「明海大学に通わせてよかった」を目指し
支援事業を継続、拡大へ

15

組織力アップを

◆２０１１年度の
事業計画

２０１１年度 評議員会
５月 日（土）、浦安キャンパス第２管理・研究棟３階４３０１会議
室で、２０１１年度教育後援会評議員会が開催された。あいにくの雨模
様にもかかわらず全国の評議員が多数集結。今年度の方針や予算などに
ついての審議が行われた。

◆震災の影響と
大学の行動
永井通副会長の開会宣言
でスタートした２０１１年
度教育後援会評議員会。安
井利一学長の挨拶では主に
東日本大震災に関する被災
状況の報告が行われた。
地震後は即座に事務局が
安否確認を行い東北出身の
全学生の無事を確認。浦安
キャンパスにも多数の近隣
住民が避難しそのサポート
に追われるなか、被災し居
住不可能となった学生たち
に対して留学生用アパート
を臨時貸与するなど、その
31

８面…突撃訪問「明海大学の課外活動」

対応に追われたとのこと。
支援行事年間スケジュール、
目指して
被災地域に居住している
体育会活動など、大学の近
れている。事業計画、及び
家庭に対しての授業料減免
況が報告された。また、教
休憩が終わり、議長は２
予算に対する審議の結果、
措置などは引き続き実施し
育後援会からの支援に対す
０１１年度新会長となった
どちらも満場一致で承認さ
ていくとの方針も示された。 るお礼が述べられたあと、 永井氏へと交代。
れた。
「学位記授与式は中止と
震災で被災した学生に対し
永井氏は「昨年度の成果
今年度は会則に関する変
なったが、後日、先生方の
ての対面・電話相談でのメ
を引き続き継続していくこ
更はなく、最後に１年間会
立ち会いのもと、一人ひと
ンタル面のケアや義援金活
とで、今年度の活動を盛り
長を務めた印南氏が名誉会
りに卒業証書を授与し門出
動の実施など、大学として
上げていきたい。組織力の
員に推薦され、全員の拍手
を祝福した。学長の任期は
の支援について説明がなさ
強化を目指し、明海大学に
をもっての承認のあと、閉
３年。予定では２０１０年
れた。
子どもを通わせてよかった
会となった。
度で満了だが、このような
続いて事務局から２０１
と思っていただけるよう支
◆歴史を
状況を踏まえ引き続き学長
０年度の事業報告案と決算
援していきたい」と笑顔で
積み重ねたい
として任務に当たることに
案に対する説明が行われた。 抱負を語った。
なった。皆様のために全力
地区教育懇談会を新たに
引き続き２０１１年度の
教育後援会の展望
を尽くしたい」と力強く締
北海道地区と中国・四国・ 事業計画案と予算案の審議
学内のレストラン
めくくった。
近畿地区の２カ所で実施し
が行われた。今年度の事業
たこと、全 事業に対する
もこれまでどおり、①教育 「ニューマリンズ」に場を
◆２０１０年度
変えて行われた懇親会には、
成果や決算が報告され、全
後援会主体事業、②学生の
事業を総括
名誉会員となっている歴代
員の拍手をもって承認され
自主的諸活動支援、③大学
の会長の姿も数多く見られ
た。
実施事業支援の３つの柱で
事業で魅力ある
た。永井会長、印南前会長、
ここで新役員案が発表さ
構成された合計 事業を行
大学づくりを支援
安井学長とスピーチが続き、
れ、永井通新会長以下２０
う。
教育後援会の初代会長であ
１１年度の執行部が決定し、
地区教育懇談会に新たに
る岡本長吉名誉会長が現評
１年生の保護者など今年度
沖縄地区を加え、さらに地
議員へのエールと共に乾杯
新たに評議員となる 人も
区の組み直しを行ったこと
承認を受けた。
で、前年度より２カ所増、 の 音 頭 を と り、 歓 談 へ と
移った。
全員の自己紹介の後、一
計 カ所での実施を計画し
歴代の会長たちを囲んで
旦休憩。休憩時間は、当初
ており、予算も増額となっ
の和気あいあいとした歓
緊張した面持ちで資料に目
ている。また、全学行事援
談の模様には、
「明海大学、
を通していた新評議員メン
助費、就職懇談会費、施設
教育後援会の歴史を積み重
バーもすっかりなごんだ様
整備費を前年度の実績をも
ねていきたい」と語った永
子で、隣席同士、また席を
とに減額、その分は主にグ
井会長の願いが早くも表れ
移動しての挨拶が活発に交
ラウンドの被災により活動
ていた。
わされていた。
に支障をきたしたスポーツ
部活動団体の支援に充てら

31

鈴木洋州学生支援
課長より教職員が紹
介された後、前年度
会長印南彰雄氏を議
長に選出し、議事が
始まった。
昨年度議事録の確
認が行われたあとは、
鈴木学生支援課長か
ら２０１１年度の学
年暦の説明、入学試
験結果、海外留学・
海外研修派遣、就職

31
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し お か ぜ
(1)

※ＨＴ…ホスピタリティ・ツーリズムの略

Ⅱ．学生の主体的諸活動支援
Ｂ－１ 課外教育活動団体の支援
Ｂ－２ 学園祭の支援
Ｂ－３ サマーキャンプの支援

新入生歓迎会の支援
留学生連合会主催行事の支援
スポーツ活動の支援
契約厚生施設利用の支援
卒業パーティーの支援
卒業アルバムの支援
文化活動の支援

Ⅲ．大学実施事業支援
Ｃ－１ 長短期学生海外留学研修派遣の支援
Ｃ－２ 就職対策の支援
Ｃ－３ 大学施設設備等の支援
Ｃ－４ 学生食堂の支援
Ｃ－５ 少人数教育の支援
Ｃ－６ 学部教育の支援
Ｃ－７ 課外教育活動団体顧問の支援
Ｃ－８ 課外教育活動団体指導者の支援
Ｃ－９ 体育会活動の支援
Ｃ－10 ピア・サポート・セミナーの支援

評議員会にて

■新役員の顔ぶれ（敬称略）
会 長／永井 通
副会長／戸澤五月、藤井慶三、松田清志
会 計／吉澤真貴子
監 査／金本正和、上村美穂
役 員／滝口一美、大塚政子、熊澤康弘、林田裕子、山田慶子、本多敏子、庄司洋子、星 徳子、
小林あゆみ、清水俊行、降幡光穗、塩谷 毅、久家和江

