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サービス
ＪＴＢ首都圏
エイチ・アイ・エス
クラブツーリズム
ジェイアール東海ツアーズ
近畿日本ツーリスト
東武トップツアーズ
名鉄観光サービス
Hotel Okura Amsterdam B.V.
ホテルオークラアムステルダム
アパホテル
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
パレスホテル
ファーストキャビン
リゾートトラスト
東京ベイ舞浜ホテル
ケア 21

日本郵便（日本郵政グループ）
ポラス
オザム
カトープレジャーグループ
ラウンドワン
ＴＢＣグループ
ミス・パリ
セノン
綜合警備保障
ＡＮＡスカイビルサービス
ＪＡＬスカイ
テンプスタッフ
ヒューマントラスト
ブライダルプロデュース
ベネフィット・ワン
第一ビルメンテナンス
ＮＯＶＡ

イーオン
明光ネットワークジャパン
Brillia
テイクアンドギヴ・ニーズ
ライフランド
建設・不動産
ミライト・テクノロジーズ
タマホーム
新昭和
ＦＪネクスト
アーネストワン
オープンハウス
スターツコーポレーション
ハウスコム
住友不動産販売
東栄住宅
東急リバブル
東京建物不動産販売
野村不動産アーバンネット
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ハウスメイトグループ
共立メンテナンス
東京楽天地
金融
みずほフィナンシャルグループ
千葉興業銀行
大光銀行
大東銀行
朝日信用金庫
東京ベイ信用金庫
東洋証券
第一生命保険
輸送
ＡＮＡエアポートサービス
商船三井客船
サカイ引越センター
国際興業
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）
南総通運
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スカイマーク
スターフライヤー
全日本空輸
日本航空
ＡＮＡ成田エアポートサービス
ワールドエンタプライズ
メーカー
コーセー
トーヨーカネツ
流通
サンベルクス
ジェイアール東海パッセンジャーズ
スーパーアルプス
ドミノ・ピザ ジャパン
まいばすけっと
マルエツ
ヤオコー
三和ベンダー
生活協同組合コープみらい

東急ストア
ケイト・スペードジャパン
コナカ
ザラ・ジャパン
はるやま商事
やまと
ユナイテッドアローズ
青山商事
WDI JAPAN
エスエルディー
ジェイグループホールディングス
ジョリーパスタ
すかいらーく
ダイヤモンドダイニング
ティエフケー
ハブ
レインズインターナショナル
ロイヤルホールディングス
丸ノ内ホテル

日本レストランエンタプライズ
あさひ（サイクルベースあさひ）
トヨタ東京カローラ
ネクステージ
ビッグモーター（ビッグモーターグループ）
千葉スバル自動車
千葉トヨペット
千葉日産自動車
LIXIL ビバ
アドバンス
ジョイフル本田
ニトリ
ノジマ
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
ラオックス
島忠
綿半ホームエイド
Ａｓ－ｍｅエステール
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ケイ・ウノ
ツルハ（ツルハホールディングス）
メガネスーパー
三城 ( メガネの三城・パリミキ）
全日空商事デューティーフリー
情報通信
ＤＴＳ
ジャパンシステム
フォーカスシステムズ
ブロードバンドタワー
公務員
防衛省 海上自衛隊
警視庁
市川市役所
静岡県警察本部

「静」と「動」
正反対の２人だからこそ生まれた、
最高のコンビネーション

自立した「大人」として
計画的な単位修得を

学事課（教務担当） 藤田恵里 さん

窓口で学生からの相談
に乗ることも仕事の一つ。
基本的な授業の履修の仕
方を教えたり、卒業単位
が足りているかを学生と
一緒に確認したり。一対
一で学生と対話をするの
は日常茶飯事のこと。そ
んな藤田さんが最近懸念
しているのは、学生が自
分で考えたり調べたりせ
ずに足を運ぶケースが多
いこと。
「 大学は自己責
任で授業を履修して単位
を取るところ。今後社会
に出たときに、自分で問
題解決ができないようで
は本人が困ります。です
ので、
『 書いてあるから

しっかり読んでね』と教
えるとか、電卓をたたい
て自分で単位を計算して
もらうとか、自主的に考
えることができるように
接することを心掛けてい
ます」
。
最近は保護者が直接電
話で相談するケースも増
えているが、子どもと会
話をせずに心配を募らせ
ることもしばしば。
「ま
ずは一度親子でコミュニ
ケーションを取ってみて
ほしい」
と藤田さん。
実は、
それで解決することも多
いからだ。相談は個人情
報保護の観点から電話で
は限定的にしか返答でき
ないが、窓口に来れば詳
しい相談が可能だとい
う。単位に関する心配事
は、まずは子どもと話し
て、早めに解決を図ろう。

