戸市に﹁城西歯科大学﹂
を開学してからの 年は︑
柱である﹁国際性﹂をど
う具現化していくかが
テーマでした︒当時とし
ては珍しかったのですが︑
発展著しい中国の北
京に歯科診療所を寄
付し︑そこで中国の
歯科医療レベルの向
上にも尽力したので
す︒歯科は言葉で学
ぶこと以外に︑口を
開ければ技術を学ぶ
ことができます︒そ
こ は︑日 本 と 中 国
の学生同士の交流
と学びの場にもなっ
ていきました︒さら
に︑アメリカ︑メキ
シコにも訪れるなど
して︑国際的なセン
スを持った歯科医師
を育成することに心
血を注いだというの
が︑当初の 年くら
いだったと言えます
ね︒
山本 安井学長は︑
明海大学の二期生な
のですよね？当時の
様子はいかがでした
か？
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安井利一学長︵以下︑安
井︶
はい︒私は１９７１年
に入学した二期生で︑大
学院の一期生でもありま
す︒大学院と合わせて
年間学びました︒今︑理
事長がおっしゃってい
た︑創立者・宮田慶三郎
先生の思想の深さ︑哲学

新年のご挨拶

にとても感銘
を受けたのを
覚えていま

す︒当時︑宮
教育後援会会長 福田清一
田慶三郎先生
は﹁夢﹂とい
う言葉をキー
ワードにして
新春を迎え︑教育後援
いました︒ど
んな大学であ 会の皆様に年頭のご挨拶
りたいかとい を申し上げます︒
昨年は︑安井学長をは
う夢︑そして
学生の夢を実現するとい じめ教職員の皆様におか
う意味も込められていま れましては︑大変お忙し
す︒歯科医師が足りない いなか︑休日返上で教育 や大学の近況報告ができ
時代に歯科大学をつくり︑ 後援会の行事にご協力を る場として懇談会を開催
臨床力︑患者を思う気持 いただき︑誠にありがと し︑多数の方々のご参加
をいただきました︒各地
ちを大切にする歯科医師 うございました︒
教育後援会の行事を無 区とも有意義な懇談会と
を育成することに力を入
れていました︒ですから︑ 事に成功できたのは役員 和やか懇親会が開催され
当時は︑卒業した学生が 一人一人が真剣に取り組 ました︒保護者の皆様に
臨床の現場で即戦力にな んでいただけた賜物と︑ は大変ありがたいお言葉
感謝申し上げます︒そし をいただき︑とても感動
て会員一人一人の理解が いたしました︒
２０２０年東京オリン
あり︑教育後援会は成り
立っていますので今後と ピック・パラリンピック
もよろしくお願い申し上 が令和の年に行われ︑素
晴らしく新しい物語が生
げます︒
昨年は︑明海大学があ まれることでしょう︒そ
る千葉県に甚大なる台風 して明海大学も 周年を
の被害がありました︒ま 迎えます︒浦安キャンパ
だライフラインが復旧し スにおいては保健医療学
ていない地域もあり︑同 部口腔保健学科が開設さ
じ千葉県民として心痛む れました︒教職員と学生
思いでした︒近年︑全国 そして保護者の距離を近
各地で自然災害による川 くして情報を共有し︑満
の氾濫や浸水など︑被害 足度の高い大学であれと
は一般家庭にとどまらず︑ いう学長の強い思いと共
企業の生産工場や農家の に︑一人一人の個性を伸
収穫にも影響が出ていま ばして大きく成長させ︑
す︒これからは︑人間一 社会貢献のできる学生を
人一人が真剣に自然と向 送り出せるよう︑今後も
き合っていかなければい 大学と一つになり応援し
けないと痛感する年でし ていきたいと思います︒
会員の皆様には学生た
た︒
教育後援会の主体事業 ちがより良いキャンパス
であります地区教育懇談 ライフを送れるよう︑今
会が９月から 月の間に 年もご理解とご支援をよ
行われました︒学生生活 ろしくお願いいたします︒

学長

安井利一

宮田理事長と安井学長を囲み

年 の歩み と
明海大学 の未来 を語る

歯科医師を育成したいと
いう気持ちを持っていま
した︒しかし︑当時の大
学は︑土地も建物も全部
揃えて︑出来上がった状
態で認可申請を行わなけ
ればなりませんでした︒
ですから︑経済的な負担
は大変大きなもの︒その
中で︑やれることはとに
かくやった︑と聞いてお
ります︒そのぐらいバイ
タリティのある人だった
んですね︒
また︑慶三郎は海外か
らの影響を強く受けてい
ました︒歯科医師にも国
際性が必要だと考え︑海
外に視察に行くなどして︑
その環境を学んできたそ
うです︒その﹁国際性﹂
を一つの柱とした﹁社会
性﹂
︑
﹁創造性﹂
︑
﹁合理性﹂
という３つの建学の精神
を掲げて大学を創立した
のが始まりでした︒
１９７０年に埼玉県坂

20

明海大学は２０２０年の今年︑創立 周年という記念すべき年を迎えた︒ 月に記念
式典を控えるなか︑大きな節目の年のスタートとして︑宮田淳理事長︑安井利一学長を
迎え︑教育後援会の副会長陣とともに︑明海大学のこれまでの歩みと︑これからの展望
について語る座談会を開催︒その模様をお伝えする︒

50

国際性︑
夢︑
臨床力のある歯科医師を
情熱を持って育てた 年

20

理事長

淳

宮田

50

50

山本正美教育後援会副会 海大学のこれまでとこれ
長︵司会／以下︑山本︶ からについて大いに語っ
皆さん︑あけましてお ていただきます︒
本日の座談会は３部構
めでとうございます︒本
日は教育後援会の新春座 成です︒１部は創成期か
談会にお集まりいただき︑ らの 年︑２部は創立か
誠にありがとうございま らこれまで︑どのような
す︒今年は明海大学創立 理念で学生を育ててきた
周年の節目の年ですか か︑３部はこれからの時
ら︑テーマはもちろん︑ 代に必要な教育︑大学と
﹁創立 年の歩み﹂です︒ はについてお話しいただ
この記念すべき年︑かつ きます︒まずは︑創設時
令和になって初めての座 のお話をお聞かせいただ
談会に︑宮田理事長︑安 けますか？
井学長をお招きして︑明 宮田淳理事長︵以下︑宮
田︶
創立者であ
る宮田慶三郎
は︑歯科医師
であり︑科学
者であり︑哲
学者であり︑
大変教育熱心
な人物でした︒
当時は歯科医
師不足が叫ば
れていまして︑

12

新春座談会
50
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り︑
﹁臨 床 医 の 学 校﹂と
いわれて評判だったこと
を覚えています︒
浦安キャンパスができ
る前は歯学部のみでした
から︑歯科医師を育てる
ことに集中していました

ね︒埼玉で１つしかない
歯科大学で︑病棟があり︑
入院できる場所だったの
で︑重 傷 の 方 も い ら っ
しゃいますから︑緊張感
もありました︒
山本 宮田慶三郎氏に大

きな影響を受けられたの
ですね︒
安井 当時︑学生はみん
な︑宮田先生を尊敬し︑
この先生のもとで学びた
いという意志を持って大
学に通っていましたね︒

三郎先生もお喜びでしょ
うね︒
宮田 そうですね︒当時
から﹁安井君︑安井君﹂
と︑安井学長のことを話
していましたから︒
安井 私は︑宮田慶三郎
先生とずっと一緒に働い
てきて︑どういう大学に
したいかという気持ちを
常に感じていました︒教
育を通してそれを実現し
たいと思いながらやって
きて︑今︑我々が教えた