2010 年度 一般会計決算書

2011 年度 一般会計予算書

（自）2010 年 4 月 1 日（至）2011 年 3 月 31 日
収入の部
目

会
雑
繰
合

（自）2011 年 4 月 1 日（至）2012 年 3 月 31 日
単位：円

科

収
越

費
入
金
計

本年度予算額

96,200,000

本年度決算額

38,271,331
134,471,331

96,720,000

38,271,331
134,991,331

通

Ⅰ．教育後援会主体事業
Ａ－１ 地区教育懇談会の実施
Ａ－２ 就職懇談会の実施
Ａ－３ 教育後援会会報「潮風」の発刊
Ａ－４ 教育後援会奨学金
Ａ－５ 学生の住宅相談・紹介
Ａ－６ 卒業記念品の贈呈
Ａ－７ 卒業アルバムの贈呈
Ａ－８ 国内外大学の視察
Ａ－９ 教育後援会ホームページの充実
Ａ－10 学生の慶弔
Ａ－11 教育後援会学生表彰の実施

Ｂ－４
Ｂ－５
Ｂ－６
Ｂ－７
Ｂ－８
Ｂ－９
Ｂ－10

教育後援会会長 永井

◆大学と会員、そして会員
活動による出費の一部を補
相互のコミュニケーション
助するとともに、活動の状
の場を充実
況をタイムリーに情報提供
大学と会員の皆さんとの
できるよう取り組んでまい
コミュニケーションの場を
ります。また、グローバル
提供する主力事業として、 な人材育成を支援する海外
当会が行っている地区懇談
留学への補助など、大学実
会があります。学長・副学
施事業へ効果的・効率的な
長をはじめ各学科の先生方、 支援を行ってまいります。
職員の方に参加いただき、
お子さんの学生生活の状況
◆学生をサポートする教育
や学業成績の相談をはじめ、 後援会奨学金の健全化
就職や留学のこと等、何で
現在、教育後援会では学
も相談できる場です。また、 生をサポートするために奨
懇談会後の懇親会は、会員
学金制度を実施しています。
間の親睦はもちろん、懇談
奨学金は、学生が卒業後に
会では相談できなかった話
社会に出てから少しずつ返
など、先生方と自然に楽し
済していただくようになっ
く話せる場でもあります。
ていますが、現在一部の卒
今年度は開催地として沖
業生に返済が滞るケースが
縄地区の那覇、近畿地区の
見うけられます。
大阪の２カ所が増え、 カ
それぞれ事情もあるよう
所での開催となります。今
ですが、今年度は社会人と
年度６月４日に実施された
しての常識と今後の奨学金
関東地区では、昨年に引き
制度の存続を考えて、滞納
続き本年度も懇親会を実施
者に対して厳しい態度で臨
し好評をいただきました。 み教育後援会奨学金の健全
今後、９月から始まる各地
化を図ってまいります。
区の教育懇談会にも多くの
◇
会員の皆さんが参加される
明海大学は、人間力溢れ
ことを願っております。是
る人材を育てるべく安井学
非ふるってご参加ください。 長を中心に、教職員の皆さ
んが一丸となって社会から
見える大学づくりに努力さ
れています。私たち教育後
援会も大学の更なる発展に
少しでもお役に立てるよう
頑張っていきたいと思いま
す。
今年度も、多くの会員の
皆さんに納得いただけるよ
う活動に取り組んでまいり
ますので、皆さまのご理解、
ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

◆学生の自主的活動を効果
的にサポート
前文でも触れまし
たが、この浦安キャ
ンパスも地震による
液状化により学校施
設の一部が使用不能
となり、学生たちの
自主的活動にも影響
を与えています。学
生たちの自主的活動
の 支 援 事 業 と し て、

■ 2011 年度事業計画

11

(2)

会 長 挨 拶

皆さんこんにちは。２０
１ １ 年 度、 明 海 大 学 浦 安
キャンパス教育後援会の会
長に指名されました永井と
申します。
まずは本年３月 日に発
生した東日本大震災で被災
された皆さまには、心から
お見舞い申し上げます。今
回の震災は東北及び関東地
方の広範囲にわたって甚大
な被害をもたらしました。
そして、この明海大学があ
ります浦安も地震による液
状化で街の多くが被災し、
キャンパス内の施設も被害
を受け、いまだ一部にその
爪痕を残しております。
このような状況のなかで
私たち教育後援会は、学生
たちが安全に、安心して、
そして充実したキャンパス
ライフを過ごせるように、
今後も皆さんのご意見やア
ドバイスを参考に学生たち
を応援していきたいと考え
ております。
今年度の教育後援会の
基 本 方 針 は「 組 織 力 の 強
化」と考えております。発
生する問題に対してスピー
ディーに対処し、大学や地
域との連携・協働を促進し
て問題解決に努めてまいり
ます。
11
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増減額

△ 520,000

0
△ 520,000

収入の部

単位：円

科

目

会
雑
繰
合

収
越

費
入
金
計

本年度予算額
96,500,000

前年度予算額
96,200,000

増減額
300,000

43,228,272
139,728,272

38,271,331
134,471,331

4,956,941
5,256,941

支出の部

支出の部
目

管理費

一般管理費
備品費

備品費

92,665
1,740,300
149,606
1,104,999
3,087,570
11,939,948
2,862,495
1,307,768
757,000
920,000
536,846
1,848,000
1,267,500
21,439,557
24,527,127
441,295
455,323
904,080
1,800,698
73,068
380,000
79,560
394,432
△ 21,316
323,685
175,552
778,135
2,183,116
800,000
800,000
2,983,116
0
13,397,331
△ 43,228,272
△ 520,000

会議費

管理費

一般管理費

134,471,331

307,335
259,700
12,850,394
4,895,001
18,312,430
14,660,052
8,037,505
5,492,232
12,243,000
5,080,000
763,154
4,152,000
1,732,500
52,160,443
70,472,873
1,058,705
1,544,677
95,920
2,699,302
26,932
120,000
440
405,568
7,021,316
176,315
324,448
221,865
8,296,884
0
0
8,296,884
10,000,000
294,000
43,228,272
134,991,331

増減額

事業費

会議費

400,000
2,000,000
13,000,000
6,000,000
21,400,000
26,600,000
10,900,000
6,800,000
13,000,000
6,000,000
1,300,000
6,000,000
3,000,000
73,600,000
95,000,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
4,500,000
100,000
500,000
80,000
800,000
7,000,000
500,000
500,000
1,000,000
10,480,000
800,000
800,000
11,280,000
10,000,000
13,691,331

本年度決算額

学生関係活動対策費

事業費

学生関係活動対策費

会員組織費
国内外大学調査研究費
組織強化費
広報費
小
計
全学行事援助費
部活動等協力費
教育補助
卒業記念品費
卒業アルバム制作費援助
就職対策費
留学研修費援助
施設整備支援
小
計
事業費計
評議員会議
役員会・常任役員会
その他会議
会議費計
通信費
慶弔費
旅費交通費
印写事務費
業務委託費
渉外費
消耗品費
事務費
小
計
什器備品費
小計
管理費計
繰 出 金
予 備 費
次年度繰越金
合
計