いるもの。今年は教職員 ④学部間の交流を深める 年はパワーポイントを使
名、留学生を含む学生
には
い、写真などわかりやす
１１４名など総勢１７２
い資料を用意して発表す
名が集まった。
最初は遠慮がちだった るなど、発表の方法を模
学生たちも段々と自分の 索して、工夫していた点
意 見 を 話 せ る よ う に な が印象的でした。ただ、
テーマは
「挑戦と成長」
り、熱い議論が交わされ 『声の大きさ、話す速さ
学生、教職員の垣根なく
た。議題②の班では、教 などにも気を配ったほう
話し合い
『 発表内容に具
員と学生の交流のメリッ がいい』
会場到着後、昼食を済 トや現在はどんな交流の 体性を』と副学長からア
ませると早速開会式がス 場があるかなどを話した ドバイスをいただき、次
タート。その後、教職員 後、今後「スポーツ大会 回に向けての改善点も見
数名と学生で構成される を開催したらどうか」「留 えました」と話した。
少 人 数 の 班に分かれ、 学生も積極的に参加でき
以下の４つの議題につい る ラ ン チ パ ー テ ィ ー を
て約３時間半、分科会が 行っては」など、具体的
行われた。
なアイデアが学生から出
ていた。
２日目は前日に各班で
①明海大学の新しい魅力
話し合った意見を取りま
を発見する
②教員と学生の交流を深 とめ、議題ごとに代表者
が発表をする報告会。学
めるには
③課外活動の活性化に向 友会会長の河本沙綾さん
（不動産学科３年）
は、「今
けて

というのは決して学生に
きつく指導をするという
ことではない。進級や卒
業に直結する「単位」を
扱っているからこ
そ、シビアにならざ
るを得ないという意
味。
「１つ単位が足
りなくても留年は留
年。学生の将来にか
かわることですから、
慎重になる場面が多
いですね」
。

浦安キャンパスの管理・研究棟２階にある
「学事課（教務担当）」は大学の要ともいえる
単 位 修 得 に 関 す る 業 務 を 行 う 部 署。 そ こ で
日々学生の相談に乗る藤田さんに話を聞いた。
「もしかしたら、学内の
どこよりも、私たちの部
署は厳しいかもしれませ
ん」と藤田さん。厳しい

、 日
９ 月 日（ 火 ）
（水）に、千葉県鴨川市
でサマーキャンプが行わ
れた。これは、各委員会
や部活動団体などからな
る「 学友会 」が主催し、
学生と教職員が大学の発
展のために様々な意見を
出し合って、これからの
大学運営に生かすことを
目的として毎年行われて
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ヨット部 林
優季 さん（経済学科４年）
木村沙耶佳 さん（経済学科４年）

多くの試合を戦ってきた。 とができる。２
６月にはジュニアの日 人ともがヒート
本代表としてドイツで行 ア ッ プ し て し
われた世界大会へ出場。 まったら、操縦
また、８月に行われた２ がおろそかになって、ス も認める仲の良いペアだ
０１６関東４７０選手権 ピードが落ちてしまうの が、卒業後の進路はそれ
ぞれ。
兼２０１６関東女子４７ だ。
熱くなりやすい木村さ
木村さんは国体選手と
０選手権では１位、９月
の全日本学生女子ヨット んは、林さんに対しても しては今後もヨットを続
選手権大会では第３位に 時々言い過ぎてしまうこ け、林さんはオリンピッ
輝いた。強さのわけを尋 と が あ る が、 そ ん な 時 クの強化選手として大学
ねると、２人とも口をそ も「ごめんね」のひと言 の支援を受けながら東京
ろえて「コンビネーショ で受け入れてくれる林さ オリンピックを目指して
ン」と話す。聞くと、２ んがいて、救われている 競技を続ける。こんなに
人はまるで性格が正反対 のだという。この２人だ も相性の良いペアを解消
だという。林さんは物静 からこその絶妙なコンビ してしまうことは「とて
かで、あまり感情を表に ネーションで勝ち取った もさみしい」と言うが、
出さないタイプ。木村さ 勝利は数多い。
同じヨットの世界にいる
んは思ったことは何でも
こと、そして大親友であ
口に出す勝気なタイプ。
ることには変わりない。
「だからこそ、合うんで ヨットの世界で
２０２０年に別々の立場
す」
。
で、２人が大きな舞台で
それぞれの道を歩む
例えば競技中、違反行
再会できることを心から
為を行う艇がいたら、大
高校３年生の国体の時、 祈りたい。
きな声でそれを指摘して 同じ大学に進むことを
駆け引きをすることも選 知って初めて会話を交
手の大きな役割の一つな わしてから、長い時間
のだが、そこで物怖じし を共に過ごしてきた２
ない木村さんが相手に対 人。同じ学科というこ
して強く抗議している間、 ともあり、部活だけで
林さんは冷静に操縦に集 なく授業も一緒、オフ
中しているので、艇をい の日が同じなのでプラ
つも安定して走らせるこ イベートも一緒と周囲 木村沙耶佳さん
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創部 年を迎えた明海大学ヨット部は、現在、全国屈指の強豪校として名をはせて
いる。なかでも４年生の林 優季さんと木村沙耶佳さんは、２年生の時から３度も日
本代表に選ばれて世界と戦った注目のペア。その２人にヨット競技の魅力や今後の目
標などについて話を聞いた。