後輩が︑明海大学の教授
しいのでは？
になっています︒そうし
と思います︒
て卒業生がどんどんつな
大塚政子副会
がっていきながら︑初代
長︵以下︑大
理事長がどんな思いで明
塚︶ そ う で
海大学を作り上げたのか︑
すね︒親とし
その足跡をしっかり伝え
てはそれが一
ていきたい︒宮田淳理事
番です︒
長に代替わりして４年経
安井 今は兄
ちますが︑当時とまるで
弟姉妹がたく
ぶれていません︒建学の
さんいる子は
精神というしっかりとし
少ないですか
﹁国 際 未 来 ら︑競争することや︑自
た土台を持って︑揺らが 宮 田 そ う︒
ずにいることが大切です︒ 社会﹂という言葉は︑こ 分を他者との関わりのな
建学の精神が揺らいでし の 年間︑我々がとても かで確立することが難し
まうことは︑私立大学と 大 切 に し て き た 言 葉 で い環境だと思います︒他
す︒これから先も︑どん 人と切磋琢磨してはじめ
して致命的ですから︒
山本 時代は変わってい どん変化する﹁国際未来 て︑自己は確立されます︒
きますが︑ぶれない理念 社会﹂で力強く活躍する 競争のなかで生きていな
を持って子どもたちを教 卒業生たちを輩出してい いと︑心が折れそうなと
えてくださっているのだ かなければならないと考 き︑そこから逃れようと
えています︒
なと感じました︒
してしまうのかなと︒今
宮田 変わらないベース 山本 多様性を受け入れ︑ の日本は約８割が私立大
があって︑そこに︑時代 自分の意見を語れるよう 学出身ですから︑この大
に合ったスパイスを加え な人でないと活躍できな 学から出た人が社会を支
ていくのが大切ですね︒ い社会だと思うので︑そ えていくんだ︑それくら
安井 時代も変わり︑同 の点を大切に︑学生を育 いの思いで学生と対峙し
時に子どもたちも変わっ ててくださっているのは ないといけません︒教員
とてもうれしく感じます︒ には︑学生と近い距離で
ていますからね︒
接してほしいと伝えてい
ます︒学生は︑声を掛け
てもらえるだけで︑自分
を知ってくれている︑気
に掛けてくれているとい
うことがわかるのです︒
友人同士はもちろん︑教
員との関わりで心を育む
ことができると思います︒
同様に︑教員と保護者
とのコミュニケーション
もとても大切なものです︒
ですから︑教育後援会が
実施してくださっている
地区教育懇談会は︑大学
として大変重要な立ち位
置だと思っています︒北
海道から沖縄まで︑教員
が保護者と直接話す機会
を作っていただき感謝し
ま す が︑卒 業 生 と 会 う
と︑社会で活躍している
様子がわかって︑頼もし
いなと思います︒大学の
中ではある程度守られて
も︑一歩外に出ると︑自
分で自分を守るしかあり
ません︒社会の中で力強
く生きていく力︑悲しい
ことやストレスに対す
る耐性が必要です︒です
から︑学生時代にそれら

の力をつけることが非常
に重要だと考えていま
す︒今︑新たに大学に求
められているのは︑心の
強い子を育成することな
のではないかと感じます
ね︒社会に出て仕事がで
きても︑心が弱いと続か
ないですから︒多少曖昧
さがあっても︑一生懸命︑
元気で楽しく生きていく︒
その方が親御さんもうれ

※各業種の企業名は順不同
※そのほか、多数の企業から内定あり

建設・不動産
生和コーポレーション 東日本本社
大東建託
東栄住宅
パナソニックリフォーム
アーネストワン
ケン・コーポレーション
香陵住販
スターツコーポレーション
大成有楽不動産販売
タカラレーベン
東急リバブル
東京建物不動産販売
ハウスコム
ハウスドゥ
三井住友トラスト不動産
ミニミニ
スターツアメニティー
日本土地建物

イオンファンタジー

教員と親の両軸で
子どもを支えていく
山本 学生は理想の人物
に育っていると思います
か？また︑これからの時
代に必要な教育︑大学と
はどんなものだとお考え
ですか？
宮田 学生が大学にいる
間は︑我々は親代わりの
ような気持ちで接してい

ユー・エス・ジェイ
ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ラウンドワン
アラマークユニフォームサービスジャパン
トリート
西尾レントオール
近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
東武トップツアーズ
日本旅行

企 業 名
サービス
エイジェック
JR 東日本サービスクリエーション
野村不動産パートナーズ
ブリッジインターナショナル
マンパワーグループ
リアルワールド
ワールドストアパートナーズ
スタジオアリス
アパホテル
金谷ホテル観光
京急イーエックスイン
芝パークホテル
東京ベイ舞浜ホテル
プリンスホテル
星野リゾート
ホテルオークラ東京ベイ
マンダリン・オリエンタル東京
三井不動産ホテルマネジメント
森ビルホスピタリティコーポレーション
リゾートトラスト
ルートイングループ
ＮＴＴ東日本−関信越
ベストブライダル
ワタベウェディング
綜合警備保障

地域に貢献できる人︑
後継者を育てられる人が
次々と生まれる大学でありたい

40

ノジマ
ピーシーデポコーポレーション
ビックカメラ
ヤマダ電機
ヨドバシカメラ
千葉スズキ販売
千葉トヨタ自動車
トヨタカローラ千葉
トヨタモビリティ東京
ネクステージ
ゼットン
青山商事
アダストリア
マックスマーラジャパン
メーカーズシャツ鎌倉
米国三越
三越伊勢丹ホールディングス
情報通信
ＮＥＣフィールディング
ＣＬＩＮＫＳ
セラク
ディップ
テクバン
日本サード・パーティ
マイナビ
教 育
千葉県教育委員会
東京都教育委員会

ワコール
商 社
ザ・ギンザ
資生堂ジャパン
ソーダニッカ
大塚商会
小島電機工業
ダイハツ千葉販売
田中商事
テンポスドットコム
トヨタ部品千葉共販
トヨタユーゼック
リコージャパン
渡辺パイプ
和光ケミカル
流 通
ウエルシア薬局
ドン・キホーテ
日比谷花壇
プリモ・ジャパン
ベルーナ
杢目金屋
グリーンハウス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
叙々苑
ＷＤＩ
東天紅
イクスピアリ
オーケー
生活協同組合コープみらい
成城石井

（2019年12月18日現在）

50

多角的な視点を身につけて
社会に羽ばたく学生の未来と
大学の未来を守りたい

山本 続きまして︑創立 考えています︒すべての
からこれまで︑どのよう 企業は利益を追い求めて
な理念をもって学生を育 いますが︑社会への貢献
ててきたのか︑お話しい があってこそ利益が生ま
ただけますでしょうか︒ れます︒どうやって会社
宮 田 ﹁国 際 性﹂を 柱 と が発展するのか︑地元が
した﹁社会性﹂
︑
﹁創造性﹂
︑ 発展するのか︑それを理
﹁合理性﹂
︑この３つの建 解して︑地域に貢献でき
学の精神の具現化という る人材になることを目指
以外にはありません︒も せるかが大切です︒
大学が果たす役割はさ
う少し具体的にお話しし
ますと︑例えば︑わが校 まざまありますが︑社会
は︑塀がなく︑構内を地 に貢献し︑社会で活躍で
域の方々が自由に行き来 きる人物を育てることが
しています︒学生は︑そ 一番だと思います︒また︑
のような地域の皆さんと 大学は教育機関ですから︑
の触れ合いや︑さまざま 後継者を育成することも
な地域での活動を通して︑ 大切です︒後輩を教えて
社会に出ていく土台を築 いくことができる人材を
くことができるのです︒ 生むことも︑大学として
私は︑仕事をすることと︑ 重要な役割です︒卒業生
社会貢献は一体のものと から教授︑学部長︑学長
が生まれたら
⁝という思
いでやってき
て︑創立 年
で︑二期生で
ある安井学長
が学長になっ
たということ
は︑とても喜
ばしいことで
す︒
山本 宮田慶
教育後援会副会長

今野正弘

金 融
大黒屋
豊商事
岡三証券グループ
スターツ証券
千葉信用金庫
東京東信用金庫
新潟縣信用組合
輸 送
ＡＩＲＤＯ
全日本空輸
日本航空
ＡＮＡエアポートサービス
ＡＮＡ成田エアポートサービス
ＪＡＬスカイ
ＪＡＬスカイエアポート沖縄
ＪＡＬスカイ札幌
秋北航空サービス
スイスポートジャパン
日本自動車ターミナル
ＡＳＫＵＬ ＬＯＧＩＳＴ
京成トランジットバス
京成バス
サカイ引越センター
日本交通
メーカー
コーセー
ラッシュジャパン
カツデンアーキテック
俄
カレルチャペック

2019年度卒業予定者の主な内定先企業
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教育後援会副会長

