札幌と岡山で初開催！
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●参加者の感想
・１年生なので、大学の様
子を知りたくて参加しまし
た。ＨＴ学部なので留学に
関心があります。相談して
みます。
（ＨＴ学科１年）

印南彰雄

ジを開設し、大学の活動を
よりタイムリーに伝えられ
るようにしようと、メルマ
ガの配信をスタートさせま
した。現在、１００名を超
える方たちに会員登録をし
ていただいていますが、今
年はさらに増やしていきた
いと思っています。
また、全国の皆さんに教
育懇談会のご案内ができる
ように、
開催地を２カ所
（札
幌・岡山 ）増やしました。
これでほぼ全国の皆さんと
お話しする機会が持てまし
た。安井学長をはじめ教職
員の皆さんには、お忙しい
なか休日返上でご協力をい
ただきました。本当にあり
がとうございました。関東
地区の懇談会では、各地区
の懇談会と同様に、保護者
の皆さんと教職員の皆さん
とが、ざっくばらんなお話
ができる場として懇親会を
開催し、多数の方々のご参
加をいただきました。各地
区とも有意義な懇談会と、
和やかな懇親会が開催でき
ました。これも一重に教育
後援会会員の皆さん、そし
て教職員の皆さんのご協力
の賜物と感謝しておりま
す。
本年も厳しい経済状況が
続き、大学をとりまく環境
もさらに厳しさを増すかも
しれません。しかしチャン
スはピンチの顔をして近づ
いてくると言います。ピン
チをチャンスに変えるダイ
ナミズムを持つ明海大学と
学生諸君には大いなる未来
が開けていると確信してお
ります。

教育後援会会長

新年のご挨拶

60

明けましておめでとうご
ざ い ま す。 明 海 大 学 浦 安
キャンパス教育後援会会長
を務めさせていただいてお
ります印南です。昨年は天
候面では猛暑あり集中豪雨
あり、国際問題では尖閣諸
島問題や北朝鮮の韓国砲撃
事件と緊張も高まり波乱に
満ちた一年でした。政界は
ダッチロールを繰り返し、
経済面でも中国やアジア諸
国の隆盛に押され、国内経
済は低迷を脱しきれない状
況が続きました。一昨年の
リーマンショックに端を発
した金融不安により急激に
悪 化 し た 就 職 戦 線 は、 つ
いに超氷河期と言われた
２０００年と比肩されるレ
ベルまで悪化し、昨年 月
時点での内定率が ％を切
るという報告がなされまし
た。現在も就職活動を続け
ている４年生もいらっしゃ
ると思いますが、視野を広
くし自分の進路を見つめて
努力していけば、必ず道は
開けると信じています。わ
れわれもできる限りのサ
ポートをしてまいります。
昨年の教育後援会目標の
一つに、後援会会員の皆さ
んとのコミュニケーション
の場や機会を増やしていこ
うということを挙げまし
た。その思いから、教育後
援会の携帯版のホームペー
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全国９カ所に保護者約２７０人が参加
２０１０年度 地区教育懇談会
毎年全国各地で教育後援会が開催している「地区教育懇談会」が、今年
度は全国９カ所で開催された。昨年度の７カ所に加え、北海道地区として
札幌市、中国・四国・近畿地区として岡山市で初開催。各会場には多くの
保護者が駆けつけ、大学から出向いてくださった教職員の皆さんから、大
学の近況を聞き、わが子の学業について熱心に相談する姿が見られた。
「あいにく参加できなかった」という方のために、各地区の様子を紹介。
来年度はぜひご参加を！

北陸地区 （新潟市）

夫不動産学部長、草野健ホ
ス ピ タ リ テ ィ・ ツ ー リ ズ
ム（以下ＨＴ）学部長ら教
職員と、保護者、教育後援

会場に集結した。
全体会で安井学 信州地区 （松本市）
長は「今回、初め
て札幌市で教育懇
月３日（ 日 ）
、信 州 地
談会を開催するこ
区の教育懇談会が、長野県
と に な り ま し た。 松本市内のホテルで行われ
遠く家庭を離れ
た。大学から安井学長をは
て生活しているご
じめ、小泉副学長、原口外
子女について、日
国語学部長、下田経済学部
頃の心配事を忌憚
長、草野ＨＴ学部長らの教
なくご相談くださ
職員と、教育後援会役員が
い」とあいさつ。
出向き、長野県在住の保護
全体会の後は個
者らを迎え、 名で開催さ
別面談が行われ
れた。半数が２回以上参加
た。成績表などの資料を基
しているとあってとても和
に、教職員と保護者とが、 やかな会となった。
子どもたちの成績や学生生
全体会で小泉副学長は、
活、課外活動、進路などに 「日本の大学の約４割が定
ついて相談。面談のあとは
員に満たないという厳しい
料理を囲んで懇親会が開か
現実があります。幸い明海
れ、各テーブルで歓談する
大学はそうなってはいませ
姿が見られた。
んが、保護者の皆さんと大
学が車の両輪となって力を
合わせ、子どもたちが夢を
実 現 で き る よ う、 バ ッ ク
アップしていきたいと思い
ます。皆さんのご支援をよ
ろしくお願いします」とス
ピーチした。
●参加者の感想
・入学式に参加していない
ので、参考になりました。
（ＨＴ学科１年）
・親身なお話をいただき、
参加してよかったと思いま
す。
（英米語学科３年）
・大学には遠く、行くこと
ができないので、
（今日は）
大学の様子や具体的な話が
聞けてとてもよかったで
す。来年も開催してほしい
です。
（英米語学科２年）

▲信州地区の様子

会役員を含め 名が参加。
今年は参加人数が増え、リ
ピーターも多かったことか
ら、たいへん和やかな懇談
会となった。
印南彰雄会長は全体会
で、
「最近の大学生を見て

９月 日（ 日 ）
、今 年 度
が初めての開催となる北海
道地区教育懇談会が、北海
道札幌市内のホテルで行わ
れた。この日は大学から安
井学長、小泉副学長、原口
外国語学部長、林不動産学
部長、草野ＨＴ学部長ら教
職員が参加。教育後援会役
員と保護者を含め、 名が

▲北海道地区の様子

学に入学できて、親として
いると、
内向きな子が多く、 は温かなものを感じます。
少し覇気がないと思う。学 （ＨＴ学科１年）
・ ４ 回 目 で す。 子 ど も に
生たちには、外に目を向け
とって社会に出る前の大事
て国際社会で活躍できるよ
な時期を、明海大学で過ご
う支援を強化する方針で
せてよかったと感謝してい
す」とあいさつ。安井学長
ます。
（英米語学科４年）
は「大学としてはお子さん
を立派に育ててお返しでき
る日が来るよう日々努力を
しています。今日はそのこ 北海道地区 （札幌市）
とを直接保護者の皆さんに
伝えて、皆さんからは大学
に対する忌憚のない意見を
聞かせていただき、大学の
運営に役立てていきたいと
思います」
とスピーチした。
●参加者の感想
・先生方には遠くまで来て
いただきありがとうござい
ます。こういう会がある大

22

今 年 度、 最 初 の 開 催 と
なったのは北陸地区。９月
日（ 日 ）
、新潟県新 潟市
内のホテルで行われた。こ
の日は大学から安井利一学
長をはじめ、小泉允圀副学
長、
原口庄輔外国語学部長、
下田直樹経済学部長、林亜