ている２人にその魅力を
聞くと、
「 自然を相手に
自然が相手だからこそ
するスポーツって他には
ヨットはおもしろい
あまりない。思い通りに
２人とも、ヨット競技 ならないこともあるけれ
を 始 め た の は 高 校 生 の ど、それがおもしろい」
時。林さんは先にヨット と林さん。木村さんは高
部 に 入 部 し て い た 従 兄 校時代に部活を引退した
「 もうヨットは辞め
に 誘 わ れ た の が き っ か 際、
「離
け。木村さんは中学では よう 」と思ったが、
陸上部だったが「高校で れてみたらまたヨットに
は何か新しいことに挑戦 乗りたくなった」と何物
したい」と思い、ヨット にも代えがたいその楽し
の世界へ入った。明海大 さを語る。
学にはスポーツ推薦で入
学。週に２、３回、千葉
市にある稲毛ヨットハー 性格は正反対
バーで朝から夕刻まで海 だけど相性はバツグン
に出て、それ以外の週２
ヨット競技は基本的に
日は大学内の施設で筋肉
トレーニングに励んでい １つの艇に２人が乗る。
る。
舵を切って操縦をする
高校時代から変わらず、『スキッパー』
と、艇の進
ヨット漬けの日々を送っ 行方向を決めたり、艇の
バランスを取ったりす
る『クルー』の役割を
それぞれが担い、速さ
を競う。林さんと木村
さんは１年生の夏から
ペアを組み、林さんは
スキッパー、木村さん
はクルーとして常に２
人でヨットに乗り、数
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明海大をより良くするには？
学生と教職員が意見を交換

課外活動
Interview
林優季さん

13
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関東地区就職懇談会
７月 日（土）
、浦安キャンパスで関東地区就職懇談会が開催された。
佐藤恒久教育後援会会長は「自分自身も子どもの就職に悩んでいる保護
者。皆さんも今日の会で得た情報を基にお子さんと話すきっかけにしてほ
しい」と挨拶。安井利一学長は「明海大学では就職率が ％を超えていま
す。就職戦線は不確か。大学も細かくサポートしていくので、保護者の皆
さんにもご協力をお願いしたい」と話した。

よう意識づけしている。
●ＳＰＩ対策は万全に
多くの企業が「就職試
験」として採用している
ＳＰＩは、早くから勉強
することで点数を上げら
れる。早い段階から対策
に取り組んでほしい。明
海大学ではｅラーニング
を導入。自宅のパソコン
やスマートフォンから無
料で受講できるので、保
きらめずに一緒に考え、
最後の意思決定は本人に
させることが重要。また、
親がしっかり注意するこ
とも大切。
「 社会に出た
ら必ず失敗します。怒ら
れ慣れている人は失敗に
めげません」
。
●卒業するまで見守って
最後に「学生がしっか
り大学を卒業できるよう
に“単位が足りなくて卒
業できない”ことになら
ないためにも保護者が最
後まで見守ってほしい 」
と話した。親からのさり
げない一言で自分の長所
に気づき、自信がついた
と言い、自信がつくと就
職活動もうまくいくそう
だ。
「 学生が自信を持っ
て活動できるように、協

護者からも積極的な
利用を勧めてほしい。
●インターンシップの勧
め
インターンシップとは
学生が企業で一定期間就
業体験すること。実際に
働くことで、会社の雰囲
気を肌で感じることがで
きる。採用活動ではない
という前提だが、参加し
た学生にだけ説明会の案
内が送られてきたり、人
物評価が行われていたり
する。積極的な参加を勧

講師の大黒氏

パネルディスカッション

「４年生が語る
就職活動体験」

就職活動を体験した４
める。
●就職活動は一人でやる 年 生 ６ 名 に よ る パ ネ ル
ものではない
ディスカッションが行わ
大学の教職員や卒業生 れた。コーディネーター
も明海大学生の就職を応 の 株 式 会 社 リ ク ル ー ト
援しているが、厳しい現 キャリア・小林直登氏は、
実もある。長丁場なので、 ホスピタリティ・ツーリ
保護者のサポートは不可 ズム学科の２００９年度
欠。
「 大学は就職率１０ 卒業生だ。
０％を実現するため全力 ― 大 学 生 活 の 過 ご し 方
で取り組んでいる」と締 は？
めくくった。
大藤 自分の長所が分か
らなかったので「武器」
が必要だと思って、資格
力をお願いします」と話 取得の勉強をしました。
し、講演を終えた。
志村 インターンシップ
＊
に３社参加。一つは沖縄
参加した経済学科３年 で約一カ月半行きました。
の保護者は「情報収集の 寺 脇 私 も イ ン タ ー ン
ために参加しました。親 シップに参加。参加者限
としての心構えについて 定の説明会もあり、やっ
のお話がとても参考にな ておいて良かったです。
りました 」
。ホスピタリ 企業側はインターンシッ
ティ・ツーリズム学科３ プ中に学生をランク付け
年の保護者は「子どもに していたとも聞きました。
は希望する業界があるよ 豊田 ３年生の時に上海
うで、インターンシップ に留学。インターンシッ
にも参加しています。親 プには参加していません。
としてできるサポートを ３年生の２月に帰国。就
していきたいと思ってい 活に費やす時間はなく、
ます」と話してくれた。 帰国後、友人に状況を聞
いて頑張りました。
―やっておけば良かった
と後悔していることは？
小出 ＳＰＩ対策。始め
たのが２月。３月に入る

【参加者】
●香取陽子さん（日本語学科）
●小出彩乃さん（英米語学科）
●豊田和也さん（中国語学科）
●大藤悠雅さん（経済学科）
●寺脇洋樹さん（不動産学科）
●志村芽依さん
（ホスピタリティ・ツーリズム学科）

と就活が忙しく、早く取
り組んでおくべきでした。
志村 パソコンです。今
の就活はインターネット
やパソコンを使うので、
タイピングも早いと効率
的です。
寺脇 部活でもアルバイ
トでも、工夫して成し遂
げたことがあると、面接
で話のネタになります。
―親御さんとの関わり方
は？
豊田 買い物や食事の時
などに、自分の短所や長
所を親に聞きました。
香取 何も話さないこと
を父は少し怒っていたよ
うです。でも内定が決ま
ると、頑張れよと言って
くれました。
志村 母から「途中経過
は話さないで」と言われ
ました。心配性なのであ