山本正美

ます︒保護者と大学が力
を合わせて両輪となり︑
子どもの背中を押すとい
う形は今の時代に合って
いると思いますね︒
今野正弘副会長︵以下︑
今野︶
このような地区教育懇
談会のシステムを持って
いる大学はないのではな
いでしょうか︒ここまで
教員が親身になって子ど
もを指導し︑保護者とか
かわってくれる大学は少
ないと思います︒保護者
の立場として︑とてもあ
りがたいことです︒
安井 理事長も常々︑学
生に寄り添ってほしいと
いうことを教員に伝えて
いて︑そういう大学であ
りたいという思いは︑理
事長も私も同じですね︒
大塚 昔は子どもは自分
の部屋などなく︑親と子
がリビングで長い時間を

過ごしていましたよね︒
でも今は︑各自の部屋が
あって︑すぐそこに引き
こもってしまいます︒我
が家では︑なるべく子ど
もとコミュニケーション
をとるように心がけてい
ますが︑大学生にもなる
と︑自然と親との会話は
少なくなりますから︑地
方から子どもを送り出し
ている親御さんは︑なお
コミュニケーションが取
りにくくなっていますよ
ね︒だからこそ︑子ども
の大学での様子を知るこ
とができる地区教育懇談
会 の よ う な 機 会 を︑
﹁あ
りがたい﹂と言ってくだ
さる保護者がたくさんい
らっしゃるのだと思いま
す︒リピーターも増えて
いますし︑先生方にはご
苦労をおかけしますが︑
これからも続けていきた
いと思っています︒

〃
1990年
1991年

1992年
1998年

宮田 たまに卒業生も顔 山本 でも︑大学は遊び ら︒子どもが成長しよう
を出してくれたりもして︑ に行くところではないで としているときに︑何の
良い環境ですよね︒
すから︒ある程度きつく 肥料をあげるか︑それが
山本 大学時代に居心地 ないと︑成長ができませ 大人側に課せられた命題
でもあります︒ハウスで
の良さを感じているから︑ んよね︒
卒業生が先生に会いに来 大塚 厳しい面があって ぬくぬく育てる手もあり
るんですよね︒
も︑それをきっかけに友 ますが︑厳しく育てるこ
安井 もちろん︑居心地 達と励まし合ったり︑助 とで︑得られるものもあ
の良さもありますが︑学 け合ったり︑話し合った りますよね︒教員は学生
科によっては進級要件が りして絆が生まれること それぞれの個性を見なが
ら︑バランス良く対応し
厳しかったりして︑結構 もありますし︒
大変な思いをしている学 安井 ホスピタリティ・ ていかなければなりませ
生 も 多 い だ ろ う な と は ツーリズム学部ならＴＯ ん︒
思っています︒
ＥＩＣの点数︑不動産学 宮 田 大 事 な お 子 さ ん
部なら宅建と︑ を預かっていますので︑
ハードな進級 我々教員が親代わりであ
要件はありま るという意識を持ちつつ
すが︑乗り越 も︑完全に親になっては
えれば確実に いけないなとも思ってい
力になると思 ます︒そういう意味で︑
います︒何か 学生との距離感はいつの
を乗り越える 時代も難しい課題ですね︒
と自信がつき︑ ４年後には社会に送り出
社会で活躍す さなければならない﹁人
るための基礎 財﹂なんだという思いで︑
になりますか 時に厳しく教育をしない
といけないとも考えてい
ます︒
安井 理事長は実際に講
義にも携わっているので︑
その距離感をわかってい
らっしゃいます︒あまり
にも甘えさせてしまうと︑
学生にとって良くないで
すよね︒
宮田 そうですね︒学生
には︑自分自身で考えて
答えを出せる人になって
ほしい︒考えて︑答えを
出して︑それが間違って
いたらまた立ち戻って考
えて︑進んでいく︒そん
な力を付けてほしいです︒
授 業 の 時 に︑
﹁答 え て み
て﹂と言うと︑すぐには
答えられない子もたくさ
んいます︒
山本 正解を言えないと
恥ずかしい︑間違っては

2000年

〃
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〃
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2014年

2016年
2017年
〃
2019年

いけないと思っている子 会︑両方に目を向けてい
る大学でありたいです︒
が多い気がしますね︒
﹁地 域﹂と い
宮田 それとは逆に︑す 学 生 に は︑
ぐに発言できる子もいま う観点から︑地域貢献の
す し︑学 生 の タ イ プ に 意識を持つことを教えた
よって教員は対応を変え い︒また︑その対極であ
るグローバルの意識も︑
て教育しています︒
安井 叱られ慣れていな これからの時代に必ず必
い子も多いですね︒医療 要なものですから︑両方
の現場でも︑ちょっと叱 の目を養うことが大切で
られただけで︑心が折れ す︒
てしまう子もいる︒緊迫 山本 地域に目を向ける
した現場では︑それが当 と言いますと︑明海大学
たり前ですが︑受け入れ は浦安市民の憩いの場に
ることができないんです なっていると感じますが︑
ね︒強い心というのは︑ 地域に根差した大学の役
授業では教えられません︒ 割とはどのようなものな
大学が学生にその力をど のでしょうか？
う付けてあげられるのか︑ 宮田 浦安市を支える人
それをとことん考えて︑ 材をつくること︒明海大
明海大学の強さになると 学から浦安市を発展させ
る人材が育つのが一番い
良いと思います︒
今野 先生と近い距離で い姿ですね︒近年︑とて
会 話 を す る と い う 感 覚 も街が発展してきて東京
は︑私の時代にはあまり 化している部分もありま
なかったように思います︒ すが︑まだまだローカル
先生は良くも悪くも遠い な部分も多いのが浦安市
存在でした︒それとはま の魅力︒そこを守り︑支
るで違う︑先生と学生が えていくことが大
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 切だと思います︒
しっかりとっていく教育 安井 浦安市国際
というのは︑今の時代に 交流協会や商工会
合っているなと思います などと連携して︑
地域の中にどのよ
ね︒
安井 少人数制で︑先生 うに大学を位置づ
と密に触れ合う授業は︑ けていけばよいか︑
昔はありませんでしたよ ご意見を聞くなど
ね︒教員自身も経験のな しています︒学生
いスタイルですから︑試 がいることで︑浦
行錯誤しながらやってい 安市の人口が増え
ますし︑不動産需
ますね︒
要も多い︒モノの
地域にとって
消費もありますし︑
あって良かった
学生がアルバイト
そんな存在になりたい
をして︑市内の商
店を支えている現
状もあります︒
山本 街が活性化
されますよね︒大
山本 では︑これからの
明海大学はどうあるべき
だとお考えですか？
安井 地域社会︑国際社

︿前列右から﹀
安井利一 学長
宮田 淳 理事長

学が市の発展にも寄与し 立った子どもたちが︑ど
う活躍していくか︑楽し
ていますね︒
安井 学生が市内の小中 みですね︒
学校に出向き︑日本語を 宮田 どれだけ充実した
第二言語としている子ど 大学生活を送れたか︑振
もに日本語を教えに行く り返って卒業式に泣ける
ボランティア活動も実施 ような思い出がある４年
しています︒それにより︑ 間を過ごしてほしいです
教育委員会とのつながり ね︒達成したものが大き
ができますし︑子どもた ければ大きいほど︑きっ
ちは︑明海大学の学生に と感動も大きいはずです︒
お世話になったという記 山本 今回は︑宮田理事
憶を持って大きくなりま 長と安井学長に︑とても
す︒短期的なことはもち 熱い思いを聞かせていた
ろんですが︑中長期的に だきました︒学生にとっ
も︑どのように地域とつ ても︑大学にとっても︑
きあっていくかを考える ﹁夢﹂と い う 言 葉 が キ ー
必要があると思います︒ ワードになっていくのだ
明海大学があってよかっ と感じました︒創立時の
たと言ってもらえるよう 理念をこれからも持ち続
な存在でありたいですね︒ けて︑さらに発展してい
山 本 地 域 で 学 び︑グ く大学であってほしいで
ローバルな視点を身につ す︒今日は本当にありが
け て︑明 海 大 学 か ら 巣 とうございました︒