明海大の課外活動

26

▲北陸地区の様子

49

キャンパスめぐり

Ｑ 教育懇談会とはどん
な会ですか？ どんなこ
とをするのですか？

6～7面

報告を中心とした全体会、
続いて個人面談、そして
参加者が楽しく会食をす
る「懇親会」の３部構成
です。先生から直接大学
での子どもたちの様子を
聞いたり、個別の相談に
ものってもらえるとあっ
て、
参加者には毎回、
大変
好評をいただいています。
数少ない保護者同士の交
流の機会でもあります。

気になる就職、
大学の支援について

Ａ 教育懇談会は教育後
援会が最も力を入れて主
催している事業の一つで
す。各地区のホテルを会
場にし、大学から教職員
の皆さんに出向いていた
だいて開催しています。
会ではまず、大学の近況

面
8

新春座談会
4～5面

12
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・参加者が少ないのが残念。 いる気がします。せめて明
県、
岩手県、
秋田県、
でも人数が少ない分、ゆっ
海大学の学生には外に目を
宮城県在住の保護
くりと話ができて大満足で
向けてもらうため、留学に
者を迎え計 名で
す。すばらしい事業だと思
力を入れようと考えていま
開催された。
うので、先生方は大変かも
す」と事業方針について話
全体会で安井学
しれませんが長く続けてい
した。
長 は、
「社会が学
ただきたいと思います。（英
●参加者の感想
士力とか、社会人
米語学科４年）
・４回目の参加です。先生
基礎力を学生に要
と直接話ができるのがいい
求してきます。建
ですね。兄弟が他の大学に
学の精神を教育の
東海地区 （静岡市）
行っていますが、その大学
原点にすえ、専門
にはこのような懇談会はあ
的な技術や知識だ
月 日（ 日 ）
、東海地
りません。わざわざこちら
けではなく、社会
区教育懇談会が静岡県静岡
に来ていただけるのがあり
に出てから愛され
市内のホテルで開催され
がたい。
（英米語学科４年） しく思いました」と感想を
る、喜んでもらえる、力強
た。浦安キャンパスからは
・就職の話が聞ければと思
話していた。
さをもった子どもたちに育
安井学長をはじめ、原口外
い参加しました。地元で就
続く懇親会を始めるにあ
てたいと思っています」と
職してほしいのですが、な
たって印南会長は、
「私は
スピーチ。
国語学部長、林不動産学部
かなか大変なようです。（経
ここで、ネクタイをはずし
続いて、鈴木洋州学生支
長、草野ＨＴ学部長ら教職
済学科２年）
ます。皆さんの所にお邪魔
援課長は大学の近況報告の
員と教育後援会役員らが出
しますので、明海大学に子
なかで関心の高い就職につ
向き、静岡県を中心に、愛
どもを通わせる同じ親とし
いて触れ、
「
（厳しい状況の
知県、岐阜県からも保護者
て、たくさん話をしましょ
なかでも）２社、３社から
が参加。計 名が一堂に会 東北Ｂ地区 （福島市）
した。
う」とスピーチ。おいしい
内定をもらう学生もいます。
全体会で印南会長は、日
月 日（ 日 ）
、東北Ｂ
料理を楽しみながら、保護
それは早くから意識して準
本人２人がノーベル化学賞
地区の地区懇談会が福島県
者同士、情報交換する姿が
備をスタートし、活動量を
を受賞した話題に触れ、「受
福島市内のホテルで行われ
見られた。安井学長をはじ
多く、視野を広げて取り組
賞者の一人、根岸英一さん
た。当日は、安井学長、小
めとする先生方も父母の輪
んだ結果。やることはたく
はアメリカの大学で教鞭を
泉副学長、原口外国語学部
の中に入り、さまざまな声
さんありますが、本学では
とっていて、留学生も含め
長、下田経済学部長、林不
を受け止めていた。
１年生からキャリアアップ
て世界中の学生を教えてい
動産学部長、草野ＨＴ学部
●参加者の感想
教育に取り組んでいますの
ます。ところが、日本人の
長ら教職員、教育後援会役
・子どもがなかなか大学の
で、しっかりやって勝ち抜
学生は一人もいないそうで
員が出向き、福島県と山形
様子を話してくれないので、 い て も ら い た い と 思 い ま
す。実際、日本人留学生の
県在住の保護者を含めて計
今日は先生との面談で子ど
す」と支援体制を説明した。
数はアジアでは最低レベル
名が参加した。
もの様子が聞けてよかった
●参加者の感想
で、韓国の３分の１くらい。
全体会のあと、個人面談
です。ちゃんと勉強をして
・１年生なので、ちゃんと
日本全体が内向きになって
を担当した英米語学科の小
いるようで安心しました。 やっているのか心配でした。
林裕子先生は、「昨 （経済学科２年）
年担任した学生の
親御さんと面談し
ました。
お父さん・ 東北Ａ地区 （盛岡市）
お母さんから家で
台風一過の 月 日
の様子や高校生の
、東北Ａ地区教育懇談
ころの様子を聞い （日）
会が岩手県盛岡市内のホテ
て、その子のバッ
ルで開催された。浦安キャ
クボーンとなるも
ンパスからは安井学長をは
のが理解できて今
じめ、原口外国語学部長、
後の指導に役立つ
林不動産学部長、草野ＨＴ
と思いました。ま
学部長ら教職員と、教育後
た、学生の成長の
援 会 役 員 が 出 向 き、 青 森
過程が見えてうれ
24

▲東海地区の様子

計 名が一堂に会した。
印南会長はスピーチで
「 会員の皆さんとのコミュ
ニケーションを増やすため
に、地区懇談会の開催を北
海道とここ岡山の２カ所増
やして９カ所にしました 」
と説明。
「せっかく来てい
ただいたのですから、楽し
く有意義な時間にしてくだ
さい」とあいさつした。
全体会の後は個別面談で
教務・留学相談を担当した
星良治学事課長は、
「経済
学部と不動産学部の方から
ろまで出していますが安心
留学に関する相談がありま
できました。
（ＨＴ学科１
した。全額学校負担の研修
年）
プログラムもあるので、授
・大学生活の状況等がわか
りやすく説明されたので、 業をしっかり受けておくこ
とが大切とアドバイスしま
参加してよかったです。（英
した」と話していた。
米語学科１年）
●参加者の感想
・大学の学生に対する思い
中国・四国・近畿地区
がよくわかりました。面談
（岡山市）
では、成績表の見方をてい
月 日（ 日 ）
、 中 国・ ねいに教えていただきまし
た。
（不動産学科３年）
懇親会が場所を学内のレス
親）
四国 近
･ 畿地区教育懇談会
・わざわざ遠くまで来てい
トランニューマリンズに移
・フリーターでもいい、と
が岡山市内のホテルで開催
ただき、ありがたいと思い
して行われ、終始リラック
言い出した息子が心配で
された。この地区での開催
ます。先生や職員の方にい
スした雰囲気の中、昨今の
す。本人のやる気を何とか
は今回が初めて。浦安キャ
ろいろと相談にのっていた
大学事情について教授陣と
引き出したいと思い来まし
ンパスからは安井学長をは
だき、心強く思いました。 活発に意見を交わしていた。 た。就職の厳しい状況も具
じめ、小泉副学長、下田経
全体会で壇上に立った安
体的な数字で説明してもら
済学部長、林不動産学部長 （経済学科３年）
井学長は、
「今求められて
い、身の引き締まる思いで
ら教職員と教育後援会役員
いるのは問題解決能力。明
す。近々息子とじっくり話
が出向き、岡山県、広島県、
海大学の建学の精神『社会
し合おうと思っています。
香 川 県、高 知 県、大 阪 府、 関東地区 （浦安市）
性』
『創造性』
『合理性』を （ＨＴ学科・男子の両親）
奈良県在住の保護者が参加。
月４日（土）
、 大学生活でしっかり身
浦安キャンパス体
につけ、明海大学で学
育館で関東地区教
んだ人間力を社会に生
育懇談会が行われ
かしてほしい」とあい
た。主に２年生を
さつし、締めくくった。
対象とした今回の
●参加者の感想
懇談会には関東全
・進級できるか心配で、
域から約１００名
北関東から朝早く電車
の保護者が参加し、 に乗って来ました。先
全体会では真剣な
生と一対一の話ができ
表情でメモをとる
たことで大分安心しま
姿が多く見られた。 した。懇親会にも出て
個 別 面 談 の 後 は、 みようと思っています。
関東地区初となる （ 経 済 学 科・ 男 子 の 母
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授業には出ているよ
うなので、安心しま
し た。
（ＨＴ学科１
年）
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（福岡市）
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関東