れこれ言って邪魔をした
くなかったそうです。内
定した会社にはとても興
味を持ってくれました。
寺脇 干渉せずに程よい
距離感を保っていてくれ
た。私の意見を尊重して
くれたと思います。
大藤 「 証券は忙しいか
らやめておけば？」とネ
ガティブなことを言われ
て少し腹が立ちました。
―保護者の皆さんに一言
豊田 交通費の援助を。
いろんな説明会に参加で
きます。
大藤 経験を話すだけで
も視野や考え方が変わる
と思います。ポジティブ
な言葉で応援を。
寺脇 想像以上に精神的
に追い込まれました。家
庭を憩いの場にしないと
やっていけない。でも程
よい距離感で。
志村 両親が、私の行き
たい会社に興味を持って、
いろいろ調べてくれたの
が、アドバイスをもらう
よりもうれしかったです。
香取 「面接はいつな
の？」などしつこく聞か
ないで、そっとしておい
てくれた方が、私はうれ
しかったです。
小出 志望の企業に行く
ことができたのは、イン
ターンシップへの参加が
大きい。参加を強く勧め
ます。また、
面接官に
「仕
事との関わりについてど
うして身近な親に聞かな
いのか」と問われました。
仕事に対する姿勢など話
してあげてください。

就職懇談会の記事は紙面
の都合により割愛、完全
版はＨＰをご覧ください

石に来るボランティアの
数は減っています。また
若い人の数も減っていま
す。５年経ったからこそ
ボランティアが必要です。
私自身もボランティアを
続けていきたいし、この
ことを伝えていきたい 」
と語った。河本彩綾さん
（ 不 動 産 学 科 ３ 年 ）は 新
潟県の出身で、
「 中越地
震から 年経っても復興
しきれていないと感じま
す。新潟出身の私が釜石
市とつながることができ
たのは何かの縁。これか
らも被災地のことを発信
していきたい」と話した。
学生ボランティアの現
地コーディネーターであ
る「三陸ひとつなぎ自然
学校」
の伊藤聡さんは
「中
越地震も阪神淡路も、５
年前までは他人事でした。
被災地には突然なる。だ
から震災を自分事として
感じる人が一人でも増え
てくれたら嬉しい。何が
復興なのかは難しいが、
私は誇りを取り戻すこと
だと考えている。
若い人が来て、祭りや
ハマボウフウの整備を手
伝ってくれるのは、誇り
を取り戻すお手伝いをし
てくれていることなんで
す」と話してくれた。

11 月 6 日、浦安キャンパスにて、ボ
ランティア活動に参加した学生による被
災地支援活動の報告会が開催され、ＯＢ
をはじめ、多くの聴衆が集まった。

新たな段階に入った被災
地
明海大学生による被災
地支援活動の歴史は長く、
新潟県での地震でも活動
しており、東日本大震災
以降は、毎年岩手県釜石
市で行っている。今年は
学生有志 名が参加。震
災直後と比べると街の整
備も進み、学生たちの活
動も変化している。参加
学生の感想も以前は「大
変な釜石の現状を多くの
人に伝えたい」といった
内容が中心であったが、
今年度は、ラグビーワー
ルドカップを控えた釜石
市の未来について話す学
生もおり、活動が新たな
段階に入ったと感じる発
表だった。
震災を自分事と感じて
３泊４日の行程で行っ
た活動は、地元の人から
震災体験を聞くこと、「釜
石よいさ」祭りの運営補
助、
「 ハ マ ボ ウ フ ウ 」を
守る活動の３つ。
ボランティアに参加し
た前川未来さん（英米語
学科１年）は釜石市の出
身。震災時中学生だった
という前川さんは、当時
の震災体験を語り、今回
はボランティアをする側
になったことから、
「釜
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インターネットで申し込
み、エントリーシートを
メールで送る。企業は自
社の情報をホームページ
で公開。
「 パソコンに向
かってばかりで就職活動
していないと親に言われ
傷付いた」と話す学生も。
●大切なのは第一印象
学生の身なりや態度、
言葉遣いを客観的に見て
あげてほしいと大黒氏。
人事担当者は「身だしな
み」
「 姿勢 」
「 視線 」
「歩
き方」
「声の大きさ」
「返
事」
「表情」
「元気のよさ」
の８つのポイントを総合
的に見て採用を決めると
いう。見た目は重要。
●保護者にできることは
学生の話をよく聞いて
あげること、最後まであ

明海大学の取り組みは？

●一年生から始める就職
対策
明海大学ではキャリア
教育を１年生の後期から
必修とし、１年生にも自
分の将来について考える
講師／株式会社リクルートキャリア
大黒光一氏

●親世代と違う就職活動
親世代と決定的に違う
のは２点。一つは、まず
企業は学生を採用するよ
りも、落とそうとするこ
と。大学生の数は２倍に
なっている上に経済状況
も違う。何十社も落ちる
ことがある。もう一つは、
ネット社会であること。

現在の就職環境と
新卒採用の変化

第３部

23

キャリアサポートセン
ター長の内苑孝美教授が
「 明海大学の就職に対す
る取り組みについて」説
明。

第１部
第２部
講演会

被災地支援活動
「To+U プロジェクト」
活動報告会

13

第 47 号

し お か ぜ
(5)