︿後列右から﹀
山本正美 教育後援会副会長
今野正弘 教育後援会副会長
大塚政子 教育後援会副会長

〈出席者〉

教育後援会副会長

大塚政子

2015年

埼玉県坂戸市に「城西歯科大学」として開学
付属病院を開設
大学院歯学研究科博士課程を設置
歯科臨床研究所付属 PDI 埼玉歯科診療所を開設
千葉県浦安市に「外国語学部」「経済学部」を
設置し、大学名を「明海大学」と変更
岐阜県瑞穂市の朝日大学と姉妹校提携
外国語学部に「教職課程」を設置
浦安キャンパスに「別科日本語研修課程」を
設置
浦安キャンパスに「不動産学部」を設置
浦安キャンパスに「大学院応用言語学研究科・
経済学研究科・不動産学研究科」修士課程を
設置
大学院応用言語学研究科、不動産学研究科博
士後期課程を設置
浦安市と相互協力に関する合意書を締結
明海大学 PDI 東京歯科診療所を開設
明海大学 PDI 浦安歯科診療所を開設
浦安キャンパスに「ホスピタリティ・ツーリ
ズム学部」を設置
浦安キャンパスに「不動産研究センター」を
設置
浦安キャンパスに「明海大学ホスピタリティ・
ツーリズム総合研究所」を設置
浦安キャンパスに「複言語・複文化教育セン
ター」を設置
浦安キャンパスに「教職課程センター」を設置
東京都足立区と連携協力に関する協定書を締結
浦安市教育委員会と連携に関する協定書を締結
浦安キャンパスに「保健医療学部」を設置
1970年
〃
1977年
1980年
1988年

※明海大学ホームページより抜粋
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︵長野市︶

は多くの保護者が参加︒
﹁先生方には親身になっ
てもらい︑本当にありが
と う ご ざ い ま し た﹂
﹁本
当に明海大学にお世話に
なって良かったと思いま
す﹂など口々に感謝の言
葉を述べて閉会となった︒

信州地区

会場はほぼ満席となった︒ 会場 ホテルＪＡＬシティ
長野
福田会長︑安井学長の
挨拶で全体会がスター
ト︒続いて︑鈴木学生支
援課長は大学の近況報告
を行い︑２００１年度か
ら取り組んでいる学生支
援システムについて紹
介︒就職活動については
﹁実際には早く内定を出
す企業があり︑積極的に
インターンシップに参加
することが大切﹂と訴え
た︒また採用試験では人
柄︑熱意︑可能性の３つ
のポイントが重要で︑企
業は学生に大学時代の経
験を問う中で〝計画↓実
行↓振り返り〟のプロセ
スができる人物かどうか
を 探 っ て い る︒１︑
２年
生も何かに取り組むとき
には︑この点を心に留め
てほしいと呼びかけた︒
個別面談後の懇親会に

＜東海地区＞

担当教員と直接話ができる機会

︵新潟市︶

担当教員に成績、学生生活、就職のことなど
不安なことを直接聞ける個別面談（信州地区）

★４年連続で参加。娘が１、２年生の
ころは苦手な英語のことを相談し、先
生からは「補習の授業があるので参加

★今年の春入学しました。初めての参
加ですが、特に就職に関する説明が緻
密で驚きました。個別面談では大学で
の娘の近況もよくわかったし、手厚い
ケアがされていると知りとても安心し
ました。（日本語学科１年）
★今年で４回目の参加です。息子は
オープンキャンパス体験で入学を決め
ました。高校時代に留学した経験があ
り、キャンパスも周囲の街並もアメリ

その１

地区懇に参加しよう！
ん

こ

く

生方や保護者の方とのお話がとても楽
しく、主人も私もこの会を楽しみにし
て来ました。（英米語学科２年）

するように」とアドバイスをもらいま
した。３年生の時はやはり就職の話で
したね。先生に相談できるのはもちろ
んですが、保護者の方々との交流で同
じ悩みを話したり、また違った悩みを
聞けたりして、この地区懇談会はと
ても有意義な会でした。（ホスピタリ
ティ・ツーリズム学科4年）
★今回初めての参加です。先生方から
息子のことを直接お話を聞けて、同じ
悩みを持つ保護者の方といろいろな話
ができ、もっと早くから参加しておけ
ばよかった…と思いました。（不動産
学科３年）
★２回目の参加で、今日は進級要件の
内容を確認したいと思って来ました。
昨年も主人と一緒に来たのですが、先

カみたいで（笑）気に入ったようです。
以前は中高一貫の私立に通っていて学
校と保護者が近かったので、大学のフ
レンドリーな雰囲気を親としてもとて
も満足しています。（英米語学科４年）
★学部長の勧めで、今年の夏休みに大
阪の企業でインターンシップを経験。
お客さまと直接会ったりしてとても勉
強になったようです。大学が連載コラ
ム欄をもっている「住宅新報」に記事
を書く機会も与えてもらいました。実
学に徹しているので、安心して大学に
お任せできます。（不動産学科３年）

た。学科の面談以外に、就職の個別相
談もしてもらえて良かったです。地元
の懇談会には日程が合わず参加できな
いと思っていたら、今回信州地区で対
応してもらえ、大変助かりました。
（英米語学科３年）

＜近畿・北陸地区＞

用や︑３年次に受講でき
るキャリアデザインの内
容 を 伝 え︑
﹁子 ど も の 価
値観を否定せずに︑励ま
してあげてほしい﹂と結
んだ︒
続く個別面談では学科
教員との面談のほか︑留
学や教職課程についても
多くの保護者が相談して
いた︒控え室では安井学
長が保護者の間をまわり︑
保護者の話に耳を傾けた︒
懇親会では毎年恒例の
学生からのビデオレター
の上映もあり︑笑顔の写
真とともに感謝の言葉を
伝える子どもたちの様子
を︑保護者一同うれしそ
うに眺めていた︒

北陸地区

会場 ラマダホテル新潟

50

上京、出張、帰省などの予定に合わせてもＯＫ！

関東地区（浦安キャンパス）のほか
どの会場でも参加できます

★各地区の日程 ( 案 ) は、４月上旬、教育後援
会ＨＰにアップ予定です（変更の場合あり）
※他地区に参加希望の方は教育後援会事務局
までご連絡ください。

（中国・四国地区）

で︑毎年参加している不
動産学科４年生の保護者
は︑
﹁こ の 会 は 安 井 学 長
や先生方︑ほかの保護者
との交流も楽しみでした︒
娘は先日内定式に出席︒
受動的だった娘が︑能動
的に変わったのは明海大
学のおかげです﹂と話し
新潟︑富山からの参加 ていた︒
もあり盛況な会となった
信州地区︒
中
国
・
四
国
地区
大塚政子副会長の挨拶
︵岡山市︶
会場 ＴＫＰガーデン
に続き︑安井学長は︑大
シティ岡山
学創立から 周年を迎え
外国語でのコミュニケー
ることから︑今後の大学
全体会の冒頭︑教育後 ションができるＭＰＰＥ
のさらなる発展について 援 会 山 本 正 美 副 会 長 は Ｃ︵エムペック 明
: 海複
話した︒鈴木学生支援課 ﹁各学科教員との個別面 言語・複文化教育コモン
長 は︑
﹁就 職 活 動 は 年 々 談と懇親会が予定されて ズ︶などの施設をスライ
実質的な活動開始時期は います︒雰囲気の違う２ ドで紹介︒
早まっており︑３年生の つの懇談の場で︑お子さ
学生支援課大田原長茂
夏のインターンシップへ んのことについてたくさ 主 幹 は︑大 学 の 近 況 を
の参加でふるい落としを ん話し合ってください﹂ 報告︒今春の就職率は︑
始める企業もある︒明海 と挨拶︒続いて佐々木康
・７ ％ と 昨 年 を０・９
大学では１年生からキャ 史 副 学 長 は︑
上回る結果だったこと︑
﹁今 は︑教
リア教育を行っており︑ 員の講義を受動的に聞く これには︑４年間を通し
就職活動の早期化にも対 のではなく︑学生が主体 て学生の成長︵Ｇｒｏｗ
応できる体制をとってい 的に学ぶことが求められ ｔ ｈ︶と機会︵Ｏｐｐ ｏ
る﹂と話した︒
ている﹂として︑教員免 ｒｔｕｎ ｉｔｙ ︶を提供
個別面談では各学科の 許取得を目的とした学修 するキャリアサポート制
教員から直接子どもの様 相談スペースＭＥＴＴＳ 度﹁ＭＧＯ﹂や︑企業が
子を聞いていた︒
Ｃｏｍｍｏｎｓ ︵メッツ 学生の基礎学力を測るＳ
その後行われた懇親会 コモンズ︶や︑いつでも ＰＩ試験への対策︑イン

pt 96

（北海道地区）

９／ 22

地区教育懇談会には、お住まいの近くの会場
にしか参加できないと思っていませんか？
例えば、お子さんの一人暮らしの住まいを見
がてら関東地区に参加したり、帰省や出張に合
わせて近くの会場に行くこともできます。ご都
合に合わせて、ぜひご参加ください。

