準グランプリ
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松村 心博

T-POINT が貯まります！

月 日︵土︶
︑着々と準備が行われてきた第 回
理大祭もついに当日を迎えた︒理大祭において最大規
模の企画の一つであるミスター理科大コンテストが５
号館地下体育館で開催され︑ 人の候補者たちは舞台
上でさまざまな企画を通し自分の魅力を伝えた︒大接
戦を制し︑ミスター理科大に選ばれたのはNo. 大
垣翔太郎さん︑準ミスター・DHC賞に選ばれたのは
No. 松村心博さんであった︒そこで今回は受賞の
興奮冷めやらぬ２人に特別インタビューを行った︒

グランプリ

どちらの候補者も
﹁美しい﹂
人ばかりだ︒外見が﹁美し
い﹂人は内面も﹁美しい﹂
のだろうか︒私は外見も内
面も﹁美しくない﹂かもし
形あるものが美しい︒形 れ な い︒せ め て ど ち ら か
なきものの方が美しい︒﹁美 は﹁美しく﹂なるよう努力
しい﹂の認識は人によって しながら生きていきたい▼
違うだろう︒人はいつまで ﹁美しい﹂存在はそんな努
も美しくいたいものだ︒常 力をさせてくれる非常にあ
に美しくいるにはどうあれ りがたい存在なのだ︒
﹁美
ばいいのだろうか︒多くの しい﹂ものは人に希望も与
人が気になることだと思う えてくれる︒
﹁美しい﹂も
▼美しくいたいという意識 のに触れる機会を増やすこ
は時に美しくなければなら とはとても素晴らしい︑そ
ないという認識に変わりが して自分も﹁美しく﹂なろ
ちである︒それは非常に無 うと心の底から思わせてく
駄な思いである︒人はある れる▼この新聞もとても美
しんひろ
がままにいれば美しいし︑ しいものだと思うが︑この
自由に生きていけばそれで 理大祭も︑皆さんにとって
いいのだ︒そんな思いを抱 ﹁美しい﹂思い出になるこ
きながら私は生きていきた とを私は祈っている︒
取り戻すために毎日遅くま い▼今回のミス・ミスタ︱
ロ
( パ・ボージョレ )
で練習をして完成度を上げ コンテストを見てみよう︒
ることに努めました︒実は
僕はあまり自分に自信がな
くて︑努力を最大限するこ
とでそれを糧に自分の自信
へと変えていけるように練
習を重ねたのでそれが実っ
ていたのであればとてもう
れしいです︒

※契約時の仲介手数料のうち、消費税を含まない家賃の 50% 分にて適用。
駐車場・法人は対象外。

【 発行所 】

大垣 翔太郎

こですか︒
まずは人間関係について
ですね︒ミスターコンの活
動を通してほかのキャンパ
スの人たちと仲良くなるな
ど新しい人脈を築けただけ
でなく︑中学時代の友人ま
で連絡をくれて応援してく
れたことがうれしかった
で す︒あ と は メ ン タ ル が
鍛えられたところですか
ね 笑 特技披露で漫才に
(
)
挑戦したり︑
﹁みーたん賞﹂
企画では舞台上で昨年度ミ
ス理科大グランプリの大迫
瑞樹さんの手をつないだ
り︑メンタルの強さが鍛え
られましたね︒
.ミスター理科大準グ
ランプリ︑DHC賞のダブ
ル受賞となりましたがお気
持ちはいかがでしょうか︒
グランプリを目指してい
た の で︑正 直 と て も 悔 し
かったです︒でも︑大学時
代の思い出として語ること
ができるエピソードを作る
ことができたのはとてもう
れしいです︒家族にはもち
ろん感謝ですし︑自分とは
直接の関係がないのに応援
してくれた人は本当にあり
がたく思っています︒もち
ろん受賞はうれしいですが
応援してくれた人たちへの
申し訳なさもあります︒

フ. ィナーレでは人一
倍涙を流していましたが︑
その涙の理由は何でしょう
か︒
ミスターコンの活動を候
補者６人仲良くアットホー
ムに行っていたので︑その
集まりがなくなるのがとて
も悲しかった︒ミスターコ
ンに出場して苦労したこと
も多いけれど彼らのおかげ
で素晴らしい活動だったと
締めくくれるのでこれで終
わりだと思うと涙が止まり
ませんでした︒