単位修得は？大学生活は？就職は？
気になることを相談するチャンス

北陸地区には新潟県
名の学生が在籍しており、
そのうち 組 名の保護
者が集まった。栗本真弓
教育後援会副会長の挨拶
の後、大津由紀雄副学長
が壇上に立ち「今日の懇
談の場を、教職員・保護
者の皆様ともに有意義な
時間としたい」と話した。
鈴木学生支援課長から
は大学の近況報告があ
り、２００１年度から始
まった学生支援課の修学
支援業務の内容を紹介し
ながら「教職員から積極
的に学生に話しかけ、履
修や人間関係の悩みな
ど、様々な問題を一緒に
解決していきたい」と説
明。 就 職 活 動 に つ い て
は「多くの企業から求人
情報が大学に入ってきて
いる」と話した。就職活
動スケジュールについて

肩の力を抜いて話せる懇親会
（東北地区／福島市）

学長自ら保護者に声をかけ、緊
昨年度中国語学科とホス
張をほぐす（東北地区／盛岡市）
ピタリティ・ツーリズム
学科が就職率１００％を
達成しました。また、ど
ういう力がついたかにつ
いては、日々の授業の中
で学生自身の成長がわか
るのは、例えば資格・検
定等をクリアすることだ
と思います」と話した。
大田原長茂キャリア
サポートセンター主幹
は、大学の近況報告の中
で、学生支援課の修学支
ピーチで会場全体が笑い 援業務に触れ、２００１
声に包まれることも…。 年度から実施している授
進行の秋山教育後援会事 業出欠席状況調査は、授
務長が 年連続で参加し 業を欠席しがちな学生に
た保護者を紹介し、初参 対して、大学と保護者で
加の 組の 年生保護者 力を合わせて問題解決を
へは
「引き続きの参加を」 図るようにしていると述
と呼び掛け閉会となった。 べた。また、就職に関し
ては、３年次からのキャ
リアデザインの受講を勧
九州地区
め、この単位を修得すれ
（福岡市）
ば、就職活動コーチが就
西鉄イン福岡
職が決まるまでマンツー
マンで指導してくれると
話した。

中国・四国地区
（岡山）
アークホテル岡山
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８組 名の保護者が参
加。戸澤教育後援会副会
長、安井学長の挨拶に続
き、佐久間健二学生支援
課主幹が大学の近況を報
告した。保護者の関心の
高い就職については、特

ホテルＪＡＬシティ長野

45

近畿・北陸地区
（大阪市）
ホテルモントレグラス

奈良や愛知など遠方か

ミア大阪

個別面談を持つ間、モニターには大学の様子が流れる
（信州地区／長野市）

ごとがあったら、学生支 対応しながら職業観を育
援課へ相談してください て 就 職 に 関 す る レ ベ ル
と説明した。また、体育 アップを図っています。
会活動状況の報告の際に、 さらに今年度は教職課程
ヨット部の４年生で、２ センターを設立して、そ
０２０年東京オリンピッ の成果は徐々に出てきて
クの代表を狙えるような います」と述べた。
選手がいると紹介し、保
鈴木学生支援課長から
護者の関心を集めていた。 大学の近況報告と、就職
個別面談ブースでは、 に関しては時間を割いて
各教授から学生生活や成 細かな説明がなされた。
績などの説明があった。
続く個別面談では、副
また、並行して担当職員 学長・教職課程センター
による留学や就職に関す 長である高野敬三先生が
る相談も行われ、参加し 特別に教職課程相談コー
た保護者は熱心に相談し ナーを開設。教員を目指
ていた。
す学生の保護者が熱心に
予定より早めに始まっ 相談していた。
た懇親会は、５世帯の参
懇親会では、今年度か
加 者 の う ち ３ 世 帯 が リ ら沖縄県出身の学生たち
ピーターでもあり、和や で結成された「明海大学
かな雰囲気の中で進めら うちな～んちゅ会」の学
れた。そのためか、高知 生たちによる保護者に宛
県と島根県から初めて参 てたビデオメッセージを
加した保護者も、最後ま サプライズで上映。自分
で話の輪に加わって笑顔 の夢と親への感謝の言葉
で過ごしていた。
を書いたもの（恥ずかし
がって動画にはできな
かったよう）だが、保護
沖縄地区
者たちは食い入るように
（那覇市）
見つめ、目を潤ませてい
ホテルロイヤルオリオン
た。最後は昨年度と同様、
出席者全員の集合写真を
昨年度よりも多い７世 撮り、解散となった。
帯９名が参加。佐藤教育
後援会会長に続いて安
井 学 長 は、
「グローバ
ルな人材の育成という
点で、沖縄地区には大
変期待しています。沖
縄での明海大学の知名
度向上のため、ラッピ
ングバスを走らせたり、
新聞にメッセージを掲
載したりしています 」
と話した。また教育の
質保証として「キャリ
アサポートセンターに
１年振りの再会に喜ぶ参加者も
おいて、学生に個別に
（沖縄地区／那覇市）