10 ／ 19

9

新潟県をはじめ山形や
宮城から 組 名が参加︒
29

ち

２０１ 年度 地区教育懇談会

27

10 ／６
（信州地区）

﹁よく分かった﹂
﹁また参加したい﹂と参加者

９／ 7

教育後援会の主体事業である地区教育懇談会
が今年度も開催された︒一度参加した保護者の
ほとんどがリピーターになるそのわけは︑担当
教員と直接話せるから︒大学の万全の体制や教
員の親身な対応に感動する保護者も多い︒まだ
参加したことのない方はぜひ来年度の参加をお
すすめしたい︒
拶した︒続いて安井利一
北海道地区 ︵札幌市︶
学長が﹁北海道からは
会場 ホテルマイステイズ
名の学生をお預かりして
札幌アスペン
いる︒明海大学は学生と
今年度初めてとなる地 も保護者とも近く⁝を心
区教育懇談会が︑札幌で 掛け︑この懇談会で頂く
スタート︒８組９名の保 ご 意 見 も 大 い に 参 考 に
護者と︑大学職員・教育 なっている﹂と話した︒
後援会役員 名が参加し
また︑進級要件の設定
て行われた︒
や外部試験の取得などで
初めに福田清一教育後 学修の可視化に取り組ん
援 会 会 長 が︑
﹁今 日 は 不 でいること︑大学内外に
安 を 抱 い て い る 方 も い 充実した設備を整えてい
らっしゃると思いますが︑ ること︑今年４月より保
先生方に全力でぶつかっ 健医療学部口腔保健学科
て︑少しでも不安を安心 を新設したことなどを説
に変えてください﹂と挨 明した︒
次に鈴木洋州学生支援
課長が大学の近況報告︒
保護者が特に気になって
いる就職活動については︑
採用スケジュールを紹介︒
一定のルールはあるが︑
実際には早い時期に内定
を出す企業があるのも事
実で︑インターンシップ
などで学生も企業も積極
的に接触を図っていると
説明した︒そしてキャリ
アサポートセンターの活
18

11

緊張もほぐれ和やかな懇親会
︵北海道地区︶

全体会ではメモを取る姿も（北陸地区）

（4）
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︵那覇市︶

続き高いが︑無理をして
採用しないという企業側
の姿勢は変わらない﹁業
種や規模により求人倍率
は全く異なる︒学生が知
らない企業にもオンリー
ワンの企業がたくさんあ
るので︑視野を広げた活
動が大切﹂と語った︒

沖縄地区
会場 ネストホテル那覇

25

30

︵静岡市︶

人の保護者が参加︒
全体会は大塚副会長
の挨拶の後︑佐々木副
学 長 は︑
﹁来 年︑明 海
大学は創立 周年を迎
えます︒この間学部が
増えて大学が大きくな
る一方で︑近年は学生
一人一人について確実
にキャリア形成が行わ
れるよう︑教育改革を
続けています︒高校を
卒業してすぐの半年間
を初年次教育として丁寧
にアドバイスしたり︑４
年間ゼミを続けたり︑学
生が自主的に学ぶ環境を
作るために︑学部横断的
なカリキュラムの編成な
どを行うなど︑しっかり
見届けるようにしていま
す﹂と説明した︒
鈴木学生支援課長の近
況報告では︑今春の就職
率で︑ホスピタリティ・
ツーリズム学科は５年連
続で１００％を達成した
ことを紹介︒
また︑学生支援︑特に
授業への出席率が低い学
生へのケアについても言
及︒１回授業を休むと次
回出席しにくい︑友人と
の人間関係がこじれたな
ど複雑な理由があり︑誰
一人平気で休んでいる学
生 は い な い︒
﹁ど う し た
の？﹂と大学側から声を
かけ︑学生と共に悩みを
解決していけるよう取り
組んでいると語った︒

東海地区

か﹂などと︑挨拶を交わ
す姿も見受けられた︒
全体会で佐々木副学長
は︑今 春 に 保 健 医 療 学
部を設置したことに触
れ﹁大学の規模は大きく
なりましたが︑教員一人
当たりの学生数は約 名︒
大学がきめ細かい指導を
実践していることがわか
ると思います﹂と語った︒
佐久間健二学生支援課
主幹が大学の近況を報告︒
学生をフォローするため
の授業出欠席状況調査︑
授業とは別に行われてい
る就職支援行事・ガイダ
ンスなどを紹介し︑就職
の話へと進んだ︒就職活
動については︑積極的に
インターンシップに参加
したり︑業界や企業規模
にとらわれず視野を広げ
ることが大事だと訴えた︒
個別面談後は懇親会が
行われた︒教員から﹁数
年前の卒業生が︑会社の
中で人事を担当するまで
に成長した︒育てた学生
がどれだけ会社で認めら
れているかがとても大
事﹂という話も紹介され︑
時には笑い声も交えなが
ら大いに盛り上がった︒
※台風の影響で延期となった東北
地区︵郡山・盛岡︶の内容につ
いてはＨＰをご覧ください

★懇談会に参加して、同じ沖縄出身と
いうことで仲良くなったという娘の友
人の親御さんと知り合うことができ、
親しくさせていただいています。こん
な出会いに恵まれたのもこの会のおか
げです。沖縄は少人数なので、先生と
もじっくりお話ができるのも良いです
ね。（経済学科３年）
★娘の就職のことが心配で参加しまし

★２年から３年への進級要件をクリア
するときも、本人としては厳しい状況
でしたが、先生方がマンツーマンで
フォローしてくれて…。現在も就職活

< 信州地区 >

参加者の声

設され︑明海大学は６学
部８ 学科の総合大学に
なったこと︑他大学では
あまり例がない進級要件
のための資格等取得に取
り組んでいることについ
て︑
﹁学 生 に は 必 ず 力 を
つけて卒業してもらいた
い︒成長段階にある学生
は︑学業︑友人関係︑就
職など悩みも多いが︑で
きるだけ寄り添って︑お
預かりしたお子さんをき
ちんと支えていきたい﹂
と話した︒
次に鈴木学生支援課長
は学生支援課が重点的に
取り組んでいる授業出欠
席状況調査︑就職支援行
事・ガイダンスなどを紹
介し︑就職活動の話へ︒
大卒の求人倍率は引き

③懇親会

★昨年初めて参加してみて、大学のこ
とがよくわかったので今年も参加しま
した。兄弟の通っている大学ではこの
ような取り組みはないので、先生方が
こちらまで来てくれるのはとても助か
ります。まだ参加したことのない皆さ
んにも「ぜひ参加した方がいいですよ」
と言いたいですね。（中国語学科２年）
★案内状を見て、初めて参加しました。
生活面は楽しんでいるようですが、大
学での様子を先生から伺ってみると、
娘が言っていることと違うぞ！という
こともあって（笑）
。授業の出席状況
については、もうちょっと本人に促し
たいと思います。
（ホスピタリティ・
ツーリズム学科１年）

＜沖縄地区＞

★３年連続の参加です。初めて参加し
たときに、懇親会で流れたビデオレター
に感激してしまって。自分の子どもだ
けでなく、ほかのお子さんの成長も見
られるので、今ではこの地区懇談会は
１年に一度の楽しみです。今回は１年
生の保護者の出席が多かったのでうれ
しいですね。（英米語学科３年）
★３年目にして初めて参加できました。
本人は大学生活を満喫しているが、先
生から見てどんな学生なのか？という
ことを聞いてみたかった。頑張ってい
る様子を直接聞けて安心しました。ほ
かの保護者の方も「大学生になっても
先生と直接お話した方がいいですよ」
ということを伝えたいです。（日本語
学科３年）