本年度予算額

組織対策費

組織対策費

科

科
目
会員組織費
国内外大学調査研究費
組織強化費
広報費
小
計
全学行事援助費
部活動等協力費
教育補助
卒業記念品費
卒業アルバム制作費援助
就職対策費
留学研修費援助
施設整備支援
小
計
事業費計
評議員会議
役員会・常任役員会
その他会議
会議費計
通信費
慶弔費
旅費交通費
印写事務費
業務委託費
渉外費
消耗品費
事務費
小
計
什器備品費
小計
管理費計
繰 出 金
予 備 費
合

計

本年度予算額
400,000
2,000,000
16,000,000
6,000,000
24,400,000
25,800,000
12,700,000
6,800,000
13,000,000
6,000,000
1,100,000
6,000,000
2,000,000
73,400,000
97,800,000
1,500,000
2,000,000
500,000
4,000,000
100,000
500,000
50,000
500,000
7,100,000
400,000
400,000
500,000
9,550,000
500,000
500,000
10,050,000
0
27,878,272

前年度予算額
400,000
2,000,000
13,000,000
6,000,000
21,400,000
26,600,000
10,900,000
6,800,000
13,000,000
6,000,000
1,300,000
6,000,000
3,000,000
73,600,000
95,000,000
1,500,000
2,000,000
1,000,000
4,500,000
100,000
500,000
80,000
800,000
7,000,000
500,000
500,000
1,000,000
10,480,000
800,000
800,000
11,280,000
10,000,000
13,691,331

139,728,272

134,471,331

増減額

0
0
3,000,000
0
3,000,000
△ 800,000
1,800,000
0
0
0
△ 200,000
0
△ 1,000,000
△ 200,000
2,800,000
0
0
△ 500,000
△ 500,000
0
0
△ 30,000
△ 300,000
100,000
△ 100,000
△ 100,000
△ 500,000
△ 930,000
△ 300,000
△ 300,000
△ 1,230,000
△ 10,000,000
14,186,941
0
5,256,941

３月 日（水）に予定さ
れていた２０１０年度学位
記授与式が東日本大震災の
影響で中止となり、同日か
ら 日（金）までの３日間、

大学は、震災４日後の３
月 日、建物自体に被害は
ないものの、被災地域出身
の学生が多いこと、浦安市
の安全点検が終了していな
いこと、交通機関の混乱が
あることなどから学位記授
与式の中止を発表。その後、
３日間で分散的に学位記の
交付、卒業後の進路状況の
聞き取り、該当者への卒業
パーティー参加費返金等を
行うことを決めた。
会場には各学部の先生方
が自主的に集まり、学生一
学生ホールで学位記の交付
人ひとりに学位記を読み上
が行われ、卒業生・大学院
げ、手渡し、拍手を送ると
修了生１０１３人のうち、 いう心温まる姿が見られた。
％にあたる７７０人が受 「式典やパーティーは残念
け取りに訪れた。
ながら中止となりましたが、
15

学長

安井 利一

ました。
入学式に関しましては、
新しい夢を持った学生の新
たな生活のスタートのため
に、ぜひとも実施したいと
の強い気持ちでございまし
た。４月４日までに損壊し
たキャンパスを暫間的に修
復し、上下水道の確保を行
い、安全が確認されました
ので実施させていただきま
した。浦安市の皆様も新入
生が来てくれたことにより
復興の力になると喜んでい
ただきました。また、今後
の電力使用制限による教育
課程への影響もなく、力強
く前進を続けております。
一方で、福島第一原子力
発電所の放射能問題を含む、
被災に遭われました全ての
学生に対しましては学納金
の全部または一部免除など
の対応をさせていただいて

学生たちも被災地に思いを
寄せ、笑顔で受け取ってい
き ま し た。 一 人 ひ と り に

とって、特別な卒業になっ
たのではないでしょうか 」
と学生支援課。

団体や、全日本または関東
地区規模の各種大会で優秀
な成績を収め、大学の名声
を高めるのに貢献した個
人・団体、②体育会および
学友会の活動で顕著な貢献
をしたと認められる個人・
団体、そして、③地域社会
においてボランティア活動
等により顕著な貢献を認め
られる個人・団体。
今年度は個人 人と２団
体の活動が認められた。

※敬称略
個人 団体

肌寒いながらも快晴と
なった４月４日（ 月 ）
、浦
安キャンパス体育館で２０
１１年度入学式が行われた。
１４６６人の新入生のほか、
多くの保護者が来場し体育
館の保護者席が満席になっ
たため、別室での中継も行
われた。
式に先立ち、東日本大震

学友会

難な人がいるなか、勉強す
トしています」とメッセー
る環境を整えてくださった
ジを送った。
すべての人に感謝します 」
出席した保護者からは
と語った。
「感じのいい式でした。子
また、姉妹校である朝日
どもには、専門的な知識を
大学の大友克之学長は挨拶
身につけてもらいたいです
で明海大学の学歌に触れ、 （不動産学科保護者）
」との
「
『人類（ひと）のために私
声が。新入生は「これから
達にできる何かを』という
毎日を無駄にしないように
歌詞は、今こそ考えるべき
過ごしたい」と話していた。
ものであり、医療・不動産
などの専門性は復興に必ず
役に立つ」と述べた。
式終了後はオリエンテー
ション。そのなかで、浦安

キャンパス教育後援会や同
災の犠牲者を悼んで黙祷が
窓会の説明会も行われた。
捧げられた。挨拶に立った
教育後援会からは、宮本
安井利一学長は、
「これか
らは自己実現の手段として、 知子副会長が壇上に立ち、
また夢をかなえるために勉 「子どもが大学生になって
も親の心配は尽きないもの。
強してもらいたい」とエー
明海大にはその気持ちに応
ルを送った。
続いて、ＨＴ学科の角田
えてくださる先生がいらっ
実咲さんが入学生を代表し
しゃいます。教育後援会は
て宣誓。
「勉強するのが困
保護者のみなさんをサポー
▶１分間の黙祷が捧げられた

課外活動

・アパートが損壊するなどした学生に対し、宿舎の空き室を無償提供
・不動産学部の教員が、賃貸アパート等の家賃や違約金等で問題を抱える学生
へアドバイス
・罹災世帯の在学生、福島第一原子力発電所事故に伴う指定区域の世帯の在学
生に対し学生納付金を減免
・個人カウンセリングを対面・電話で実施
・学友会が募金活動を行い、日本赤十字社と浦安市に全額募金
・ヨット部が自主的に浦安市内でボランティア活動を実施
ほか