※ＨＴ…ホスピタリティ・ツーリズムの略

て良かったと思っています。この良さ
をもっと外部にアピールしてほしいと
思います。（不動産学科３年）
【沖縄地区】
●控え室で、子どもの大学での様子が
わかるＤＶＤを流してもらいとても良
かったです。娘は４年生ですが、資格・
検定等、大学から支援があることで勉
学に励んでいました。今後も、学習意
欲を向上させるような取り組みをお願
いします。（中国語学科４年）
●遠くにいる娘の様子や学校の情報等
が得られる、この教育懇談会を楽しみ
にしています。今日の安井学長のスラ
イドにもありましたが、近隣の小・中・
高生との触れ合いや地域住民との連
携、また更なるグローバル化と併せて、
ソフト面（地域貢献など）も充実させ
られるといいですね。（ＨＴ学科２年）
に出る一歩手前の学生たちの手助けを
お願いします。（不動産学科１年）
【中国・四国地区】
●人数が少なく最初はびっくりしまし
た。でも、学長のお話の最後、スライ
ドで学内の様子を見せていただき、説
明があり参考になりました。また入学
式や卒業式、明海祭などのＤＶＤを観
ることができ、子どもの様子を思い、
少し心配な気持ちや期待する気持ちに
なり、冬休みにゆっくり話をしたいと
改めて思いました。（不動産学科１年）
●地元岡山での就職を考えており、親
身に相談に乗っていただきました。控
え室で流されていた、入学式から普段
の様子まで写した DVD を見て、娘も
充実した学生生活を送っているだろう
と感じました。学生一人ひとり細かく
指導してくださり、明海大に入学させ
めなので焦らなくてもいいとのこと。
今日は安井学長と直接話ができ、他大
学だったらまずないだろうという経験
ができ感激しました。（HT 学科１年）
●体調を崩して数日学校を休んだとき
に、すぐに学生支援課から「お子さん
が休んでいますが大丈夫ですか？」と
連絡が…。大学の素早い対応に感心し
安心もできました。（英米語学科１年）
【九州地区】
●学長はじめどういう先生方にご指導
いただいているのか、その様子が分か
りとても安心しました。学長のお話で
留学生がたくさん在籍しているとのこ
とでしたので、グローバルな活動を期
待しております。（英米語学科１年 )
●成績表の見方もよくわからずにいた
ので個別面談で懇切丁寧に教えていた
だきました。教職員の方々には、社会
る子どもにとって、その言葉が制御に
なっていると思う。（不動産学科２年）
【近畿・北陸地区 大阪】
●宅建に落ちたようだと落ち込んだ様
子に心配になり、足を運びました。先
生には「授業の単位は十分取れている
ので、来年度は授業以外の空き時間が
かなり出る。それを利用して学習すれ
ばリベンジできます」と言ってもらえ
て安心しました。（不動産学科３年）
●就職が決まっているので、単位の取
りこぼしがないか直接先生に聞きたい
と思い参加しました。まだ取れていな
い単位については、あらためて先生か
らもクギを刺していただきたいとお願
いしました。（中国語学科４年）
【東北地区 盛岡】
●グランドスタッフを希望しているの
で英語力が心配でしたが、今は基礎固

地区教育懇談会

鈴木学生支援課長は本
学の就職状況について
「 就職率は２０１６年３
月卒業生では目標として
いた ％超えを達成。現
４年生も内定率を順調に
伸ばしており、まだ多く
の企業から求人がある。
近年は学生側の売り手市
場とはいえ、企業は厳選
採用をしており、人柄や
熱意、可能性の３つのポ
イントを重視しているこ
と、大学時代のエピソー
ドから計画・実行・振り
返りの経験を探っている
ので、１・２年生もそれ
を意識して行動をすると
よい」と続けた。保護者
には、ＳＰＩ試験の対策
やキャリアデザインの受
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平尾副会長と安井学長
の挨拶に続き、佐久間学
生支援課主幹から大学の
近況報告があった。学生
支援課修学支援業務ス
ケジュールの説明の中
で「２００１年度から学
生支援課では、修学・履
修・進路・就職・対人関
係等々、学生が在学中に
抱える様々な心配事や不
安 に 対 し て、 万 全 な サ
ポート体制を整えて来ま
した」と述べ、何か心配

11

― ２０１６年度

東海地区には現在 名
の学生が在籍しており、
組 名の保護者が集
まった。
懇談会は戸澤五月教育
後援会副会長の挨拶でス
タート。続いて安井学長
が壇上に立ち、
「 教育成
果の可視化を実感しても
らえるよう努めており、
その成果の一つとしてホ
スピタリティ・ツーリズ
ム学科では２年連続で就
職率１００％を達成。学
生各々の入学時の夢を実
現させるため、希望する
職業に就けるようにする
ために、学力向上のほか
各種検定や資格の取得な
ども積極的に働きかけて
います」と話した。

（近畿・北陸地区／大阪市）

いてなど熱心に尋ねる保
護者の姿が。
「 少人数で
行う授業で高く評価され
ているということは、人
とのコミュニケーション
が上手な証拠ですね」な
ど、学業を通して子ども
の長所を知り、笑顔をこ
ぼす母親もいた。

東北地区

10/9

11/27

9/24

88

10/1

58

11/19

15

（盛岡市）
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昨年より１組多い 組
名が参加した懇談会 。
佐藤教育後援会会長は 、
最初に熊本地震
に対するお見舞
いを述べたあと、
「今日は先生方
に遠慮なく相談
してください」
と呼びかけた。
続いて大学を
代表して安井学
長 が、
「
『教育』
の成果を目に見
える形で示す
ために、
『就職』
と
『どういう力』
がついたかとい
う、 ２ 点 に 力
を入れています。
就職については、

