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第４回グローバルカフェのお知らせ

集 次回の放課後スタディスペース
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再び、ミワ君

①テキストや宿題は持ってきて下さい。

②迷惑にならない程度の会話はOK！

③分からないことがあれば
    大学生に質問できます。

スタスぺの利用方法

■日時　11 月 13 日（月）～ 17 日（金）
　　　　　　　（いずれも午後 6時～ 8時）
■場所　中央児童館
　　　　　　　（富士見台 2‐38‐5福祉会館内）
■問合せ　中央児童館　☎042-575-3224

一緒に楽しく、勉強しましょう！

（前回の「放課後すたいる」より）

実はクニタチって、○○。 by 羽深公貴

　『おおおかみこどもの雨と雪』という映画を観たことはありますか？白十字や
一橋大学などの見慣れた風景に驚いた方もいるでしょう ( 私は驚きました )。一
方『とある』シリーズには立川駅前のアーチや伊勢丹等が登場。国立は『A チャ
ンネル』『Charlotte』等の舞台として、立川は『聖☆おにいさん』『ガッチャマン 
クラウズ』等々多くの作品に登場します。また、国立は『ガリレオ』等のドラマ
にも登場し、『謎解きはディナーのあとで』では、国立市役所が「国立署」とし
て登場。詳細は「国立市フィルムコミッション」（国立市観光まちづくり協会さん）
で検索検索ゥー！
　実は、このクニタチでも身近な風景が画面に登場することが度々あります。み
なさんも、舞台に注目してテレビをみたり、登場した場所へ行ってみてはいかが
でしょうか？

←『四月の永い夢』という映画で
は、国立をメインに撮影されてい
た！（写真は昨夏のゴリラ公園で
の撮影風景）
（写真：「国立市フィルムコミッ
ション」ホームページより）

おいしいコラム 3　by 三輪一裕

　11 月24～26 日に一橋大学で「一橋祭」が開催されます。昨年までは天下市
やくにたち秋の市民まつりと同日程でしたが、今年は一橋祭のみ別日程。少し
寂しいですが、今年の一橋祭も例年通り様々な模擬店で美味しい料理を食べら
れます。今回は中でも大注目の「ナポリタン焼きそば」を取材しました。
　ナポリタン焼きそばとは、焼きそばをナポリ
タン風味に味付けしたもの。具はピーマンや
ベーコン、チーズを使用。昨年初めて一橋祭
に出品され、その話題性と美味しさから、1 年
目とは思えない売り上げを記録したそうです。
今年も大注目の一品、キャンパス内で見つ
けたら是非ご賞味ください。

温かくておいしい豚汁うどんを
つくりましょう。この日は、少
し時間を延ばして、ゆったりお
しゃべりタイム。みんなで心も
体もあったまる楽しい夜にしま
しょう。

■日時　平成 29 年 11 月 30 日 ( 木 )　
　　　　午後 5時 15 分～午後 6時
■場所　中央児童館集合。
　　　　（富士見台 2-38-5 福祉会館内 )
　　　    その周辺でごみ拾いをします。
■問合せ　中央児童館 ☎042-575-3224

　

次回の児童館 de ごみ拾い

■日時　平成 29 年 11 月 22 日 ( 水 ) 午後 6時～午後 8時
■場所　西児童館（西 1-12-26）
■費用　無料
■問合せ　西児童館 ☎042-575-3060　
　　　　　　　

街も心もスッキリさせちゃおう♪

英語が苦手でも大丈夫！気軽に来てね。

あったか豚汁うどんをみんなで作って食べよう！

（写真はイメージです）

募
集

■日時　12 月 9日 ( 土 ) 午後 4時 30 分～ 6時 30 分 
■場所　Cafe ここたの
　　　　（富士見台 1-7-1 富士見台団地）
■対象　市内在住・在学の中高生
■定員　15 名（申込先着順）
■費用　100 円 ( 当日集金 )
■申込み  下記へ電話かメールで申込みください。
NPO法人くにたち富士見台人間環境キーステーション cafe ここたの
☎042-573-9433（水曜日を除く午後 6時～ 8時受付）
メール：kokotano2003@yahoo.co.jp