中国・
四国・
近畿

九州

東北 B 東北 A

東海

信州

北海道

北陸

地区名

九州地区
月 日（ 日 ）
、
九州地区教育懇談会
が福岡県福岡市内
のホテルで行われ
た。大学から安井学
長、原口外国語学部
長、下田経済学部長、林不
動産学部長、草野ＨＴ学部
長ら教職員と教育後援会役
員が赴き、九州地区の保護
者を迎えて計 名が会場に
参集した。
全体会で印南彰雄会長
は「今年度の教育後援会の
テーマは、留学生を増やす
ことと、携帯でメルマガを
開設して多くの保護者に情
報を提供していくことです。
大学についての心配なこと
は個人面談で先生方にお聞
きし、教育後援会の役員に
も相談していただきたい 」
とあいさつ。全体会の後は
個別面談が行われ、各学部
長による熱心な指導や助言
に対し、保護者からは安堵
の表情が見られ、続く懇親
会でも和気あいあいとした
雰囲気で明るい話し声が飛
び交っていた。
●参加者の感想
・なかなか浦安ま
では行けないので、
地区別に大学の説
明会があるのはと
てもよいことだと
思 い ま す。
（経済
学科３年）
・遠いところをわ
ざわざ学長をはじ
めたくさんの先生
方に来ていただき、
子どもを遠いとこ
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▲東北Ａ地区の様子

22 名 151 名

参加者数（教職員含む） 49 名

学年

3 回目

▲関東地区の様子

10

51

(2)
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41
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31

▲東北Ｂ地区の様子

56

11

21

▲九州地区の様子

22

▲中国・四国・近畿地区の様子

12

就 職 活 動 カレンダー
学年別 2011 年 1 月～７月のスケジュール目安
現在２年生

４月に３年生になると、毎月のようにガイダンスが用意されている。まずは大学
の行事に参加しそびれないことが、就活成功の第一歩。わからないことがあれば、
どんどん聞きにいこう。親から積極的に子どもに話しかけ、方向性を一致させてお
きたい。
４月ごろ

リクルートキャリアデザインプログラムガイダンス
５月ごろ

就職ガイダンスがスタート

大学の支援を有効活用しよう！

2010年度 卒業生の主な内定先（2010年12月20日現在）
卸売業・小売業

サービス業

夏季インターンシップガイダンス
ＳＰＩ対策模試スタート
ＳＰＩ解き方講座

飲食・宿泊業

特別ガイダンス「直前ガイダンス」

警察官・消防官受験対策講座
対策講座

スタート
学内企業セミナー

夏季インターンシップが徐々にスタート
（９月ぐらいまで）

金融業

就職活動真っ最中の３年生。なかなか決まらず就活疲れになっている学生も少な
くない。ぜひ親からのあたたかい言葉を送ってあげたいもの。また、決まらないと
きこそ大学の支援を仰ごう。煮詰まっている様子が見えたら、就職支援担当窓口へ
行くよう促してみては。
建設業・不動産業

運輸・通信業

現在４年生

大学では２月に未内定の４年生のためのセミナーを開催し、卒業前の就職を後押
ししている。大学で扱っている求人を紹介してくれるほか、個別の相談も受けつけ
ている。
製造業

卸売業・小売業

２０１０年度サマーキャンプ

よりよい明海大学を目指し、
立場を超えて議論を

31

明海大学で学んでいる学
ず。忌憚のない議論をして
学生は
「施設の整備などは、
生や教職員など、本学に所
明海大学発展の活力にして
大学側もいろいろとやって
属する人たちで意見交換を
ほしい」とサマーキャンプ
くれていることがわかっ
し、理解と交流を深めるこ
への期待を語った。
た」
、
「大学に要求するばか
とを目的に毎年行われる
次いで印南会長が、教育
りではなく、学生ができる
「サマーキャンプ」
（主催： 後援会の事業を簡単に説明
ことも提案しないといけな
明海大学浦安キャンパス学
して、
「皆さんの議論に期
いと思う」
、留学生は「 話
友会 後援：同教育後援会、 待しています。前向きな意
しやすい雰囲気で、日本人
同同窓会）
が、
８月 日
（火） 見があれば、教育後援会の
の学生とたくさん話ができ
と９月１日（水）の２日間
事業に組みこむことも検討
た 」と話していた。また、
で開催された。
します」とあいさつした。
教職員からは「施設の改善
今年は群馬県安中市のホ
については率直な意見が多
テル磯部ガーデンに会場を
く、参考になった」
、
「年々、
班長の好リードのもと
移し、日本人学生、留学生、
前向きないい議論になって
活発な意見交換
教職員など、明海大学に属
いると思う。司会の学生が
― 分科会
する２１０人が参加。交流
よくリードしていた」など
その後分科会に移った。 の感想が聞かれた。
を図るとともに、
「明海大
班に分かれて、１．施設
学の現状と今後の発展につ
いて」をメインテーマに、 について ２．課外活動の
提案は生かされた？
在り方と今後について
本学をよりよいものにする
結果のフィードバック
３．留学生、日本人及び教
ために立場を超えた意見交
がほしい
職員の交流について ４．
換を行った。
― 報告会
学内外におけるマナー向上
教育後援会からも印南会
について、４テーマで議論
２日目には全体で報告会
長と役員ら６人が参加。保
が交わされた。各班には、 が行われ、各班の班長が分
護者代表として議論に参加
日本人学生、留学生、教職
科会の議論を集約して発表
した。
員が配され、最初は緊張し
した。主な意見
◇
た様子だったが、まとめ役
に は、
「サマー
一行は朝９時に大学をバ
キャンプで話し
スで出発。
ホテルに到着後、 の 班 長 の リ ー ド も あ っ て
徐々にうち解け、活発な意
合われたことが
開会式が行われた。
見交換が行われた。
どう反映され
まず、学友会の桑島拓也
「施設」をテーマに話し
たのか知りた
副会長（ＨＴ学科２年）が
合っていた班では、
「学生
い」
、
「食事がで
「 分科会のなかで学生と教
食堂がいつも混んでいる」 きるように学生
職員がそれぞれのテーマに
ホール等に机を
ついて活発に意見交換し、 という問題提起があり、増
設の要望が出たが、
「混雑
置いてほしい」
、
交流を深めてほしい。充実
するのは昼休みだけ」とい 「新入生向けに、
した２日間になるよう、ご
う意見が出て、利用が集中
サークル・委員
協力をお願いします」とあ
しない工夫に話題が移り、 会・部活動を紹
いさつ。
介する冊子を
続いて、安井利一学長が 「昼休みの時間帯にも授業
をやっては」
、
「学部ごとに
作ってほしい」
、
「 大学は、学生と教員、職
昼休みの時間帯をずらした 「学生会館など、
員が一緒になってつくるも
留学生と日本人
の。今日は環境も変わり、 ら」など設備に頼らない改
善策が提案された。
学生の交流の場
学内にいるときよりもリ
分科会に参加した日本人
を造ってほし
ラックスして話ができるは
16