19

大学の近況、就
職最新情報、就
活の取り組み方
などを丁寧に説
明してくれる。

★先生方はみなさんフレンドリーで話
しやすく安心しました。娘は資格取得
に向けて頑張っているようです。難し
い試験ですが、手厚く指導してくれる
ので心強いです。（不動産学科１年）

＜北海道地区＞

13

①全体会

25

料理は懇親会の楽しみのひとつ（東海地区）

ターンシップへの積極的
な参加などが功を奏して
いると説明があった︒
個別面談では︑教員は
各学生の勉学・生活の状
況を事前に詳しく調べて
いて︑保護者からの質問
に丁寧に回答︒予定時間
いっぱい︑学生の現状に
ついて話し合われた︒

地区懇ってどんな感じなの？！

10

教職員、保護者が
同じテーブルを囲
み、ざっくばらん
に話せる機会。先
生方の人となりが
分かり、『安心感』
が増すはず。

︵福岡市︶

②個別面談

九州地区

カジュアルな服装でＯＫ！

11 ／ 10

企業の広報活動は３月１
挨拶に立った安井学長 日から︑選考活動は６月
は﹁沖縄からは 名が本 １日から︒そして現１年
学で学んでおり︑年々増 生については︑来年度以
えています︒教育の成果 降改めて検討するとなっ
は形として見えにくい︒ た︒しかし︑この政府主
就職が一つの形であると 導のスケジュールによら
思いますので︑一人ひと ず︑独自の採用活動を行
り学生の希望を叶えられ う企業が多く︑大学では
るよう全力で取り組んで 今後も早い時期からキャ
リア教育を行い︑柔軟に
いきます﹂と話した︒
続いて︑鈴木学生支援 対応できる体制を整えて
課長から大学の近況報告︒ いくとした︒
懇親会では教職課程セ
特に採用スケジュールに
ついては︑ 月 日に行 ンター長を兼任している
﹁昨 年 度
われた就職・採用活動日 高 野 副 学 長 が︑
程に関する関係省庁連絡 は９名の学生が教員に採
会議の決定内容が報告さ 用となった︒少子化で採
れた︒未定であった現２ 用人数が絞られている中
年生はスケジュールに変 で︑健闘している﹂と話
更はなく︑これまで通り した︒また︑キャリアサ
ポートセンター長の内苑
孝美先生は﹁オリンピッ
ク後は景気の冷え込みを
心配する声があり︑それ
に伴い就職状況も変化す
ると言われているので︑
早めに情報収集し対応し
ていきます﹂と話した︒

近畿・北陸地区

50

会場 中島屋グランド
ホテル

39

動中ですが、諸先生方が娘の話を聞い
てくれ、アドバイスももらっているので、
頑張ってほしいですね。単位取得につ
＜中国・四国地区＞
いては問題ないです、と言われほっと
★初めて参加しました。単位習得、就
しました。（英米語学科４年）
職についてなどの実務的な話も分かり
★３年連続の参加です。現在娘は中国
やすく、また、Face to face でないと
に長期留学中で、帰国後の生活面や就
理解しあえないような話もできました。
職活動について聞きたいと思っていま
（不動産学科２年）
した。留学前は期間や費用などで本人
★２回目の参加です。子どもはホテル
もいろいろ悩んでいましたが、留学先
のコンシェルジュを目指して明海大学
では元気に充実した日々を過ごせてい
に入りました。今の時代は親の体験に
るので、思い切って長期留学に行かせ
もとづく就職アドバイスなど全く通用
て良かったたです。（中国語学科３年）
しません。明海大学は企業出身の先生
★今回は本人が希望している留学の話
も多く、就職指導には全幅の信頼をお
を伺いたくて参加しました。費用や期
いています。（ホスピタリティ・ツー
間、留学後の就職活動など気になって
リズム学科２年）
いることが聞けました。息子は高校時
＜九州地区＞
代は資格試験など全く受けてきません
★息子は陸上競技部に入っているので、
でしたが、進級要件の TOEIC も必死
練習がハードで両立が大変では？と思
で勉強してクリアできたのでとても
いましたが、顧問の先生ともお話がで
満足しているようです。（ホスピタリ
き、問題はなさそうで安心しました。
ティ・ツーリズム学科２年）
（経済学科１年）

< 北陸地区 >

（沖縄地区）

組 名と多くの参加
者 が 集 ま り︑
﹁一 年 ぶ り
で す ね﹂
﹁お 元 気 で し た

11 ／ 23

14

24

︵大阪市︶

会場 ホテルコンソルト
新大阪

大阪︑京都︑兵庫︑滋
賀︑奈良などから︑ 組

11 ／ 16
10

（九州地区）
単位取得や出席状況、
成績表の見方のほか、
大学での様子も分か
る。また、就職活動、
留学についてなどの
相談も。心配ごとは
全て解決！

会場 ホテルモントレ
ラ・スール福岡

ち く こ ん

（中国・四国地区）

10 ／ 26

福岡県をはじめ大分︑
熊本︑宮崎︑長崎︑そし
て山口県から︑ 組 名
の保護者が集まった︒
全体会は山本副会長の
挨拶でスタート︒次に高
野敬三副学長が登壇し︑
今春に保健医療学部が新

地区懇に行こう！

その２
ん
こ
く
ち
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２０１９年４月より明
海大学体育会女子バレー
ボール部が創部された︒
これで明海大学の体育会
は全部で６つとなった︒
体育会女子バレーボール
部を率いるのは太田豊彦
監督︒太田監督は東京都
の名門︑共栄学園高等学

太田監督と主将の花井さん

目指すは大学１部リーグ
体育会 女子バレーボール部

太田豊彦監督に聞く

校女子バレーボール部を る︒そ し て 週 １ 回 は バ
全国大会優勝に導き︑全 レーボールサークルのメ
日本女子チームの指導も ンバーや共栄学園の生徒
行った経験のある名将だ︒ も加わり︑試合形式の実
太田監督は東京都出身で︑ 践練習を行う︒花井さん
﹁中学校でバレーボール は﹁練習メニューは高校
部に入部したのが競技を 生のときとほぼ同じです︒
始めるきっかけだった﹂ 実践練習の時間が少ない
ので︑試合中フォーメー
と話す︒
現在︑部員は選手４名 ションが上手くいかない
とマネージャー１名︒全 こともあります︒だから
員が１年生だ︒試合には︑ 週１回の貴重な実践練習
バレーボールサークルの の時間は集中して行って
メンバーにも加わっても います﹂と話す︒
創部間もない４ 月か
らい出場している︒
主将の花井雅さん︵日 ら ５ 月 に か け て 行 わ れ
本語学科１年︶は東京都 た﹁２０１９年度関東大
出身で小学校１年生から 学バレーボール春季リー
ク ラ ブ チ ー ム で バ レ ー グ﹂では︑１セットも落
ボールを始め︑共栄学園 とすことなく５連勝し︑
で太田監督の指導を受け ８部で優勝︒７部へ昇格
た︒そして︑監督の勧め を決めた︒そして︑９月 国から明海大学にやって
で 明 海 大 学 に 入 学︒
﹁創 から 月にかけて行われ くる︒
部したばかりなので︑先 た﹁秋季リーグ﹂では６ ﹁今のチームは４ 人の正
輩がいないことは少し不 部昇格を決めるなど︑順 部員の個人の能力に頼っ
安でした︒でも︑太田監 調に勝ち上がっている︒ た戦い方だった︒しかし
太田監督は﹁試合で一 来年度から部員が増えれ
督に指導していただける
ならきっといいチームに 番心配なのがメンバーが ば︑チ ー ム と し て の 戦
なるだろうと思い︑明海 集まるかどうかなんです い 方 が で き る よ う に な
﹁目 指
大学に入学しました﹂と よ﹂と笑う︒リーグ戦を る﹂と 太 田 監 督︒
順調に勝ち進む一方で︑ すは１部リーグ昇格︒た
花井さん︒
東日本インカレに出場し だ︑このまま順調に勝ち
■ 年で８部から
たときは︑上位校との対 上がっても今の１年生は
６部へ
戦 で 苦 戦 し た︒
﹁ま だ ま １部リーグでプレーする
だだなと思う反面︑こう 前に卒業となる︒それで
すれば勝てるという手応 も彼女たちは﹃明海大女
えも感じた︒全国レベル 子バレー部の一期生﹄で︑
になるための課題が見え
たので出場した意義は大
き い﹂
︒全 日 本 イ ン カ レ
への出場も目指す︒