集

集

（これが「ナポリタン焼きそば」！）



①中高生+地域のセンパイでチームを作る。

↑チームA

↓チームB

③国立あかるくらぶが事前にリサーチ

　し、考案した立川のプランを発表。

②チームA、Bと国立あかるくらぶが、

・「リフレッシュをするなら

　　　　　　国立と立川、どっち？」

・「国立と立川、街のど真ん中に

　　　　　作るなら、どんな施設？」

　上記の２つのお題で競う。

④立川を上回るような国立のプランを　

　２チームがそれぞれ考案し、発表し

　た。

立川ににぎやかさでは敵わない。ならば≪癒

し≫で勝負！癒しと言えば≪睡眠≫。温かい

日光を浴びがらのお昼寝は最高！おススメ睡

眠場所は「谷保第三公園」、「一橋大学」、

「城山公園」。勉強に集中するために眠気を

覚ましたい時はカフェに入ってコーヒーでス

ッキリ！富士見通りや旭通りにはオシャレ

なカフェがたくさんあります。

国立の風景は映画やドラマの舞台になるほど

魅力的。中でも一番美しいのは大学通りの桜

並木！広い立川と違いサイクリングで回りき

ることが出来るのも国立ならでは。おススメ

プランは「白十字のケーキ」「桜並木サイク

リング」「郷土文化館」「桜乃の和牛」。こ

の4 か所には国立の美しさが凝縮！！

　約75,000人の住む小さな街(全

国で小ささ4 位の市) 。1952年

に文教地区に指定され､オシャレで

閑静な住宅街となった。乗り入れ

線は中央線と南武線の二つだけ。

しかも中央特快や南武線の快速列

車は止まらない。そして、国立を

語るために欠かせないのが、一橋

大学と谷保天満宮。国立の歴史を

北と南から支えてきた大黒柱だ。

天気の良い晴れた日に一橋のキャ

ンパスのベンチでするお昼寝は至

福の時間。それに、谷保天満宮で

鶏と梅林を眺めな

がら散歩するのは

癒しの時間。

地上…畳敷きの多目的空間。普段は憩いの場。い

ざという時は避難所になり、防災機能も完備。

B1F…研究所の研究者と交流出来る自習室。

B2F…研究施設。「どこでもドア」の開発・運用

を行う。福祉、防災、教育といった市民生活を豊

かにする要素満載の研究施設。

周りのお堀で釣りを楽しむ。核シェルター完備で

防災要素を備える。また、多言語本屋・図書館で

海外の人も困らない。同じ階に保育園と老人ホー

ムを併設することで世代間交流も可能。さらにオ

フィスや市役所窓口も備えることで超便利！

みんなの「あったらいいな」を叶える城。

　人口 約182,000人で東京西

部屈指の大都市。あらゆる面で

国立を圧倒。電車は4 路線も通

り、さらにはモノレールもある

ため、遠距離通学の学生にも優

しい。もともと米軍基地があっ

た場所が今は国営昭和記念公園

となっており、都会の喧騒に疲

れた住民の憩いの場となってい

る。

都会の立川だが、今回はあえて「極地」と

「自然の偉大さ」を体感し、愛の偉大さを

感じることを狙ったデートプラン。訪問先

は①南極・北極科学館、②立川防災館、③

萬田ブルーベリー農園の3 か所。隕石に触

る、消火体験、ブルーベリー摘みなど、

体験型デートで二人の

距離も縮まるかも!?

立川は面積が国立の約3倍。広い市内のどこからで

も見える高層タワーを作り、その内部から立川が一

望できれば自分が立川市民であると実感する機会も

増えるはず！中には市内を一望できる空中図書館を

併設。図書館を作ることで立川を「文化の街」

として全国に発信できる

のではないだろうか。

[チームA]　睡眠で癒し [チームA]　暮らしを豊かにする研究所

[チームB]　サクラサイクリング

[あかるプラン] 立川の自然で愛をさけぶ

[チームB]　あったらいいな城

[あかるプラン]  立川タワー図書館

中高生ローカルセッションmini.
　9月17日（日）＠中央児童館

ＳＴＡＲＴ！

リフレッシュプランではゆった

りと国立をまわるプランが提案

されていて国立の雰囲気にぴっ

たりですね。自分も昼寝は大好

きですし、中高大と自転車通学

の身としてはサイクリングもオ

ススメです。施設の方はもう全

部入りって感じですね笑　国立

には「大きな1つの施設」がな

いですが、安心安全・交流を目

指すこんな巨大施設があったら

いいですね。

中学生の頃、初めて国立駅を降りて

大学通りを歩いたとき、その洗練さ

れたきれいな街並みに引き寄せられ

ました。「徒歩圏内にこんな通りが

あったらな」と今でも思います。確

かに立川駅周辺は便利で買い物や遊

びに飽きる事はありませんし、僕は

そんな立川が好きです。それでも、

国立には立川にない魅力が多くある

ことは言うまでもないでしょう。僕

も大学４年間を通じてこの国立市の

良さにもっともっと気付いていきた

いです。
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