『卒業前に決める就活応援セミナー』
２月８日（火）

新卒求人紹介・紹介予定派遣登録セミナー
６月ごろ

春季インターンシップスタート
社会研修
２月

就職講座スタート
７月ごろ

コンピテンシー診断テスト開始
６月ごろ

現在３年生

求人紹介セミナー

人数
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
企業名（内定先）
人数 業種
企業名（内定先）
JTB トラベランド
2
シーマ
JTB 関東
1
ジェイアイエヌ
JTB 東北
1
ゼンチク販売
エイチ・アイ・エス
1
タカヨシ
東武トラベル
1
トシン・グループ
ツーリストエキスパーツ
1
トヨタ東京カローラ
JALUX ライフデザイン
1
ドン・キホーテ
ケア 21
1
ノジマ
スタジオアリス
1
ビジョンメガネ
セノン
1
ビックカメラ
マースプランニング
1
ブックオフコーポレーション
ワタベウェディング
1
プランタン銀座
綜合警備保障
1
ローソン
太平ビルサービス
1
羽田エアポートエンタープライズ
夢真ホールディングス
1
関東いすゞ自動車
日本郵政
1
関東三菱自動車販売
郵便局
2
丸紅テレコム
郵便事業
3
三城ホールディングス
ウェスティンホテル東京
1
鹿島商事
ケーヨーリゾート開発合同会社
1
千葉日産自動車
ココスジャパン
1
大田花き
サイゼリヤ
2
東京キリンビバレッジサービス
ゼンショー
1
日本レストランエンタプライズ
ダイヤモンドダイニング
1
みずほフィナンシャルグループ
ナクア ホテル & リゾーツマネジメント 1
筑波銀行
パークタワーホテル
1
水戸証券
プラザサンルート
1
スターツ証券
ロイヤルパークホテル
1
館山信用金庫
ロイヤルホールディングス
1
亀有信用金庫
王将フードサービス
1
銚子商工信用組合
幸楽苑
1
東榮信用金庫
山形屋商事ホテルスプリングス幕張
1
JALUX 保険サービス
森ビルホスピタリティコーポレーション 2
明治安田生命保険（相）
大庄
1
アーネストワン
帝国ホテル
1
きんでん
東都グループ（東都自動車）
1
スターツコーポレーション
東和フードサービス
1
三井リハウス東京
日本マクドナルド
1
住友不動産販売
ANA エアサービス東京
1
積水ハウス
エヌジェーケー
1
大東建託
エミレーツ航空
1
電通工業
はとバス
1
東急リバブル
山九
1
日神不動産
東京地下鉄
2
日本ハウズイング
東日本旅客鉄道
2
飯田産業
菱倉運輸
1
木下工務店
P&G マックスファクター合同会社
1
アルビオン
アイケイコーポレーション
2
ナガワ
アップガレージ
1
三協フロンテア
アドバンス
1
芝浦シヤリング
オリジン東秀
1
住友化学
ガリバーインターナショナル
2
中外鑛業
ケイ・ウノ
2
利根コカ・コーラボトリング
ケーズホールディングス
3
榮太樓總本鋪
業種
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い」
、
「留学生との交流の機
会を作り、日本人学生が留
学するときに相談にのって
もらいたい」
、
「雨天時は喫
煙 場 所 が 少 な い。 も っ と
喫煙場所を増やしてほし
い」
、
「もっと多くの学生に
クリーンキャンペーンに参
加してほしい」
、
「シンボル
ロードにいる警備員の時間
を長くしてほしい」などが
あった。
報告を聞いた学友会の桑
島副会長は、
「新入生向け
の冊子や留学生の交流の機
会づくりなど、学友会の各
組織が力を合わせれば実現
できることもある。
委員会、
部活・サークルなどの課外
活動を活性化することが重
要だと感じた」と話した。
ま た、 ２ 日 間 の サ マ ー
キャンプを見守った安井学
長は「昨年より濃い内容に
なったと思う。サマーキャ
ンプの議論を受けて改善し
た点もたくさんあるが、認
識されていないようで残
念。学生にフィードバック
する機会が必要だと感じ
た」と、
感想を述べていた。

ています。一つ
めが初年度に行
う「フレッシュ
パーソンセミ
ナー」で、就職
指導員による説
明 を 行 い ま す。
今後の進路決定
のコンサルタン
ト的な位置づけ
です。次に「 特別講演会 」
を開催して、外部講師に講
演をしてもらっています。
社会で活躍している人だけ
でなく、明海大学のＯＢ・
ＯＧたちに声をかけていま
す。ＯＢ・ＯＧは 代から
代前半の、最前線で働い
ている人たちがほとんどで
すから、より身近でリアル
な話が聞けると、非常に好
評です。３番目は各ゼミで
のさまざまな取り組みで
す。資格を取得する、ディ
ベートやプレゼンの腕を磨
くなど、バラエティに富ん
でいます。１年から４年ま
で通して、学生たちが常に
自分のキャリア像を頭に描
くことができるよう、心が
けています。
日野 外国語学部では、「語
学と文化を学ぶ」というの
が変わらないスタンスとし
てまずあります。その中で
資格取得や留学といった学
生個々のレベルアップに向
けての自助努力へのサポー
トを行っていくというの
が、基本的なキャリアデザ
インの方向性です。ただ、
学生の希望進路は非常に多
様ですので、それぞれの学
生に最適な道を見つけるの
は 大 変 な こ と で す。 そ こ
で、例えば英米語学科では
学科独自の就職講座などを
通じて、ＯＢ・ＯＧと就職
活動や社会のことなどを話
し合える機会を設けていま
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平成 年の新春を迎え、
「気になる就職、大学の支援について」と題して行っ
た、今回の新春座談会。各学部内でキャリアサポートを担当する先生方にお集
まりいただき、大学や各学部での取り組みについてじっくり話を伺った。
長く続く不況下で、大卒の就職率は過去最低レベルと言われている。そんな
状況の中就職活動をする学生たち。キャリアサポートセンター長・下田直樹先

山下 経済学部では主に３
つの指針に基づいてキャリ
アデザインをフォローし

本間 経営と収益という観
点からお話ししましたが、
それだけでなく国土として
どう発展すべきなのか、都
市化と自然保護のバランス
を考える能力も求められて
います。

永井 不動産学部は夢を描
きにくいのかな、という思
い込みがあったのですが、
実は非常に発展性のある業
種なんですね。

は、どうしても不動産業界
の具体像にまで踏み込めて
いない学生が多いのは事実
です。日本で今最も不動産
を持っているのは、鉄道や
電力といった業界です。そ
の業界でどんどん活躍して
ほしい。不動産学が社会に
とってどれだけ有益性があ
るのかを、正しく認識して
もらうことがキャリアデザ
インをする上で重要だと
思っています。

生の「そっと背中を押してあげて」という言葉に、われわれ親の役割について
も大いに考えさせられる内容となった。

「キャリアデザイン」
という意識を！
内苑 というよ
り も、
「ギャッ
プがある」とい
うことをわから
せることが第一
歩なのです。夢
にとらわれすぎ
ている学生が多
いですね。まず
視 野 を 広 げ て、
多様な現実に目を向けてほ
しいと願っています。