同部の練習は
週６回︒ほぼ毎
日︑授業の後で
練習をしている︒
学業と部活の両
立について尋ね
る と︑
﹁授 業 と
の両立は苦では
ありません︒中
学︑高校も同じ
ような生活でし
たから﹂と話す︒
部員が３人のた
め︑基礎練習を
中心に行ってい
■女子バレー部の
伝統を作る

来年度は現高校３年生
が 人以上入部の予定だ
という︒共栄学園からだ
けでなく︑太田監督の指
導を受けたいと選手が全
10
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1

10

【春季リーグ（女子８部）】

【秋季リーグ（女子７部）】
第１日 VS 共立女子大学 25- ３、25-12
VS 芝浦工業大学 25- ７、25- ７
第２日 VS 横浜市立大学 25- ７、25-17
VS 聖心女子大学 25-５、25-８
第３日 VS 東京家政大学 25-15、25-18
順位決定戦 VS 東京立正短期大学
23-25、25-27

19
20 度
年

監督 PROFILE
Ｕ -20日本代表チーム監督
などを歴任し、世界で活躍
する選手を指導した豊富
な 実 績・経 験 を 有 す。ま
た、共栄学園高等学校女子
バレーボール部監督として、
春高バレー優勝２回、イン
ターハイ優勝２回を果たす
など、全国屈指の指導者。

浦安キャンパス学友会

サマーキャンプ

To＋Ｕプロジェクト被災地復興支援活動

ボランティア活動報告会

11月 ３ 日（祝）
、浦 安 キ ャ ン パ ス で
後の学生生活にどう生かせるのか、③は
る中で、「世の中には自分が考えていた
2019年度学友会被災地支援活動「To ＋
学生生活を見つめ直すことで、明海大生
よりも多くの仕事があることを知り、体
としてより活躍できるのではないかなど、 U プロジェクト」活動報告会が開かれた。 力を使う仕事や、地域のために働く仕事
それぞれ意見を交わした。
にも興味を持つことができた」という。
明海大学は新潟中越地震や東日本大震
「これまでのような、これが足りないか
檜山大河さん（経済学科３年）は、釜石
ら設置してくださいという要望ではなく、 災等で災害ボランティアを積極的に行っ
にできたラグビー場が、元は小学校が
てきた。2014年度より、学友会がその
学生や教職員の皆さんの意識を変えるよ
立っていた場所であったことを知り、
「復
活動を引き継いで、被災地支援活動を
うな提案がしたい」と話す学生に鼓舞さ
興とは震災前の街並みどおりに街を再建
れ、活発に意見交換をする場面もあった。 行っており、毎年、明海祭で活動報告会
することではなく、住民にとって今必要
を開催している。
分科会後は懇親会が開かれ、今年初め
なもの、これから必要になるものに作り
て参加したという女子学生は「先輩との
直していくことも復興を考える上で必要
【２月の雪かき、８月の祭り支援】
距離が縮まったり、おいしいご飯を食べ
な視点だ」と述べた。
近年は岩手県釜石市を訪れ、２月には
られたり（笑）、参加して良かったです」
また、今回発表をした参加者たちは、
雪かき作業の手伝い、８月には釜石市の
と話してくれた。
ボランティア参加者数が減っていること
【１日目】
伝統的なお祭り「釜石よいさ」の運営補
【２日目】
に対して危機感を持っており、「今後は
参加者はバスで浦安キャンパスを出発
助を行っている。また、現地では東日本
２日目は、前日に分科会で進行役を務
自分たちの経験を後輩たちにしっかり伝
し、ホテルへ。開会式では浦安キャンパ
大震災の津波被害など、当時の様子を直
めた学生が中心となり報告が行われた。
えていきたい」とも話していた。
ス学友会の檜山大河会長（経済学科３
接ヒアリングするなどして、災害理解や
各分科会班は、相手にどのように内容を
福田教育後援会会長は「水害にあった
年）が「明海大のさらなる発展のために
風化防止に向けた活動も併せて行ってい
伝えたら理解してもらえるかなど発表方
茨城県坂東市を訪れたとき、すっかり変
議論をする貴重な場。いろいろなご意見
る。
法を工夫していた。
わってしまった街の様子に驚いた経験を
を」、安井利一学長は「学生に必要な施
今年は２月の活動には学生有志が８名、 思い出しました。被災地で若者がボラン
その後、バスに乗り込み観光へ。今年
設や、教育内容がまだあるかもしれな
８月には学生有志２名が活動した。２月
は、
「ロマンチック村・大谷資料館」
、
「日
ティアをすることに希望を感じます」と
い。この機会に忌憚のない意見交換をし
は例年と比べて積雪量が少なかった
光おかき工房・田母沢御用邸」、「大笹牧
話した。
て、大学の質の向上に役立てたい」、福
ために、雪かきではなく、原木を使っ
場・鬼怒川お菓子の城」の３コースを設
田教育後援会会長は「相手のことを知り、 定。施設見学や体験など、思い思いに楽
た椎茸栽培の手伝いを行った。８月は
思いやる姿勢を身に付けてほしいと思い
椎茸栽培に加えて、地域のお祭りであ
しんでいた。
ます。社会で働くときに武器にもなりま
る釜石よいさの会場で人員整理などを
教育後援会の山本和枝さんは「昨年よ
す」と挨拶した。
行った。今年は猛暑で、酷暑の中での
りも学生たちが議論をリードしており、
今年の分科会は①地域交流について、
活動となった。
それぞれの意見を交換できて楽しかった」
②異文化交流、③学生生活を充実させる
と話し、学友会の檜山会長は「例年より
には、という３つのテーマについて。①
震災から８年。学生の考える復興とは
参加者は少なかったが、活発に意見交換
は明海大学をより地域に根づいた大学に
２月のボランティアに参加した柴山
できた。重要なのはこの意見を次の行動
していくためにはどうしたらいいか、②
岳翔さん（経済学科３年）は就職活動
に移すこと。中央委員会は一層尽力して
は互いの文化の魅力を発見し、それを今
が始まる前に参加した。現地で活動す
いきます」と語った。
感想や今後の課題などを語るボランティア参加者
分科会ではさまざま
な意見が出される

９月４日・５日、栃木県日光市の「鬼
怒川ホテル三日月」で開催。このキャン
プは、日本人学生、外国人留学生、教職
員等が互いの連帯感と本学への帰属意識
を深め、ともに明海大学を発展させるこ
とを目的に実施しており、19回目の今
年は、約130名が参加した。

伝統の始まりを作ること
ができるんです﹂
全国トップクラス入り
への道は始まったばかり︒
明海大学からＶリーグ選
手を輩出するという夢も
ある︒来年度からのさら
なる飛躍を期待したい︒

第１節 VS フェリス女学院大学
25-５、25- ４
第２節 VS 東洋英和女学院大学
25- ２、25-８
第３節 VS 相模女子大学
25- ７、25-８
第４節 VS 日本女子大学
25- ７、25-３
順位決定戦 VS 東京立正短期大学
25-13、25-18

自分を知る︑日本を知る︑世界を知る

わたしの留学体験
明海大学では海外留学を希望する学生︑そして︑外国人
留学生を支援する制度が充実している︒国際色豊かな浦
安キャンパスで︑また海外留学・研修での学修の機会を
手に入れて︑グローバル社会で活躍する力を身に付けよう︒

長期休暇を利用した海外研修。留学先はアジア、
アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアに広がっており、

②明海大学浦安キャンパス派遣留学生奨学金規程
に基づく研修制度
海外研修に要する費用の一部を大学が負担して
派遣する制度。教育後援会からも援助金を支給。

海外協定大学へ派遣留学生として選考され、留学
した場合は、そこで修得した単位が卒業に必要な単
位として認定される。協定校留学の場合は、選考の
うえ、大学から奨学金または教育後援会から援助金
が支給される。また、交換留学の場合は派遣先大学
での授業料が免除される。