■東日本大震災を受けての大学・学生の動き（一部）

学生表彰は 人と２団体へ
例年、学位記授与式のあ
とに行われている、教育後
援会の「学生表彰式」も震
災の影響で中止になった
が、学位記を受け取りに来
ることができた対象者へは
その場で、来られなかった
対象者へは送付で表彰状と
記念品が渡された。
表彰の対象となったの
は、①課外活動において他
の学生に大きな目標や影響
となる成果を収めた個人・
23

特色ある教育課程ができあ
がっていると思います。私
は、明海大学で学んだ学生
は、単に専門的な知識を有
するだけでなく、その基礎
に人間としての輝きを持っ
てもらいたいと願っており
ます。
「 明海の人間力 」を
しっかりと培ってもらいた
いと思っています。教員も
教育・研究・社会貢献に汗
を流して頑張ってもらわな
ければなりません。埼玉県
坂戸市にあります歯学部は、
今春の歯科医師国家試験で
合格者数が国公私立大学の
なかでもっとも多く、新卒
者の合格率は私立大学で第
２位でした。明海大学全体
の社会的評価をあげて、よ
り素晴らしい教育ができる
ように努力を重ねていきた
いと思います。
そして、保護者の皆様も、
もちろんお預かりしている
学生の皆様にも満足度の高
い教育を通じて、本学の建
学の精神を具現化していく
所存です。

経済学科

23

おります。
今後とも、学業や生活面
で問題が発生してきた場合
には大学にご相談くださる
ようお願い申し上げます。
さて、平成 年度の浦安
キャンパス教育後援会会長
の重責を務めていただきま
した印南彰雄様には、適切
な会務運営と地方での懇談
会の活性化を通じて大学と
保護者等の皆様との距離を
随分と近づけていただき心
から厚く御礼を申し上げま
す。また、平成 年度の会
長をお務めいただく永井通
様には、これからの１年間、
大切な学生のために力を合
わせて共に努力していける
ようご教示をいただきたい
と思っております。また、
役員の皆様にも心からよろ
しくお願いを申し上げます。
明海大学浦安キャンパス
は、昨年からカリキュラム
を改革しました。特に、学
部共通教育としての「学修
の 基 礎 」 や「 キ ャ リ ア 教
育」については力を入れ、

3 表彰対象③
竹内孝徳

浦安市学生防犯委員会に 6 年間参加

英米語学科
英米語学科
英米語学科
中国語学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
経済学科
不動産学科
不動産学科
HT 学科
HT 学科
経済学科
不動産学科
不動産学科
HT 学科

2008・2009・2010 年度 E.S.S. 英語会部長
2009 年度ヨット部主将
2008 年度男子バレーボール部主将
2010 年度合気道部主将
2010 年度サッカー部主将
2009 年度軽音楽部アリーナ部長
2010 年度空手道部主将
2010 年度陸上競技部主将
2010 年度男子ラクロス部主将
2009 年度水泳部主将
2009・2010 年度女子硬式庭球部主将
2010 年度茶道部部長
2010 年度ラグビー部主将
2010 年度韓国留学生会会長
2010 年度チアリーディング部主将
2009 年度女子ラクロス部主将
2009 年度体育会連盟会会長
2008 年度学術文化連合会会長
2010 年度留学生連合会会長
2010 年度卒業パーティー実行委員会委員長

2 表彰対象②
庄野賢治
田上大輔
千葉晃太
斎藤金道
稲葉基輝
白藤佑樹
武田隼介
福嶋樹
古屋 恭
百瀬要
山崎真起子
松井麻峰
高崎翔真
崔賢相
梅澤智里
鈴木美保
横山裕也
門馬康晃
崔志剛
前田友樹

入学式

23

76

明海大学の人間力育成を目指して

30

■学生表彰者

新しい未来を作る
決意を胸に

安全面に配慮
25

明海大学浦安キャンパス
きな損壊はありませんでし
教育後援会の皆様におかれ
たが、液状化現象により、
ましては益々ご健勝にてお
大切なグラウンドをはじめ
過ごしのことと拝察いたし
キャンパスの地面には陥没
ております。日頃より、大
と隆起が発生し誠に心痛む
学の運営に対しまして温か
状況となりました。
いご支援を頂戴し厚く御礼
３月 日に予定いたして
を申し上げます。
おりました学位記授与式は、
また、３月 日に発生い
安全が確保できないことと
たしました東日本大震災で
上下水道の使用不可ならび
被災をされた皆様に対しま
に交通機関の正常化が望め
して、
大学を代表し、
心から
ないという理由等により中
のお見舞いを申し上げます。 止せざるを得ない状況とな
浦安キャンパスにおきま
りました。卒業を楽しみに
しても、幸運にも建物に大
していた学生の皆様、保護
者の皆様に対して申
し訳ない気持ちでし
た。しかし、 周年
記念会館において
個々の学生に学位記
を渡すべく計画を立
て、来学いただいた
学生には教職員が拍
手をして祝福いたし
23

1 表彰対象①
梅野健太
経済学科 WPMF 初代日本スーパーバンタム級王者 ほか
浮谷駿宏
HT 学科 2010 年度ボーイスカウト富士章を受章
体育会ヨット部 第 75 回全日本学生ヨット選手権大会 470 級 11 位 ほか
体育会空手道部 第 54 回全日本大学空手道選手権大会第 5 位 ほか

2011 年度
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３日間かけ
一人ひとりに学位記を授与
11
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し お か ぜ
(3)

し お か ぜ

(5)

卒業パーティー
実行委員会委員長

本田 大輔

吉田 翔美

稲葉 知世

卒業アルバム
制作委員会委員長

鈴木 麻紀

（英米語学科 2 年）

（経済学科３年）

（ＨＴ学科３年）

（ＨＴ学科３年）

①中央委員会では、これまで喫煙・ゴミ
のポイ捨てマナー向上についてのキャ
ンペーンを積極的に行ってきました。
今年度も、クリーンキャンペーンを通
じて学生自ら呼びかけることにより、
学生全体の意識を高めたいと思ってお
ります。
②緑豊かな開かれたキャンパスです。

①委員が適材適所で活躍できるよう常に
個々に目を向けると共に、その委員た
ちを上手く統括できるよう精一杯頑張
ります。また、より良い学園祭が作れ
るようこれからも努力していきたいと
思います。
②学生みんなが明るく挨拶できるところ
が好きです。また、校内には留学生も
多く、海外文化に触れる機会が多いと
ころも明海大学の良いところだと思っ
ています。

①毎年卒業生に、学生生活最後の思い出
を作っている卒業パーティーですが、
昨年度は震災の影響でやむを得ず中止
となりました。今年度はその分の想い
も込めて、委員会みんなで素晴らしい
パーティーを企画したいと思っていま
す。
②緑や季節ごとの花がたくさんあり、外
とを隔てる壁などもないので、街に馴
染んでいて開放的だなと感じます。