―― 各学部の取り組み

永井（ 司会 ） 今日は明海
大学のキャリアサポートの
現状、それから各学部での
取り組みについて、お話し
いただきたいと思います。
内苑 ＨＴ学部では、学生
たちが夢を持って入学して
きます。そんな学生たちに
まずやってもらうのは、一
人ひとりが持っている
「夢」
を、一旦はがしてもらうこ
とです。夢にとらわれない
状態で現実を見据えること
で視野を広げさせ、じっく
り時間をかけて自分に最適
な方向性を見出せるようサ
ポートしています。学生自
身がその意識を常にしっか
り持てるよう、少人数制の
ゼミでフォローしていま
す。

本間 不動産学部は、逆に
現実的ですね。そんな学生
たちには、不動産という業
界自体のダイナミックさを
理解してもらうことが最初
の重要課題と考えていま
す。例えばＨＴ学部の得意
分野と思われがちなホテル
業界ですが、お客様の目に
見える部分や表立ったサー
ビスだけでなく、経営、そ
れ か ら 収 益 と い っ た「 物
件」としての見方もでき
るわけです。不
動産とは全く違
う分野だと思い
込んで初めか
ら（就職先とし
て）除外してし
まっては、自分
で的を小さくし
ているようなも
のです。入学時
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永井 それは、夢と現実と
のギャップが激しいという
ことでしょうか。

す。卒業した学生だけでな
く、内定を得た４年生にも
語ってもらっています。卒
業生が講師の就職講座では
エントリーシートの書き方
など、即効性のあるテーマ
で刺激を与えて、就活スキ
ルを習得してもらっていま
す。また、外部の識者を招
いての講演等による啓発も
積極的に行っています。

戸澤 私たち親の世代には
馴染みがないのでお尋ねし
たいのですが、「エントリー
シート」の活用が始まった
のはいつ頃でしょうか？

日野 ここ４、５年の傾向
です。内容は主に、自己Ｐ
Ｒ、大学時代に力を入れた
こと、志望動機、といった
ところでしょうか。従来の
履歴書とは違い、具体的に
イキイキと表現することが
大事で、豊かな経験や文章
表現力が求められています
ね。

内苑 人間性を見ようとい
う企業の狙いですよね。学
生にとっては自分をアピー
ルする手段の一つです。

戸澤 各学部とも、学生た
ちに入学時からキャリア
アップを意識させるような
取り組みが行われているこ
とがわかりました。心強い
ことです。

各分野の最前線にある企業や教育機関と連携し、
専門知識をより広がりのあるものにする科目構成。
現場で活躍するプロからの業界知識と感性を学ぶプ
ログラム。

※キャリアサポートセンターのホー
ムページでは、各講座・研修等の
情報収集や申し込みができるほか、
「JOB HUNTER（ジョブハンター）
」
と呼ばれる学生用の就職情報システ
ムも用意されている。３、４年生の
保護者の皆さん、お子さんが登録・
活用しているかぜひご確認を！
http://meikai-career.jp
「明海大学キャリアサポートセンター」で検索

「高い専門知識と感性を付加する実践教育」

第一線での研修で自らの可能性を発見し、目標進
路にさらに深く迫るための具体的なキャリアプラン
構築を促すプログラム。

明海大学では、2002 年４月から「就職に強い」
実学志向の大学を目指し、キャリアサポートシステ
ムを始動。さらに 2004 年４月からは従来の就職支
援のセクションをキャリアサポートセンターと発展
的に改組し、教職員や教育後援会、同窓会などが一
丸となって、学生一人ひとりに合った、理想の進路・
就職の実現のために努力している。
2010 年 12 月現在、下田直樹センター長をはじ
めとする教員スタッフ 11 名と事務スタッフ９名、
キャリアカウンセラー 12 名が在籍し、次の３つの
柱に沿った活動を行っている。

自己を分析・発見しながら将来のビジョンを明確
にし、経済の動きから社会のしくみを知る。将来の
キャリア形成に必要な知識と社会適応力を養うプロ
グラム。

「実践でキャリアプランを構築する研修制度」

「目標進路に焦点を合わせるための能力開発」

「キャリアサポートセンター」とは？
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気になる就職、
大学の支援について

しもだ

（経済学部長）

キャリアアドバイザー

（外国語学部英米語学科教授）

重さも全く違う
わけですね。そ
こがわかってい
ないんでしょう
ね。

（不動産学部不動産学科
３年生の保護者）

印象では男子学生に多いで
すね。熱心さが足りないと
いうわけでは決してないの
ですが、就職に対してとに
かく楽観的なんです。個人
的な見解ですが、これはア
ルバイト体験が裏目に出て
いるのではと感じていま
す。就職をバイトの延長と
捉えているとでも言いま
しょうか。

（HT 学部 HT 学科２年生の保護者）

内苑 与えられ
ればこなすけれ
ど、言われない
とやらない。こ
れは全体的な傾向かもしれ
ません。しかし「だからだ
めだ」というのではなく、
多くの学生は何かきっかけ
さえあれば大きく飛躍でき
るというのも事実なんで
す。

通
永井

永井 学生の立場でアルバ
イトとして社会にいるの
と、社会人として社会の中
にいるのとでは、周囲から
求められるものも責任の

編集長
とおる

司会

ながい

ならないのは、学生たちに
とっては非常に不安なこと
なんです。ですから、一緒
にご飯を食べているときに
でも、ご自分の仕事が社会
の中でどんな役割をしてい
るのか、ぜひ話していただ
きたいですね。失敗談でも
いいんです。学生たちが、
社 会、 会 社、 そ し て 個 々
の役割を感じ取れるよう
に。
それでも迷ったときは、
キャリアサポートセンター
へ来るよう、背中をポンと
押してあげてほしいです。

さつき

不安でいっぱいの学生

（不動産学部不動産学科講師）

永井 子どもとのコミュニ
ケーションについても非常
に考えさせられます。今回
お話しいただいた大学での
さまざまな取り組みについ
ては、就活中の子どもたち
をサポートする意味でも、
他の親御さんにもぜひ知っ

役員

―― そっと背中を押してあげてほしい

キャリアアドバイザー

永井 キャリアデザイン組
み立ての集大成が「就職」
ということになるかと思い
ます。長期化することでさ
まざまなストレスを感じて
いる就活中の子どもたちに
対して、私たち親ができる
ことは何でしょうか。いろ
いろアドバイスしたいので
すが。

（経済学部経済学科教授）

キャリア教育は人生の中で
の大学４年間をより有意義
にさせる位置づけです。就
職支援については今、各学
部での取り組みを話しても
らったとおり、さまざまな
メニューを揃えて学生たち
の就職活動をサポートして
います。

（ＨＴ学部ＨＴ学科教授）

が一歩を踏み出すためのサ
ポートをしていただきたい
です。さまざまなチャンス
に挑戦するときや方向転換
が必要なときに、後ろから
そっと背中を押してあげる
存在でいていただきたい。
学生たちは、仕事や社会と
のつながりが薄いまま大学
に入学するケースがほとん
どですが、そんな中で就職
活動をスタートしなければ

勝
ほんま

はるこ

先生

山下 東子
やました

たかみ

先生

内苑 孝美

うちぞの

下田 親御さんには、学生

キャリアアドバイザー

永井 各学部の特色に合わ
せ、 そ の 特 色 を 生 か し た
キャリアサポートを行って
いることがよくわかりまし
た。一方、私自身の正直な
感想として、
「現在の学生
に 対 し て は、 こ こ ま で サ
ポートしないといけないの
か？」という思いもあるの
ですが、先生方はいかがで
しょうか。