▲パフォーマンスをする松村心博さん
最. 後に一言お願いし
ます︒
ミスターコンでの思い出
と受賞した肩書を誇りと自
信にしてこれからも頑張っ
ていきたいです︒

敷金０・礼金０

東京理科大学新聞会
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もともとミスターコンは絶
対に自然体で挑もうと心に
決めていたからです︒自分
の努力や人間性があまり反
映されない外見よりも内面
を褒められることにこそ価
値があると思いました︒な
ので︑自然体の自分を発信
して得ることができたミス
ターの称号は素の自分を受
け入れて︑認めてもらえた
という気持ちになりまし
た︒
ミ. スターコンに挑戦
してよかったと思う点はど

特. 技披露ではかなり
クオリティーの高い歌とダ
ンスで会場を沸かせました
が︑どのくらい練習された
のでしょうか︒
今回は﹁自分が楽しんで
作り上げることのできるス
テージ﹂を目指しました︒
で す が︑ダ ン ス に 関 し て
は︑ぎりぎりまでメンバー
を募っていたので練習を始
めるのが直前になってしま
うというアクシデントがあ
りました︒しかし︑それを

TEL (03)3269-1532

飯田橋店

受. 賞の喜びを最初に
伝えたい人は誰ですか︒
サークルの仲間や高校時
代の友人をはじめとした応
援し続けてくれた人々全員
です︒欲張りかもしれませ
んが︵笑︶
か. っこよさよりも面
白さを重視したアピールを
されていたように見えまし
たが︑それはなぜでしょう
か︒
気取って何かをすること
があまり好きではなくて︑

ほ. かの候補者たちが
涙を流しながら今までの活
動について振り返っていた
のに対し大垣さんは顔色を
変えていなかったように見
えましたが︑実のところは
どうだったのでしょうか︒
実際︑かなり泣きそうに
なっていましたよ 笑
( で
)
も︑ほかの候補者たちから
﹁大垣は一番泣かなそうだ
な﹂と言われていたため絶
対泣かないと意地でこらえ
ました︒本当は最初の登場
の時に聞きなれた仲間の声
を耳にした瞬間︑すでに涙
腺が緩んできて目に涙をた
めていました︒でも︑僕は
﹁面白くて笑えて元気が出
るステージ﹂を目指してい
たので気づかれないように
頑張りました︒
．
最後に一言︑
メッセー
ジをいただけますか︒
ただただ︑ありがとうご
ざいました！！

〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-9-6 ■営業時間 10:00 ～ 18:00（年中無休・年末年始を除く）
■株式会社ミニミニ中央 ■取引形態は全て仲介です。宅地建物取引業東京 (3)816471 号

ＬＩＮＥで
お友達登録して
最新情報を
ゲットしよう！

東京理科大学から徒歩 3 分の不動産会社

※一部敷金・礼金がある場合もあります。

ミニミニの管理物件は

（別途消費税）

メリット２

50%

※福岡の直営店・駐車場・店舗・事務所・業者・仲介物件は対象外。
※ＦＣ店舗は各店にお問い合わせください。

飯田橋店へ

大学

お部屋探しは

メリット４

家具家電付きのお部屋有ります。

【主な設備】洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・テレビ・ローテーブル・
照明・ベッド等

メリット３
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〒 162-0825
東京都新宿区神楽坂
１丁目３番地２号館 2515 部室
E-mail
tuspress@gmail.com
Website http://tuspress.jp
Twitter @tuspress

▲グランプリを受賞した大垣翔太郎さん

理科
東京 の
最寄

ミニミニでお部屋を探すメリット！

仲介手数料が家賃の

メリット１
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編集長 青木 紀裕
デスク 進藤 剛志
露口 博貴
木下 天音
編集員 秋本 篤弥
川﨑 雄大
小林 明雄
馬場 美玖
福田 未蘭
保泉 里名
黛 朋花
村上 美幸
吉田 真人
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ミスター理科大決定！！