①学位記授与式と卒業パーティーが震
災の影響で中止となったことで、予定
していた企画を十分に行うことができ
ない状態ですが、震災にも負けない卒
業生の強い表情や、より美しくなった
キャンパス内をふんだんに盛り込ん
だ素敵なアルバムを製作していこうと
思っています。
②異国を思わせる学校周辺。また、敷地
内にある丘からは美しい夕日を見るこ
とができ、そこで友人といろいろな話
をして時間を過ごします。

2011 年度

学友会

学園祭実行委員会
委員長

し お か ぜ
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新役員の顔ぶれ

中央委員会委員長
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①今年度の意気込み
を教えてください
②明海大のここが好
き！を教えてくだ
さい
（順不同、敬称略）

学術文化連合会会長

留学生連合会会長

金子 嘉伸

郭 然

（不動産学科３年）
①新入生の皆さんご入学おめでとうございます。この明海
大学に新たな仲間が加わったことを、心から嬉しく思い
ます。そして東北大震災で大切なご家族・ご友人を亡く
した方々にお悔やみ申し上げます。このような大変な時
期に私は学術文化連合会の会長になりました。大変な時
期に会長になったからこそ、私は想います。今は各団体
が横の繋がりがありませんが一致団結し『明海大学の文
連は１枚岩だ』だと思われる程の団結力を大学に示した
いと思います。
②嘘をつくのが嫌いなので、本当のことを言います。好き
な所はありません。ですが愛校心はあります。大学側が
必要とあれば何でもします。

（経済学科 4 年）
①留学生はほぼ毎日、大学・バイト先・家だけの生活で
す。卒業した先輩が、
「どこか観光に行ったらよかったな」
と後悔して国へ帰りました。私は、留学生活はバイトと
授業だけでは不完全だと思います。今年はＢＢＱパー
ティーなど友だちを作るチャンスを作り、在校生の日本
人との交流を促進したいと思います。また、留学生たち
に日本の自然環境や歴史、文化について肌で感じてもら
うため、国際交流合宿はまたやろうと考えています。
②明海大学の先生は優しいです。先生の立場だけではなく、
親や親戚のように考えてくれます。
「先生、いつもあり
がとう」と伝えたい。

(4)

体育会連盟会会長

田中 俊裕

（経済学科３年）
①今年の抱負は、体育会連盟会所属団体を強く
することを目標に、それに向けて自分が中心
となって各団体を一つにまとめることです。
自分の団体だけを強くすることを考えるだけ
ではなく、他団体のこともみんなで一緒に
なって考える。そうやって繋がりを強くし、
体育会連盟会を全員で盛り上げていきたいと
思います。
②行動力のある学生が多いと私は思います。そ
してその学生たちがやりたいことや目指して
いることに対して、全力でサポートしてくれ
る教職員の方々が好きです。

参加者の声

囲気のなかで、先生方と、
また保護者同士で活発に情
報交換をする姿が随所で見
られた。

と力強く語った。また、昨
年よりキャリアデザインを
意識した教育課程プログラ
ムを実施していることか
ら、今年度の４年生の就職
状況にその成果を期待した
いと話し、「大学生活はチャ
２０１１年６月４日
レンジできる時期。海外留
（土）
、明海大学浦安キャン
学、ボランティアなど、夢
パス体育館で「関東地区教
をもって楽しく学生生活を
育懇談会」が行われた。２
送ってほしい」としめく
年生を対象としたこの懇談
くった。
会には関東全域から１０３
鈴木洋州学生支援課長に
名の保護者が参加した。
よる大学の近況報告では、
配布資料をもとに浦安キャ
ン パ ス の 学 年 暦、 海 外 留
全体会
学・海外研修派遣予定、体
はじめに永井通教育後
育会試合結果などについて
援会会長から開会の挨拶。 報告。
「 教育後援会は保護者が運
次に就職状況についての
営し、親の立場から学生た
説 明 が あ っ た。 ２ 年 生 に
ちをフォローしていく会で
とって今年度は就職活動が
す。組織力アップ、そして
始まる前の貴重な１年であ
横のつながりを強化してい
ることをふまえ、現状の分
きましょう」と話し、昨年
析とともに活動に向けての
始まったメールマガジンへ
アドバイスなどを話した。
の登録を改めて呼びかけた
求人は震災の影響もあって
（本紙８面参照）
。
か全体的な動き出しに遅れ
続いて壇上に立った安井
が見られ、求人倍率は依然
利一学長は、冒頭で震災被
として低い数字とのこと。
害に対する救済措置につい 「ただし社員３００人未満
て説明し、安心して学べる
の中小企業に関しては３・
環境づくりに力を注ぎたい
倍。幅広い視野での活動
53

今年の動向は？ どう取り組めばいい？
関東地区就職懇談会レポート

７月２日（土）、浦安キャンパスで、１年から３年次学生を持つ保護者を
対象に「関東地区就職懇談会」が開かれた。会場には約２５０名の保護者の
ほか、学生の姿も。就職活動への関心の高さがうかがえた。

報 業 は ０・ 倍 な の に 対
所属する学部を生かし
し、製造業は１・ 倍、そ
た就職をさせたいのだ
して流通業は３・ 倍なの
が。
（経済学科）
だ。この数字からも、以前
日本の企業では専門性
の氷河期とは意味が異なり、
よりも総合性が求めら
「選ばなければ仕事はある」 れます。志望した業種（職
と話す。志望する業種や会
種）で就職しても、入社後、
社の規模などにこだわり過 「仕事が合わない、辞めた
ぎずに就職活動に取り組む
い」と思うかもしれません。
のも大切といえそうだ。
そんなときに、逆に社内異
動で自分に合う仕事に出合
う可能性もあります。就職
の時点では専門にこだわら
ず、あらゆる業界を見るほ
うがいいと思います。

就活の準備として
やっておいたほうが
いいことは？
山崎 ＳＰＩ講座とイン
ターンシップ。ＳＰＩ試験
で学生を絞り込む企業は多
いですし、ＳＰＩで落ちた
ら自分をアピールする機会
も得られないわけですから。
小玉 ＳＰＩ講座。学校の
講座は夏に行われますが、
実際に試験が行われるのは
秋なので、直前に復習して
おくといいですよ。
村西 人の話を聞くこと。
私が内定をもらった会社は、
最初は知らない会社でした。
まずは知らないところでも
足を運んで話を聞いてみて。
原﨑 インターンシップで
憧れの業界の現場をみるの
は大切ですが、受け身でい
ては意味がない。私は受け
身のせいで成果を得られま
せんでした。
蓑輪 スマートフォンがあ
るといい。自分は持ってお
らず、情報戦に出遅れるこ
ともありました。