学長、教授と同じテーブルを
囲み、ざっくばらんに話せる
機会。大学の様子、先生方の
人となりが分かり、「安心感」
が増すはず。

ホテル東日本盛岡

が在籍しており、そのう
ち 組 名の保護者が参
加した。会の冒頭、挨拶
に立った栗本教育後援会
副会長は、 月４～６日
に行われた明海祭にも触
れ、学生たちの様子を紹
介した。続いて安井学長
は、教育力に重点を置き
自分にどんな実力がつい
たかを理解するためにも、
資格や検定の取得を推進
していることなどを説明。
またスライドを上映しな
がら、２０１６年４月に
リニューアルした図書館
等の新しい学びの場や、
地域社会に密着した活動
の様子などを報告した。
粂学生支援課主任は就
職について、
「 現４年生
の内定率は順調。学生に
はキャリアサポートセン
ターの徹底活用と、３年
次のキャリアデザインを
受講してほしい 」
、保 護
者には「価値観を押し付
けずに、身近な社会人と
してアドバイスや励まし
を」と結んだ。
懇 親 会 は、 教 員 の ス
11

③懇親会

はその後の様子を先生から直接聞きた
いと参加しました。先輩の保護者から
もいろいろな話が聞け、参考になりま
した。（日本語学科２年）
【信州地区 長野】
●毎年出席しました。希望した職種に
決まり、お礼を伝えるために来まし
た。大学生に親ができることは限られ
ます。だからこそ、教育懇談会に参加
して、間接的にでも関わっていくこと
が、子どもへのサポートにつながるの
ではないかと思います。
（HT 学科４年）
●「入学したからには卒業させてあげ
たい」という、大学側の熱意を感じま
した。親と大学の双方が子どもの卒業
について意思確認できる唯一の機会が
この会。親の気持ちを知ってもらうこ
とで、先生が「授業に来いよ」と声を
かけてくれ、大学を辞めようかと考え
【北海道地区】
●子どもと話もたくさんしますが、こ
ういう場があることで、大学のことを
少しでも身近に感じることができあり
がたく思っています。（英米語学科）
●地方での開催は、大変だと思います
が今後も継続していってくださること
を期待します。（経済学科）
●お金に変えられない海外留学を体験
させていただきました。今後も多くの
学生にそのチャンスを与えていただき
たいと思います。（不動産学科）
【東海地区】
●子どもは留学を考えていますが、休
学手続きも必要なのか悩んでおり、そ
の 点 を 詳 し く 聞 け て よ か っ た で す。
（HT 学科 2 年）
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教職員や保護者同士、ざっくばらんに。
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おもに、大学の近況・就職活
動について。就職については、
企業の採用状況や就活の取り
組み方など、丁寧でわかりや
すい説明がうれしい。

10/29

（北陸地区／新潟市）
平尾修教育後援会副会
長の挨拶後、安井学長は
本学には山形からは 名、
福島からは 名の学生が
在籍しています。今年は
東北に台風の被害があり
ました。浦安キャンパス
では自然災害から学生を
守るために最大限努力し
９月から 月にかけて全国 カ所（関東地区除く）で行われた地区教育懇談会。参加者からは「一
ておりますので、安心し
年生から参加すれば良かった」
「安心した」
「子どもと話すきっかけになる」など思い思いの感想があっ
てください」と話した。
た。子どもの成績・大学生活、大学の取り組み、就職の最新情報など、学年を経るなかで必要な情報
粂智規学生支援課主任
を得ることができるため、リピート率が高い。次年度の参加をおすすめしたい。
からは大学の近況報告が
あり、年間スケジュール
あった。大学生活の様子、 東海地区／静岡市
講、キャリアサポートセ は、
現３年生は本年度
（現 が分かる学年暦の見方や、 にホスピタリティ・ツー
北海道地区
単位取得、就職のことな
ンター等を活用するよう、 ４年生）と同様に３月１ 就職活動状況などについ リズム学科と中国語学科
（札幌市）
が１００％を達成したと
ど、学年ごとに欲する情
ぜひ声をかけてほしいと 日から広報活動開始、６ ても説明があった。
報が変わるが、その都度
話した。
月１日から選考活動開始。 個別面談後に行われた の発表があった。
札幌アスペンホテル
ま た、 本 学 の 就 職 サ
現２年生以降については、 懇親会では、テーブルを
タイムリーな情報が得ら
れることがリピートにつ
今後検討されると報告し 囲みながら安井学長をは ポートの内容を紹介し、
北陸地区
ながっているのだろう。
た。保護者には「就職活 じめ教職員と保護者が歓 内定を獲得するまで就活
（新潟市）
動では選考で落とされる 談していた。今年が最後 コーチの助言を受けるこ
ことも多々ある。自分の の参加となる経済学部４ とができる「キャリアデ
ラマダホテル新潟
東海地区
」の 受
価値観を押し付けずに頑 年 男 子 学 生 の 保 護 者 が ザイン（ ３年次 ）
（静岡市）
張りを認め励ましてあげ 「福島に戻って就職した 講や、就活のあらゆる相
いと聞いたとき、こちら 談を受け付ける「キャリ
てほしい」と伝えた。
静岡グランドホテル
中島屋
で職を探すのは厳しいだ アサポートセンター」の
ろうと反対しました。そ 徹底活用が就活に非常に
東北地区
れでも地元の銀行に内定 有効であることを説明し
（福島市）
しました。これも大学の た。
サンルートプラザ福島
就職支援のおかげだと感
個別面談後の懇親会で
謝しています。皆さんも は、「娘からフェイスブッ
山形から３組、福島か 大学と子どもを信じてい クの友達申請がきた」と
らは 組の保護者が参加 れ ば 大 丈 夫 だ と 思 い ま 話す下田直樹経済学部長
した。
す」と『後輩』保護者に が、ＳＮＳを使った子ど
向けて力強く話した。
もとのコミュニケーショ
ンの取り方を伝授すると、
実際に懇親会の様子を写
信州地区
メで経過報告していると
（長野市）
いう保護者が撮影する一
幕もあった。