副センター長

山下 二極化しているよう
に見えます。早い段階から
就 職 を 意 識 し、
キャリアプログ
ラムや体験を就
職のためにあえ
て自ら進んで取
り 組 む 学 生 と、
待ちの態勢の学
生の２パターン
です。待ち態勢
の学生は、私の

戸澤 五月
とざわ

先生
まさる

本間

ひさのり

ひの

なおき

先生

下田 直樹

先生

日野 壽憲

下田 私はキャリアサポー
トセンター長として、学生
たちに
「キャリアデザイン」
を意識してもらう全学的な
取り組みに関わっています
が、学生たちを取り巻く環
境が以前とは確実に変わっ
てきています。単に知識や
教養を身につけるだけでな
く、その後の社会に出るた
めの養成期間としても大学
生活は重要な時間になって
いるんです。自分は何にな
りたいのか、社会の中で何
をしたいのかという、「キャ
リアデザイン」を常に意識
することが大切です。オー
プンキャンパスでも親御さ
んにはよく就職への取り組
みを聞かれますね。そのと
きにもお話しするのです
が、明海大学では「キャリ
ア教育 」
「 就 職 支 援 」の 二
本柱で取り組んでいます。

明海大学
キャリアサポートセンター長
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ておいていただきたいと思
いました。
下田 自分の将来につい
て、親御さんときちんとコ
ミュニケーションできてい
る学生は、そこからでも行
動が変わってきますよ。
永井 ただ、子どもと接す
る時間は、大学生になった
途端にがくんと少なくなっ
ているのも事実なんです。
下田 親御さんはこれか
ら、社会の先輩として頼ら
れることが多くなってくる
のではないでしょうか。
戸澤 近頃の学生にはハン
グリー精神が足りないとよ
く言われますが、私は母親
として、ふと「育て方が行
き届き過ぎているのかな 」
と思うこともあります。普
段大学で接している先生方
はどう思われますか。
下田 明海大学の学生たち
はとても大切に育てられて
きたんだなと感じます。と
ても素直で、まっすぐな学
生が多いですよ。
山下 親御さんは気づきに
くいかもしれませんが、学
生たちは私たちが思ってい
る以上に「親に頼りたくな
い、自立したい」という気
持ちが強いんです。
「ウチ
にはお金がないから親には

頼 れ な い 」 と。
でも、留学やイ
ンターンシップ
などは、自分の
人生への投資で
すから、学生た
ちには親御さん
に援助をどんど
んお願いしても
らいたい。小さ
いことですが、
「就活の交
通費」にも同じことが言え
ます。

戸澤 そういう自己投資の
面は、確かに親として頼っ
てほしいところです…。

永井 今、
山下先生から
「留
学」というお話が出ました
が、留学する学生が減って
きているそうですね。

本間 留学に行った学生の
反応はとても良いです。不
動産学部でもケンブリッジ
大学への留学制度があるの
ですが、都市の発展という
観点からもイギリスへの留
学は非常に有意義で、学生
の意識がガラッと変わりま
す。教育効果が非常に高い
です。

日野 経済的、精神的に厳
しいのかなと思います。外
国語学部でも留学希望者は
減っています。私の知る限
り、経済面さえクリアでき
れば行きたいという学生は
少なからずいますので、今
後大学として経
済面のサポート
をどう展開する
かという点も大
事です。同時に、
留学制度につい
ての学生への周
知徹底や、彼ら
の留学意欲を高
める努力も欠か

せません。私のいる英米語
学科では
「英米ジャーナル」
という冊子を発行していま
す。留学を体験した学生に
よる報告も掲載し、学生た
ちに読んでもらって、留学
の有意義さを啓蒙する活動
も併せて行っています。

永井 経済的な問題が、学
生が一歩を踏み出すことを
困難にさせている原因の一
つには間違いないですね。
すでに大学にも留学を支援
するさまざまな態勢があり
ますが、教育後援会として
も、
「 学びたい 」とい う意
志がある子どもたちへの助
成がなんとかできないもの
かと思っています。

山下 学生たちに関して一
つ思うのは、物事のバラン
スというか、優先順位を決
めるのがまだまだ下手だと
いうことです。アルバイト
代一つにしても、もっと有
効な使い方をしてほしいと
思うし、その点はご家庭で
もアドバイスしていただけ
ればと思います。

本間 優先順位を考えるこ
とは非常に重要です。就職
活動が始まると、それがで
きる、できないの差がより
歴然とします。そこにいつ
気がつくかですね。気づき
が早ければ早いほど、行動
の流れがスムーズになりま
すから、ご家庭でも、ぜひ

気づかせる方向に誘導して
ほしいですね。

内苑 見ていると、そうい
う子は企業訪問もとても効
率的に行っているし、
事実、
内定も早いですよ。

日野 これは別の先生から
お聞きした話ですが、ある
学生が明海ショップ（学内
の購買）に履歴書を買いに
行ったとき、レジにいた方
がその子の手をとって「が
んばってね！」と声をかけ
てくれ、それを聞いた学生
はその場でボロボロと涙を
流したそうです。それだけ
辛い状況に置かれていたん
でしょう。その後、その子
は 気 持 ち を 持 ち 直 し、 頑
張って就職活動をして成功
させたそうです。それぞれ
の子の困難な状況に思いを
寄せ、
そっと激励ができる。
そんな教育者としての姿勢
を、私自身も常に忘れずに
いたいと思っています。

下田 明海大学では学生た
ちの希望が叶えられるよ
う、さまざまな試みをして
きましたが、これからも試
行錯誤しながら活動してい
きます。大学には多様な学
生がいます。一人ひとりと
向き合いながら、大学とし
て何ができるのか、問い続
けていく姿勢は今後も変わ
りません。教育後援会とも
タッグを組んで、取り組ん
でいきたいと思っていま
す。

永井 私たち親も、見守る
だけでなく、子どもたちを
導いていかなければと、改
めて思いました。今日はあ
りがとうございました。
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大学に、留学について相談できる窓口はありますか？

Ｑ
Ａ

海外留学すると、単位取得が遅れるのでは？

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

あります。「学事課留学支援担当（電話 047-355-5197）」
が相談に応じてくれます。

明海大学の留学プログラムで取得した単位であれば、卒業
単位として認められていますので、４年で卒業すること
が可能です。

費用についての支援はありますか？
留学先の国や期間に応じたサポートがあります。成績優秀
者を対象に全学部・学科で実施している奨学海外研修は、
全額大学負担となります。教育後援会でも毎年留学支援
に予算を取り、学生の留学体験を支援しています。

■ 2009 年留学実績校（一部）

留学について
知りたい！
Q&A と留学生インタビュー

第一歩を踏み出すにはどうしたらいいですか？
まずは学生自身に学事課留学支援担当窓口まで出向いても
らうこと。目的や興味を聞き取ったうえで、留学プログ
ラムを紹介してくれます。その後に説明会に参加し、詳し
い内容を聞くと、いろいろな疑問が晴れると思います。

ただいま
海外留学中

若いうちに一度は送り出してあげた
い海外。明海大の留学制度を利用して
いる人たちはどうしているの？ 費用
は？など、さまざまな疑問が出てくる。
今回は、留学制度の概要と、実際
に留学を体験できた学生にインタ
ビュー。ぜひご参考に。