エントリーシートの
記入にかかる時間は
平均で１社あたり約
３時間。志望度が高
い企業にはさらにか
ける時間も増え、平
均で１社に約６時間
にもなるという。そ
のエントリーシート
を ～ 社、多い学生なら
社以上送るので、学生の
負担は大きい。
なかでも長所など、自分
自身のことを書くのに思い
悩む学生も多い。そんなと
きは、子どものことを一番
よく知っている親のアドバ
イスが有効なのではないか、
と話した。
英米語学科のある教授は、
この懇談会の中で、自身の
娘のエントリーシート作成
を手伝った経験に触れ、「子
育ての総括だった」とも話
している。
永井会長

20

就職活動のやり方がわ
からない。
就職活動とは「人に会
う」ことに尽きると思

現在の１、２年生が就
職するときの求人倍率
はどのくらいになるのか。
１・××倍ぐらいだと
思いますが、現段階で
は震災の影響が企業の事業
計画にどの程度の影響を及
ぼすのかを見守っている状
況です。

Ｑエントリーシートはどの
くらい書いた？
村西 私は絞り込んだので
社くらい。少ないほうだ
と思います。
山崎 友人たちは 、 社、
多いと 社くらい。自分で
やりたいことが決まってい
るなら絞り込みますが、こ
れを出さないと次のステッ
プへ行けないのでいろいろ
な業界に出しておくことも
必要だと思います。

Ｑ面接で落ちた後、振り返
りや反省はしましたか？
黒田 面接の後は聞かれた
質問とそれに対する自分の
答えをメモしておきました。
違う企業でも同じ業界なら
質問の傾向も似ているので
はないかと考えたからです。

保護者からの質問

Ｑ＆Ａ

何をやりたいのか見えてき
ました。落ち込んだときは
愚痴を聞いてくれ、面接に
通ったときは一緒に喜んで
くれた。感情を共有してく
れたことは励みになりまし
た。

◀熱心に耳を傾ける参加者

村西 口うるさかった
親が就職に関しては何
も言わなかった。今ど
こ受けてるの？ 何次
面接まで言ったの？と
詮索されるとストレス
を感じます。子どもが
相談してきたときだけ、
乗ってあげてください。
原﨑 私も親が干渉し
てこなかったことがよ
かったです。
蓑輪 今まで私のやり
方に口を出さなかった父が、
父の知人のところへ相談に
行くように勧めてくれまし
た。ちょっとした後押しが
うれしかった。それから、
今日面接なんだと言ったら、
机に千円置いてあったこと。
就活は交通費がかかるので
助かりました。
黒田 就活はとても不安な
も の。 大 学 ま で 出 し て も
らったのに就職できなかっ
たらと思うと…。あるとき、
母から「もし決まらなかっ
たら百万円渡すから海外へ
行ってこい」と言われて、
安心して取り組むことがで
きました。それから、スー
ツはいいものを買ってあげ
てください。私は量販店で
買ったスーツが体に合わず、
インターンシップ先の方に
指摘されたことがありまし
た。身だしなみは大切です。
山崎 就職に関する記事が
載っている新聞がテーブル
に置いてあったのがうれし
かったです。就活を通して
父と母を一人の社会人とし
て見るようになりました。
一番身近な社会人としての
アドバイスをお願いします。
小玉 自由に企業を選ばせ
てくれたおかげで、自分が

うれしかった
保護者からの
サポートは？

います。これは就職担当者
に会うということだけでな
く、大学の就職支援を利用
すると必ず人と会い、話を
することになります。人に
会う経験の中で視野を広げ
たり、情報を集めたりする
ことができます。

保護者から
毛利氏への質問

２０１１年３月卒の求人倍
率は１・ 倍。これに比べ、
バルブ経済がはじけた１９
９６年は１・ 倍、就職氷
就活学生を悩ませる
河期といわれた２０００年
「エントリーシート」
は０・ 倍であった。そう
考えると、就職は厳しいな
昔と今の就職活動の違い
がらも「超」が付くほどの
に「エントリーシート」が
氷河期ではないのでは？と
ある。昔の履歴書が「エン
話す。
トリーシート」にあたるの
また、求人倍率は企業の
だが、一般的な履歴書にプ
規模によっても異なるとい
ラスして企業ごとに独自
う。従業員１千人以上の企
の質問項目を設定してあ
業に限った求人倍率が０・ り、履歴書を書くよりもボ
倍なのに対して、１千人
リュームがある。書類選考
未満の企業では１・ 倍と
の対象となる企業もあるた
なる。いわゆる大企業と呼
めに、学生にとっては大き
ばれる会社への就職は厳し
な関門だ。
いが、中小企業の場合は比
アンケート調査によると、
較的入りやすいことを示し
ている。
求人倍率を業種別に見て
みるとその違いは顕著で、
人気のＩＴ企業やマスコミ
などが入る、サービス・情
23
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覚えてもらいました。内定
が少ないので苦労しました
後、担当者から「熱意が伝
が、友人や先生に協力して
わった」と言ってもらえま
もらいました。
村西 エントリーシートで、 した。
黒田 不況の中で活動した
空白の用紙を自由に使って
自己ＰＲをというのがあり、 からこそ、今後成長する企
業が見えたと思う。
困りました。どのようにし
蓑輪 人前に出るのは苦手
て個性を出すか苦労しまし
でしたが、人とつながるの
た。
は面白いと思えるようにな
り、成長できました。
面接に落ちたときは？
原﨑 エントリーシートで
自分史を書いたり、自己分
析したり。人生を見直すい
い機会でした。
村西 面接やエントリー
シートを通して、より自分
を理解できるようになりま
した。

就活を通して
何を得た？
小玉 内定が決まってから
はアルバイトでも「働く」
ことを意識して積極的にな
りました。
山崎 寝坊をしなくなりま
した。親からも「就職活動
して良かった」と言われる
ほどです。それから行動力
がつきました。就活中、自
分の名刺を作って、企業の
人事担当者に渡して名前を

Q

が成功の鍵」ま
た、
「企業側が
聞きたいこと
は、大学で何を
し て き た の か。
そこから何を得
たのか。そして、
それをどう活か
すのかというこ
と。大学生活を
いかに過ごすか
がとても重要で
ある。本格的に
就職活動が始ま
るまでのこの１
年間を大切にし
てほしい」
、
「就
職活動に成功し
ている学生は、動き出しが
早く、活動量が多い」と実
践的なアドバイスも。
最後に壇上の教職員を紹
介し、全体会は終了した。
下田センター長

「父母のための就職
ガイダンス 就職環
境と親が子どもにし
てあげられるサポー
ト」と題して㈱リク
ルートの就職ジャー
ナル編集長である毛
利氏が講演を行った。
毛 利 氏 に よ る と、