①全体会
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単位取得状況や成績、出席状
況など気になることをすべて
解決。就職活動、留学につい
ても相談できる。

全体会冒頭で、佐藤恒
久教育後援会会長が「地
区教育懇談会は、教育後
援会の主たる事業です。
この活動が、学生が学問
を修める一助になるとと
もに、ご家庭とのパイプ
役になればと考えていま
す。 い ろ い ろ と 質 問 し
て、ご理解を深めてほし
い」と挨拶した。続いて、
安井利一学長が壇上に立
ち、
「 大学と保護者が一
体となって、子どもたち
の夢の実現をサポートし
たい」と述べた。
次に、鈴木洋州学生支
援課長が大学の近況報告
を行った。その中で、就
職に関することでは「親
の関わり方として、子ど
もの価値観を大切にして、
自分の経験や価値観を押
し付けないことが大切で
ある」
と、
就職活動を行っ
ている学生に対する親の
心構えを力説した。
参加した８組のうち３
組が４年生の保護者で、
４年連続の参加者が２組

大学の近況＆就活の情報を GET !

先生とのやりとりや友人関係など、い
ろいろ説明してもらい様子がよくわか
りました。（中国語学科１年）
【東北地区 福島】
●子どもは関東に住んでいるのです
が、私は仕事の関係で福島にいるの
で、こちらで参加という柔軟な対応を
してもらえました。浦安キャンパスで
の懇談会にも出席したことがあるので
すが、福島の方がアットホームでいい
ですね。就職について相談することが
でき良かったです。（経済学科３年）
●履修や成績表の見方など個別に教え
てもらえて助かりました。留学を考え
ていると話したら、成績や費用のこと
なども詳しく説明してくれました。大
学での様子も聞くことができて嬉し
かったです。（英米語学科１年）
●子どもが転科したので、個別面談で
●就職も決まり、お礼を言いたくて参
加。子どもは先生のことを「千葉のお
母さん」と呼んで信頼しており、この
大学でよかったと思う。
（HT 学科 4 年）
●今回初めての参加です。将来の夢や
希望の職業の実現には、まずは進級の
ノルマを達成しなければいけないと言
われました。子どもからも「親身に指
導してもらっている」と聞いており、
頑張ってほしいと思う。
（HT 学科 1 年）
【北陸地区 新潟】
●出席や成績のデータを見ながら説明
してもらえるので安心できます。大学
でここまで親切・丁寧に対応してくれ
る学校はないと思う。留年や退学を防
ぐためにも非常にありがたい会だと
思っています。（英米語学科２年）
●就活の様子を聞きたくて参加。男の
子なので細かい連絡がないのですが、

参加者の声

21

おつかれさまでした。

④閉会

ぜひ来年度、ご参加ください。

17

岩手をはじめ青森、秋
田、宮城に計 名の学生

②個別面談
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らの参加者も含め、足を
運んだのは 組の保護者。
全体会では、まず佐藤教
育後援会会長が「大学と
保護者の皆さんとの架け
橋として、このような場
を設けています。大いに
ご活用ください」と挨拶。
続いて安井学長が「学生
が自立をして夢に向かっ
て歩んでいけるような基
礎作りを大学がしっかり
行っていきたい」と話し
た。
その後、鈴木学生支援
課長が保護者の関心が高
い就職状況について報告。
「就職活動は、落ちては
修正し、またトライする
ということを繰り返して
進んでいくもの。でも学
生は落とされると自分が
否定されたような気持ち
になってしまいます。保
護者の皆さんがお子さん
の心の支えになってあげ
てください」と話した。
続く個別相談では、子
どもと直接関わっている
先生に、授業の出席状況
や成績のこと、資格につ

地区懇談会の流れ
カジュアルな服装でＯＫ！

73

いわゆる『保護者面談』で不安解消！
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し お か ぜ

第 47 号

(8)

卒業記念アルバムについて
2017 年３月・９月の卒業生全員に
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。
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 2017 年 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）
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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/

この度、
第 号「潮風」
を発行することができま
して、ご協力いただいた
皆様に深く感謝申し上げ
ます。
教育後援会の大きな事
業であります、地区教育
懇談会に出向いたときに、
保護者の皆様とお話しさ
せていただいたなかで、
皆様が求める大学の情報
や、学生たちの大学での
様子などを記事にしよう
と編集会議を重ねました。
ボツになってしまった記
事、ぜひこちらから発信
したい記事などいろいろ
ありましたが、知りたい
ことと、伝えたいことが
双方合致していることを
心から願います。
最後に、これからも明
海大学浦安キャンパス教
育後援会は、保護者・学
生そして大学とのパイプ
を繋いでいき発展してい
くよう活動してまいりま
すので、今後ともよろし
くお願い申し上げます。

しおかぜ

編集委員長 栗本真弓

平成29年1月31日発行（年2回刊）
〈教育後援会だより〉