は連絡を取り合っています。両親には本当

分一人で抱え込まず、ご両親や友だちに話

ろな国の文化や考え方など知ることができ

に感謝の気持ちでいっぱいです。

を聞いてもらうだけでも楽になります。初

外国語学部中国語学科３年

めのころは長く感じる留学も、あっという

るので、とても楽しいです。
Ｑ生活環境はどうですか？

困ったこと

間に１年が過ぎてしまいます。何事にも積

は？

極的に行動すればするほど、さまざまな国

来たばかりのころは食べ物が合わず大変

の人と友だちにもなれるし、いろいろな経

て好きでした。でも、中国の歴史、文化や

でしたが、慣れてしまえば問題ないです。

験もできます。悔いのない楽しい留学生活

思想などは無知で、授業で知れば知るほど

また、大学の周りにバスや地下鉄があるの

を送ってください。

中国にとても興味を持ちました。そんなと

で交通の便が良いです。授業が終わった後

きに国費留学の推薦枠があると知り、留学

や週末は友だちの部屋に遊びに行ったり、

を決めました。

出かけたりしています。ただ、バスも地下

１年生のころから中国語の授業は楽しく

木村 由香利さん

※金額は、奨学金等を除いた自己負担額の概算
★日本語学科
釜山外国語大学校（韓国／ 15 日間／ 9 万円）
シーキューユニバーシティ
（オーストラリア／ 21 日間／ 17 万円）
★英米語学科
ブライトン大学（イギリス／ 27 日間／ 30 万円）
アルバータ大学（カナダ／９ヶ月／ 60 ～ 86 万円）
★中国語学科
北京師範大学（中国／１年間／ 33 ～ 43 万円）
東呉大学（台湾／８ヶ月／ 21 万円）
★経済学科
シーキューユニバーシティ
（オーストラリア／ 22 日間／ 21 万円）
★不動産学科
ケンブリッジ大学（イギリス／ 10 日間／ 24 万円）
江原大学校・釜山外国語大学校（韓国／７日間／ 4.5 万円）
★ＨＴ学科
ブライトン大学（イギリス／ 27 日間／ 30 万円）
セントラルフロリダ大学（アメリカ／ 35 日間／ 22 万円）

発表の機会が多く、それらを通していろい

Ｑ留学を決めたきっかけは？

一人で抱え込まず
何事にも積極的に行動を！

(6)

鉄も時刻表がないのでなかなか来ないとき

北京師範大学に留学中（留学期間 1 年）

Ｑご両親からのサポートは？

Ｑ現在、留学先で学んでいることは？

しまったのですが、電話で励ましてもらっ

はとても困ります。

中国へ来てすぐにホームシックになって
Ｑこれから留学する人へアドバイスを！

会話、閲読、リスニング、新聞の授業を

たり、悩みを聞いてもらったりして乗り越

来てすぐのころは慣れない環境やわから

受けています。特に会話と新聞の授業では

えることができました。今でも最低週１回

ないことばかりで大変だと思いますが、自

▲クラスメイトとともに（左が木村さん）

し お か ぜ
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と思うようになりました。そして実際に中
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せんでした（苦笑）。

国で通じるような中国語を身につけたいと
思いました。

Ｑ生活環境はどうでしたか？

留学から
戻りました

困ったこと

は？
Ｑ留学にあたり、ご両親からのサポート

▲中央が斉藤さん

は？

ので、ホテルのように快適でした。それで

実は、ほぼ一人で留学を決め、準備しま

も家賃は安い。基本的に外食の生活でした

した。明海大の留学支援制度は単位の面も

が、料理は安くて美味しいので困ることは

費用の面も心配が少ないので、両親には自

なかったです。

分を信じて出してもらいました。
Ｑこれから留学する人へアドバイスを！

Ｑ留学先で学んだことは？
中国語全般です。会話や読解のほか、新

３つある寮のうち最高ランクの寮だった

Ｑ留学してみて驚いたことは？

留学は語学の習得だけでなく、いろいろ

いろんな国の人に会うことで
本当のことが分かりました
斎藤 金道さん
外国語学部中国語学科４年
北京師範大学に留学（留学期間１年）

留学したばかりのころは、お店やタク

な国の留学生と知り合えるのがいいとこ

シーで、“ ぼられる ” ことも。でも語学力

ろ。国による傾向など、本当のことが分か

が上がると値切ることもできるようになり

りました。あと、中国の場合は日本から整

高校生のとき、台湾からの留学生を案内

ました。それから、少し郊外にいくとトイ

腸剤を持っていったほうがいいかも。それ

留学中は日本語を使わないよう心がけて、

したのがきっかけで、中国語を勉強したい

レに仕切がないんです…。あれには慣れま

から、夜間の外出は避けたほうがいいです。

スキルアップしてください。

Ｑ留学を決めたきっかけは？

界から見ても高いほうだと思います。また、

Ｑ将来は？

聞を教材に時事問題などもありました。
Ｑ留学を決めたきっかけは？

ただいま
明海大で
留学中

日本のマンガやアニメを見て育ったの
で、子どものころから日本に興味がありま
き。不動産学は中国の大学にはない分野

皺 汲巧さん（中国四川省出身）
不動産学部不動産学科４年

とても気に入っています。日本のラーメン
は中国のとは違いますが、それはそれで美

父が留学に関する資料を集めてくれまし

味しい。日本のうどんも好きなんですよ。

た。
Ｑこれから留学する人へアドバイスを！

高校卒業後、明海大に入学（来日５年）

Ｑ現在、明海大で学んでいることは？

食事や洋服の値段などはゼロがひとつ違う

でいます。宅建の勉強もしています。

浦安は桜がとてもきれい。故郷の四川省

は？

Ｑ日本に留学して驚いたことは？

不動産鑑定や不動産に関する法律を学ん

産市場が活発なので、将来は中国で働きた
Ｑ生活環境はどうですか？
には海がないので、海の香りがする浦安は

Ｑ留学にあたり、ご両親からのサポート

日本に来て、物価の違いに驚きました。
のでは？と思ったほど。でも、日本の店員
さんは親切で、そのサービスのレベルは世

大学卒業後は、大学院に進み、不動産投
資の勉強をする予定です。今は中国の不動

私は日本のテレビを見て、日本語を覚え
ました。ニュースやドラマは楽しみながら
も勉強になります。

いです。
◀中央が皺さん

シュ キュウコウ

すい。

した。留学したいと思ったのは高校生のと
だったので、明海大を選びました。

浦安は環境が良くて
住みやすいから大好き

いろいろなパンフレットが丁寧で分かりや

明海大学
応援しよう

の

課外活動

世界中の人達に
明海スイングを伝えたい
明海大スイング・ソニック・ジャズ・オーケストラ

学友会学術文化連合会ジャズオーケストラ部
昨年度創部のジャズオー
ケストラ部。現在部員数５
名ながらも、世界的に活躍
するジャズピアニスト・椎
名豊氏を監督に迎え、積極

応援で会場を一体にしたとき、
やりがいを感じます
チアリーディング部

編集後記

しおかぜ

①アルバム送料は着払い（個人負担）になります。
②お手元に届くのは 12 月から翌年１月を予定
しております。
③住所を変更した場合は必ず学生支援課に届出
を行ってください。
④アルバムの発送は、国内限定のため、留学生
は国内で受け取ることが可能な住所・友人等
を届出ください。
（個人写真の撮影時に受付）