と、
毎年、
エントリー
就職は学んだことを
シート（履歴書のよ
社会へ還元する
うなもの）に書く資
ということ
格がないと嘆く学生
がいるという。明海
開会にあたり、永井教育
大では独自の「資格
後援会会長が挨拶し、
「子
等取得奨励奨学金」
どもの就職のために親とし
を設け、学生の資格
て何ができるかを考える会
取得を支援している。大学
にしたい」と話した。
今は就職情報サイトや企業
が取得を勧める資格はどれ
安井学長は「大学で学ん
のホームページを通じて
もエントリーシートに書け
だことを社会に還元する。 「エントリー」することが
るものばかり。１年次から
それが就職である」と述べ、 就活の第一歩。
「ネット就
計画的に挑戦するようにし
「 全国どこでも就職は厳し
活」といわれる所以だ。ま
たい。
また、
インターンシッ
い。大学からも保護者の皆
た、昔と違って早期化、長
プにも積極的な参加が望ま
さんにサポートをお願いし
期化しているのも特徴。
れる。
たい」と呼びかけた。
明海大では３年生になる
今回、講演を行った㈱リ
とすぐに就職ガイダンスを
クルートの毛利威之氏から
開き、早期化に対応。その
就職に向けた
後は、
少人数の「就職講座」 「類をみない手厚いバック
明海大の取り組み
アップ体制」との評価を受
を行い、キャリアカウンセ
ける明海大の就職支援体制
経済学部長でもある下田
ラーの資格を持つ職員が対
だが、いずれにしても学生
直樹キャリアサポートセン
応にあたる。
自身が活用しなくては意味
ター長が就職支援の取り組
また、企業と学生の出会
のないものであり、保護者
みについて説明を行い、今
いの場も積極的に作ってい
からも利用するように声を
年は震災の影響で企業の採
る。インターンシップで学
かけてもらいたい、と話し
用活動が例年より１カ月か
生が企業で就業体験を行っ
た。
ら１カ月半ほど遅れている
たり、企業の採用担当者を
と話した。
大学に招き、直接話す機会
親の時代の就職活動は、 を設けたりしている。
今は就職氷河期
まずハガキで企業に資料請
そのほか、具体的な面接
ではない？
求するところから始めたが、 対策や試験対策も行い、手
厚くサポートして
いる。

１年次から就職
活動に入る前に
やっておきたい
こと
下田先生による
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個別面談
全体会に引き続き個別面
談が行われた。
ブースには各学部、４～
７名の先生方がスタンバイ
し、保護者からの相談に対
応した。
また、担当職員による留
学・教務・就職・学生生活
の各相談ブースも設けら
れ、保護者からの相談にき
め細かく応じていた。相談
を受ける側に空き時間が発
生することはほとんどな
く、保護者の熱心な質問が
時間ぎりぎりまで続いた。

懇親会

↖

就職を意識し始めた
時期は？

毛利氏

A

Q
A

全 体 会、 個 別 面 談 の 後
は、場所を学内のレストラ
ン「ニューマリンズ」に移
し、懇親会が行われた。
対面での個別面談とはま
た違ったリラックスした雰

も話題にのぼる先生と直接
配。学費を含めて日常生活
お話できました。今晩娘に
全般の相談に来ました」（経
早速報告しようと思いま
済学部・男子の保護者）
す。就職に関しては不安も 「先生からは成績だけでな
ありますが、学校からタイ
く、授業態度や日常の様子
ミングよく情報をもらえる
など詳しくお話を聞くこと
のでとてもありがたく思っ
ができて感激しました。態
ています」
（ ＨＴ学部・女
度・姿勢とも心配ないとの
子の両親）
ことで、ほっとしたところ
「留学を予定し
です」
（ 不動産学部・男子
ています。出発
の両親）
日までの準備や
単位についての
お話を聞くこと
ができました」
（ 外 国 語 学 部・
女子の両親）
「ウズベキスタ
ン出身の留学生
の保護者として
来ました。本人
は生活するの
に精一杯のよう
で、学業に専念
〈ＤＡＴＡ〉
できているか心

厳しい就職戦線をくぐりぬけ、今年内定をもらった
学生たちが就活中の苦労や本音を話してくれた。

小玉 ＨＴ学科を受験する
ときから、将来こういった
業界で働きたいと思ってま
した。
山崎 私も不動産学科です
ので、入学したときから意
識していました。具体的に
どの企業をとなったのは大
学３年のインターンシップ

〈参加学生〉

黒田 落ちた日の夜は枕を
濡らしましたが（ 笑 ）
、母
が「 次へ行こう 」
「気にし
ているのは、あなたらしく
ない」と言ってくれたのは、
気持ちを切り替える助けに
のときです。
なりましたね。
原﨑 私は３年になり就活
小玉 私は「第一希望の企
のイベントを見てからです。 業」ではなく「第一希望の
村西 私も１年のときから
業界」と考えていましたか
漠然と考えていましたが、 ら、落ちてもさほどショッ
具体的に考え始めたのは３
クではなかったです。
年の夏から秋です。
村西 私も落ちた会社とは
大黒 他の学生を見ても、 縁 が な か っ た、 向 い て な
子どものころからの夢があ
かったと前向きに考えまし
る人と、３年生になってか
た。
ら考える人と二極化してい
原﨑 「私を採用してくれ
ますね。
ない企業なんてもういい 」
と思えるくらいのあきらめ
も必要です。
就活で
蓑輪 面接に落ちていくな
大変だった
かで、自分に足りないもの
ことは？
に気付くこともできました
よ。
山崎 自宅が千
葉にあり、面接
のために都内に
出ると往復３時
間かかる。面接
があると半日が
かりなので授業
に 出 ら れ な い。
１、２年次で落
とした単位が
あったので学業
との両立が大変
でした。
小玉 私はエン
ト リ ー シ ー ト。
ボキャブラリー
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～内定学生が就活を語る～
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気になる
就活事情

パネルディスカッション
▶パネリストの学生たち

30

……… 158 名
参加者数（教職員含む）

30

70

安井学長

小玉茜さん（HT 学科／㈱ベストブライダルに内定）
山崎恭平さん（不動産学科／㈱東急リバブルに内定）
黒田倫史さん（経済学科／㈱ライフランドに内定）
蓑輪拓郎さん（中国語学科／㈱広友ホールディングスに内定）
原﨑麻美さん（英米語学科／家電量販店に内定）
村西亜里紗さん（日本語学科／㈱ゼットエーに内定）
〈コーディネーター〉
大黒章子氏（GCDF-Japan キャリアカウンセラー）
※本文中、敬称略

