号の魅力だと思います。（編集部
員・F）

発行日　2021年12月26日
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