・平成 22 年度関東学生ヨット春季選手権大会
女子：総合３位、スナイプ級４位、470 級６位（初入賞）
大学対抗：総合７位、スナイプ級７位、470 級６位（入賞）
※大学対抗戦７位で初のシード権を獲得し、秋季大会は
決勝レースから出場
・第 45 回全日本スナイプ級ヨット女子選手権大会
６位の横山・田上組が世界女子スナイプ級ヨット選手権
大会の日本代表に選出（本学初出場）
・平成 22 年度関東 470 選手権大会兼全日本 470 選手権
大会予選
山口・宮崎組、物井・末吉組、田上・太田組の３組が
全日本 470 選手権大会出場
・2010 レーザーラジアル級ユース世界選手権大会及び

・第 38 回関東学生空手道個人選手権大会
男子組手：二瓶ベスト 32
女子組手：小林ベスト 16（女子初）
・第 53 回東日本大学空手道選手権大会
男子団体組手：ベスト 16
女子団体組手：ベスト 16（女子初）
・第 54 回全日本学生空手道個人選手権大会
男子組手：上田ベスト 32（本学初）
・第 53 回関東大学空手道選手権大会
男子団体組手：第３位（本学初）
・第 54 回全日本大学空手道選手権大会
男子団体組手：ベスト８（本学初）

３月・９月の学位記授与式後に卒業生全員に記
念として教育後援会から卒業アルバムが送付贈呈
されます。返品を少なくするため下記の項目をご
確認ください。

■空手道部

■ヨット部

チアリーディング部は
てくれたのは部長の
１９９３年創部。大学から
梅澤知里さん（ＨＴ
チアを始めた学生も多く、 学科４年）
。
一からみんなで勉強してい
また応援以外にも
くので、部員の仲も良い。 ボランティア活動に
また、ＯＧがコーチとして
も積極的に参加。今
練習をみてくれる、アット
年 度 は“ ち ば 国 体 ”
ホームな部活だ。
で 誘 導 係 を 務 め た。
活動は明海大ラクロス部 「 楽 し く て い い 思 い
などの応援や明海祭での演
出になりました」
技披露。
「私たちのリード
しかし悩みは部員
で観客が一つになって会場
が４名しかいないこと。話
を盛り上げたときは『やっ
を聞いた 月はインカレの
た！』と思います」と話し
エキシビションに向けて猛
練習中だったが「本当は
ディビジョンに出たかっ
た」そうだ。ディビジョ
ンに出るには８名以上の
部 員 が 必 要 だ。
「チアや
ダンスの経験がなくても
ＯＫ。男子の入部も大歓
迎です」
梅澤さんは今年で卒業
と な る。
「チアを通して
精神面も体力面も磨かれ
ました。卒業後も続けて
いきたいです」と話して
くれた。
▶明海祭での演技披露

新たな年を迎えて皆様
いかがお過ごしでしょう。
２０１０年は、まさに迷走
日本の年、低迷する国内経
済の影響は、学生たちの就
職活動を直撃しました。
今回の会報「 潮風 」は、
保護者の皆さんのサポート
として開催した地区教育懇
談会の模様を紹介しまし
た。今年度は、新しく北海
道、中国・四国・近畿の２
地区が増え、関東地区でも
懇親会が開催されるなど、
多くの保護者の方が参加さ
れました。
新春座談会では各学部の
先生方に、学生たちのキャ
リアデザインについてお聞
きしました。学生をいかに
育てるか、先生方の真摯な
気持ちが、皆さんに伝わっ
たと思います。更に、キャ
ンパスめぐりでは、元気に
学園祭を盛上げている学生
の皆さんや、安井学長の笑
顔を紹介することができま
した。その他に、明海大学
の留学制度についての情報
を掲載しましたが、参考に
なりましたでしょうか。
これからも会報「潮風」
が、皆さんにタイムリーな
情報をお届けできるよう編
集員一同、頑張ってまいり
ます。皆様の感想やご意見
をお待ちしております。

発行／明海大学浦安キャンパス教育後援会
〒 279-8550 千葉県浦安市明海 1 丁目
電話 047-355-5112 FAX047-355-2871
http://www.meikai-koenkai.com/

（編集委員長 永井 通）

平成 23 年 1 月 20 日発行（年 2 回刊）
〈教育後援会だより〉

楽しむことが大好きな学生が
集まっています

▲部長の渡辺さん

卒業記念アルバムについて
・平成 22 年度千葉県大学サッカー選手権大会：
優勝（３年連続）
・平成 22 年度千葉県大学サッカー春季一部リーグ戦：
優勝（春２年連続）
・平成 22 年度千葉県大学サッカー秋季リーグ戦：
優勝（秋４年連続）

音楽大の学生に加わっても
らっている。
「もっと明海
大の学生を増やしたい」と
部員たち。入部はいつでも
大歓迎。ジャズ初心者でも
ＯＫ。ただし「楽器経験の
あ る 人 」 と の こ と。 現 在
は部員数が少ないため、楽
器を教える余裕がないそう
だ。
「演奏しているときは本当
に幸せ。そして、お客さん
の笑顔が次へと頑張る原動
力です」と話してくれた。

的に活動している。
部員たちの楽器歴は、２
歳でピアノを始めた人から
高校生になって始めた人ま
でとさまざま。演奏は学内
だけでなく、地域イベ
ントにも参加。
また、
六
本木のライブハウスで
も演奏するなど、幅広
い層の観客の前に立つ
ことで経験を重ねてい
る。さらには、台湾で
の演奏会も計画中で
「明海スイングここに
有り」と世界にアピー
ルしていくのが夢だと
いう。
しかしながら、ビッ
グバンドジャズを目指
すには、まだ部員数が
少ない。現在は武蔵野

のは、やはり「楽し
い」からだそうだ。
入部はいつでも歓
迎で、少しでも演劇
に興味がある人なら
経験、レベルは問わ
な い。
「部員にプロ
の役者志望の人はあ
まりいませんが、や
るからにはプロのレ
ベ ル を 目 指 し ま す。
将来については別問
題として考えている
ので、今は演劇に没
頭している私たちを
応援してください」

■サッカー部

▲地元・浦安市でのイベントにも精力的に参加

13

ヨーロッパ選手権大会
花田が日本代表として出場（本学初出場）
・第 77 回関東学生ヨット秋季選手権大会
女子：総合４位、スナイプ級５位、470 級６位（初入賞）
大学対抗：総合８位、スナイプ級９位、470 級５位（入賞）
※ 470 級が第 75 回全日学生ヨット選手権大会出場
・第 19 回全日学生女子ヨット選手権大会
総合７位、スナイプ級９位、470 級 17 位（本学初出場）
・第 75 回全日学生ヨット選手権大会
470 級 11 位（参加 24 大学）16 年ぶりの出場
・2010 年度千葉県学生ヨット選手権大会
３年連続総合優勝

体育会の活躍
2010 年度

!!

たちの色を出したい」と話
す渡辺さん。
「楽しむこと
が大好きな連中が集まっ
て、お客さんと一緒になっ
素人Ｅｎ劇集団・劇団明海
て楽しみたいからオリジナ
３年前より現在の名前に
海。１年生から４年生まで
ルでやっています」
変えて活動している劇団明
人ほどで活動している。 「 個 性 豊 か な 部 員 た ち は、
演目はオリジ
一見バラバラ。だけど『演
ナ ル 作 品 で、 劇が好き』な人間が集まっ
学生自身が脚
ているから、やるときは真
本を書く。部
剣になって、一つの舞台を
長の渡辺智朗
作っていくのが醍醐味」と
さん（ＨＴ学
渡辺さん。
科２年）も脚
時にはうまくいかないこ
本を担当する
とや焦って失敗することも
一 人。
「自分
ある。それでも続けていく
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