関東地区教育懇談会に保護者 103 名が参加

案外忘れがちだが、就活にはさまざまな費用
がかかる。スーツやバッグなどのほか、交通費
や飲食費もばかにならない。特に最終面接以外
の交通費は自己負担のことが多いので注意が必
要だ。
活動中はアルバイトをする時間もないので、
費用はあらかじめ貯めておきたい。概ね 10 万
円から 15 万円は見ておいた方が良さそう。

「 娘は大学生活をとても楽
しんでいます。今日はいつ

知っておきたい就活のお値段事情

A

15

※『就職ジャーナル』の 100 人アンケートで
は平均 67,000 円という報告も

1 00
00
￥

10000

■意外にかかる交通費
リましょうネ

日本語学科……………………………… 2 名
英米語学科…………………………… 20 名
中国語学科……………………………… 9 名
経済学科… …………………………… 33 名
不動産学科…………………………… 10 名
ＨＴ学科… …………………………… 29 名

￥

10000
￥

「直接先生とお話できて
ほっとしました」

ガンバ

内訳（費用の平均）
・ス ー ツ 代…………………33,701 円
・靴
代…………………08,957 円
・バ ッ グ 代…………………07,137 円
・シ ャ ツ 代…………………06,967 円
・ネクタイ代…………………05,052 円
・飲 食 費…………………11,024 円
・交 通 費…………………36,837 円（※）
▲このような模範的なリクルートス
タイルの費用は６万円前後？

(6)

し お か ぜ
第 36 号
第 36 号

し お か ぜ
(7)

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）

４だ。バドミントン経験者
だけでなく、初心者もいて、
部長の粂川季之さん（経済
学科３年）も大学から始め
たそうだ。

バドミントンサークル WEDNESDAY

練習は火曜と土曜の週２
回、大学の体育館で行って
いる。さらに、大会前には
有志が大学周辺の体育館を
借りて練習する。その熱心
さで浦安市内の大会では女
子ダブルスで優勝するなど
の結果を残している。
真剣な表情で練習に励む
様子は同好会とは思えない
雰囲気。その一方で、みん
なでバーベキューやボウリ
ングなど、練習以外の交流
も盛ん。粂川さんはバドミ
ントン部の仲間と旅行にも
行き、部活以外の大学生活
も楽しんでいるそうだ。
今後は、ＵＢＦ（関東大
学バドミントンサークル連
盟）の大会や浦安市の大会
に出場していくのを目標と
し、
「みんなで楽しく仲良
く一つにまとまってやって
いきたい」と話していた。

編集後記

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/

しおかぜ

（編集委員長 藤井慶三）

平成 23 年 7 月 20 日発行（年 2 回刊）
〈教育後援会だより〉

部員一人ひとりが
提案して作っていく部活

部長の伊藤さん

部 長 の 伊 藤 諒 さ ん（ 経
済学科３年）に登山とワ
ンダーフォーゲルの違いに
ついて尋ねてみると、
「今

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。

練習も遊びも一生懸命

フットサルチーム F.C.GRANDE
代表の石原さん

ワンダーフォーゲル部

明海大学 の
歴史は浅いが、
思いは熱い

課外活動

の前だったため、英米語学
科とＨＴ学科の学生から
「 試験勉強で練習に行かれ
ない」との連絡が。フット
サルだけでなく、勉学も怠
らない「文武両道」のチー
ムだ。
一昨年の夏から本格始動
震災の影響で、普段練習
したフットサルチームＦ． していた市内の球技場が使
Ｃ．ＧＲＡＮＤＥ（グラン
えなくなり、大学の体育館
デ）
。高 校 か ら の 経 験 者 も
の空き時間を探しての練習
いるが、大学から始めた人
が続く。
やサッカーからの転向組も
そんな逆境のなか石原さ
多く、代表の石原信宏さん
んは、
「大学フットサルで
（ 日 本 語 学 科 ３ 年 ）も 転 向
一番強いサークルになりた
組の一人だ。
い」
と語る。
「それにはチー
地元のプロチーム「バル
ムワークがなにより必要。
ドラール浦安」の選手やス
お互いをフォローしながら
タッフと練習試合をするこ
強くなっていきたい」
。
とがあるほか、バルドラー
入部はいつでも歓迎。現
ルの試合に運営スタッフと
在女子部員が少ないので、
して参加することもあり、 「興味のある女子は、ぜひ
競技だけでなく、社会勉強
友だちを誘ってきてくださ
もできる環境がある。
い」と呼びかけている。
取材日はＴＯＥＩＣ試験

卒業記念アルバムについて

東日本大震災により浦安
キャンパスは大規模な液状
化現象で被害が発生し、大
学の「学位記授与式」と教
育後援会の「学生表彰式」
の行事が中止となり、代替
え行事にて実施いたしまし
た。また、浦安キャンパス
の構内施設やライフライン
の復旧工事が行われた様
子を、
「キャンパスめぐり」
子どものころにボーイス
く大変さが分かりました」 として編集委員が取材し、
レポートを今号に掲載いた
カウトの経験がある伊藤さ
と伊藤さん。
「今後はみん
んは、友人に誘われてワン
なのやりたいことを聞いて、 しました。
本年度の教育後援会の事
ダーフォーゲル部に入部。 上から押しつけるのではな
業計画も決まり、６月の関
のワンダーフォーゲル部は、 部員にはアニメやゲームな
く、みんなが提案していけ
東地区教育懇談会や７月の
あまり山には登らないんで
どインドアな趣味を持つ人
る部活にしたい」と話して
関東地区就職懇談会がス
すよ」との答え。現在１年
もいて、自身もゲーム好き
くれた。
タートいたしましたが、今
生と３年生を中心に約 人
という伊藤さんは、すぐに
入部はいつでも大歓迎
後の事業実施状況をタイム
で、バーベキューやハイキ
仲間とは打ち解けたという。 で、
「毎週火曜日の昼休み
リーにレポートしていく予
ングなどアウトドアを中心 「部長という立場になって、 に２３０５教室で行ってい
定です。また、全国各地に
にオールラウンドな活動を
自分の思い通りにならない
るミーティングに来てほし
おられる保護者の皆様や大
行っている。
ことや、人をひっぱってい
い」とのことだ。
学の教職員の方々と連携・
協力して明海大学の魅力を
更に向上し、学生たちが快
適に浦安キャンパスでの生
活や就職活動等を行ってい
ただくために、より有意義
な教育後援会にいたしたい
と思っています。
今 号 の 内 容 は、 左 記 の
ホームページでも紹介して
おりますので、ぜひご一読
ください。
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大学創立当時から活動を
続けるバドミントンサーク
ル「ＷＥＤＮＥＳＤＡＹ」
には約 人の学生が参加し
ており、男女の割合は６対
50
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