2019 年度 浦安キャンパス海外留学・研修派遣状況
外国語学部 72人 経済学部 35人
不動産学部 19人 ホスピタリティ・ツーリズム学部 10人

（２）海外研修制度

平野みずきさん（英米語学科４年）
アルバータ大学・カナダ（９カ月）

高校生の時に修学旅行
でカナダへ行ったのが
き っ か け で﹁留 学 し た
い﹂と考えるようになり
ました︒明海大学には手
厚い留学制度があると知
り入学を決めたので︑１
年生のときには留学説明
会へ参加しました︒そし
て︑１年生の夏には友人

語が上達しまし
とは思いません︒それよ
た︒また︑日本
り︑留学中にできた人脈
の小学校に行っ
を使って行きたい企業で
たり︑浦安市の
働く人に直接話を聞くこ
外国人会のイベ
とができましたし︑面接
ントに参加した
では留学中に感じたこと
り︑大学以外の
や︑その経験を話すこと
活動をすること
ができました︒何より留
で知り合いも増
学して自分に自信をつけ
え︑日本のこと
たことで︑希望する業界
うになりましたが︑書く もより理解できるように
に内定をもらうことがで
なりました︒後輩にも大
のは難しいですね︒
きたと思っています︒
学以外のイベントにも積
来日当初は
﹁外﹂から客観的に
漢字の国へ
極的に参加することを勧
食事に苦戦
日本を見る
行ってみたい
めています︒
来日して最初は沖縄で
英語を勉強するだけな
ネパールには中国や
卒業後は
ら日本にいてもできます︒ 日 本 か ら の 輸 入 品 が 多 日本語を勉強しました︒
日本で起業
私も留学前には︑大学の く︑子どものときに外国 沖縄は海がきれいで素晴
大学を卒業したら︑日
複言語・複文化教育コモ 製品についているラベル らしい場所でしたが︑そ
ンズを積極的に利用して︑ の 漢 字 を 見 て︑
﹁面 白 い れまでずっと家族と暮ら 本に残って起業すること
ネイティブの先生と会話 な﹂と思っていました︒ していたのでホームシッ にしました︒外国人労働
して勉強しました︒しか ネパールで大学を卒業し︑ クになりました︒食事も 者と日本の企業との橋渡
し 実 際 に 留 学 し て︑
﹁外 留 学 を 考 え た と き︑
﹁漢 合 わ ず︑自 分 で 食 材 を しをする会社を作るため︑
から日本を見る﹂ことが 字の国﹂へ行きたいと思 買ってよくネパール風の 今はいろいろな手続きを
できたのは貴重な経験に いました︒中国と日本の カレーを作って食べまし 進めている最中です︒こ
なりました︒後輩たちに どちらにしようか考えた た︒明海大学に来たとき れからは日本で働きたい
もぜひ留学することを勧 とき︑治安が良く︑暮ら には︑一人暮らしにも日 外国人がさらに増えると
めたいです︒
しやすいと聞き︑日本へ 本の食事にも慣れていま 思います︒来年の東京２
した︒今では日本の食事 ０２０オリンピック・パ
の留学を決めました︒
明海大学で英米語学科 は納豆以外は大好きです ラリンピックにはネパー
ルからもたくさんの人が
︒
を選んだのは︑英語が話 ︵笑︶
日本に来るでしょう︒そ
せるようになりたかった
アルバイトで
のお手伝いもしたいと考
から︒授業は厳しく︑進
日本語が上達
えています︒しばらくネ
級要件を満たすのには苦
日本の学生は自分の世 パールには帰れそうにあ
労しましたが︑おかげで
英語を話せるようになり 界を持っている人が多く︑ りませんが︑これからの
ました︒ネパール語︑イ あまり他の学生と交流し 生活が本当に楽しみです︒
ンド語︑英語︑そして日 ていないと感じ
本語のマルチリンガルで ます︒ネパール
す︒漢字も随分読めるよ では大学の友人
とはいつも一緒
でした︒日本に
来てからいろい
ろなアルバイト
もしました︒居
酒屋など接客業
が多かったので︑
お客さんと会話
することで日本

（１）海外留学制度

①明海大学学生奨学海外研修派遣規程に基づく研
修制度
学業成績が優秀な学生を選考し、海外研修費
用の全額を大学が負担して派遣する制度

世界中のさまざまな分野の研究の中から「人々を笑わせ、
そして考えさせる業績」に対して贈られる「イグ・ノーベ
ル賞」。保健医療学部の渡部茂教授らの研究グループが化
学賞を受賞した。
渡部教授は自身の子ども３人を含む５歳児の一日当たり
の総唾液分泌量が500ml に上ることを４年がかりで突き
止めた。唾液腺の発育が未熟な幼児は成人よりも分泌量が
少ないと考えられていたが、成人の分泌量は540ml であっ
たことから、幼児は飲食に
かける時間が長く比較的多
いという結論を導き出した
と い う。この約30年 前の
研究内容や成果が、近年注
目されている歯科医学にお
ける「予防」の基礎になる
ものだという。

費用が気になる留学だが、学ぶ意欲のある学生に
対して明海大学は大学と教育後援会の支援が手厚
い。チャンスを逃さず利用しよう。

研修費用の全額または一部を大学が負担する。プロ
グラムによっては、単位認定を行うものもある。

渡部茂教授が
イグ・ノーベル賞（化学賞）を受賞

手厚い留学支援制度を利用しよう！

保健医療学部

積極性、人脈、
自信…
留学で身に付けたものを
糧に
きっかけは
修学旅行

とホームステイ︑２年生 なったことでした︒日本
で大学の短期研修に︒３ 人の﹁察する﹂というの
年生で長期留学に行くこ が︑海外では通じないと
とが決まったときはうれ 痛感し︑思っていること
しかったですね︒両親も は言葉にしないと伝わら
広い世界を見た方が良い ないんだと実感しました︒
と応援してくれました︒ それは大学の授業でも感
じたことで︑授業の終わ
うまく話せなくても
りに学生たちは一斉に手
思っていることは
を挙げて質問します︒日
伝える
本では考えられませんが︑
留学先では寮生活で︑ ﹁なんとなく分かった﹂
自分で食事も作りました︒ で終わらせるのではなく︑
寮 生 活 で は 一 度︑ナ イ 納得するまで聞く姿勢や
ジェリア人の留学生とケ 積極性は︑見習うべきだ
ンカになったことがあり と思いました︒
ます︒相手はカナダ在住
留学で得た
歴が長く︑英語でまくし
積極性と
立ててきます︒私は︑言
自信で就活
いたいことはたくさんあ
を乗り切る
るのに︑英語で表現する
帰国したのが
ことが思うようにできな
くて⁝︒でも思い切って ３ 年 生 の 月
﹁私は英語がうまく話せ だったので︑就
ない︒でも私の話を聞い 職活動の開始は
て﹂とハッキリ 他の学生よりも
伝えました︒す 遅れてしまいま
ると少しずつ私 した︒それでも︑
の話を聞いてく 留学で培った積
れるようになり︑ 極性で︑就職支
その後はすっか 援の相談窓口に
り仲良くなりま 通ったり︑説明
した︒ケンカの 会に参加したり
原因は生活習慣 したので留学が
の違いなどが重 ハンデになった
12
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大学で身に付けた
英語力で
起業を目指す

スベディ クル プラサドさん（英米語学科４年）
ネパール出身

編集後記

皆様︑新年あけまして
おめでとうございます︒
今回の﹁潮風﹂ 号の新
春企画は今年明海大学創
立 周年というおめでた
い節目であることから︑
宮田理事長と安井学長を
囲んで︑明海大学のこれ
までの歩みと未来につい
て座談会を開催させてい
ただきました︒ご多忙の
中︑ご協力いただきまし
たことに感謝申し上げま
す︒お二人の熱意あるお
話に︑あっという間に時
間が過ぎてしまいました︒
進化や変化の中でも軸を
ぶらすことなく︑かじ取
りをしてこその発展なの
だと感動いたしました︒
社会の大海原へ出る前に︑
明海大学で培ったことが
子どもたちの強みになる
理由がわかりました︒あ
る程度育った子を預かっ
て栄養を与え︑水や光を
当て︑時には添え木で支
えてくださっている先生
方には感謝の言葉しかあ
りません︒教育後援会は
応援団として支えてまい
りたい所存ですので︑今
後ともご協力の程︑よろ
しくお願い申し上げます︒

しおか ぜ
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