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就職戦線を乗り切れ！
明海スポーツ
ボランティア活動報告会
雪国のホットな暮らし体験

1 月 24 日、アメリカ大使館大使公

邸にて、大使館と日米協会共催で新

年会が開催された。約 300 人が招待

された中、本学英米語学科から学生

4 人（うちアメリカ人の研究生 1 人）

と大学院応用言語学研究科の院生 1

人の計 5 人が招待された。

新年会はコメンテーターのデー

ブ・スペクター氏の司会で進行し、

両国国歌斉唱等の後、ジョン・ルー

ス米国大使や大河原良雄日米協会会

長のあいさつがあり、その後、和やか

にレセプションが行われた。

会の途中では米国大使の意向か

ら、約 100 人招待された若者の中か

ら特に代表 21 人が選ばれ、米国大使

と公邸内図書室にて Q&A のセッシ

ョンが設けられた。

代表学生には東京大学、慶應義塾

大学、早稲田大学、明治大学のほか明

海大学からは新妻奈緒美さん（大学

院応用言語学研究科博士前期課程 2

年）と柴崎恵美加さん（英米語学科 2

年）が含まれた。特に新妻さんはトッ

プバッターに指名され、流暢な英語

で、東日本大震災の原発事故に絡む

「トモダチ作戦」について言及し、今

後、日米の若者がどのように協力関

係を継続していくべきか大使に意見

を求めた。

今回の大使館訪問は、本学の田部

滋名誉教授と山下早代子外国語学部

教授の協力により実現した。当日、同

行した山下教授は「この大使館訪問

は学生にとって貴重な経験となりま

した。今後もアメリカ文化や社会情

勢に関心を持ち、将来は日米の懸け

橋となって活躍することを期待した

い」と語った。

米国大使とトークセッション実現
本学学生がアメリカ大使館を訪問

ジョン・ルース米国大使(中央)を囲む大学生ら

本学院生と学生計5人が
米国大使と面会 大使とのQ&Aでは

本学院生がトップバッター
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「生きる力の源　言葉力」をテー

マに、言葉力とその育成について考

えるシンポジウムが、２月17日、浦

安キャンパスで開催された。これ

は、「知的活動、感性・情緒、他者

とのコミュニケーション」の育成に

ついて、大学改革、高大接続・連携

の視点も含めて議論することを目的

に実施され、外国語学部日本語学科

が運営の中心を担った。

安井利一学長のあいさつの後、白

水忠隆氏（読売新聞社・活字文化推

進会議事務局長）による基調講演や

萩原民也氏（ＮＰＯ法人日本語検定

委員会事務局長）の基調報告が行わ

れた。続いて、「言葉力の育成」を

テーマに、佐々木文彦外国語学部教

授の進行で、尾形憲一氏（浦安南高

等学校校長）、長束倫夫氏（東葛飾

高等学校教諭）、松本美奈氏（読売

新聞社　教育ルネサンス担当）、荻

原稚佳子外国語学部講師による討論

が行われ、活発な意見が交わされ

た。　

柳澤好昭学科主任は「最後まで退

席する参加者もおられず、また、終

了後には、高等学校の先生方から、

『高大が連携し、言葉の力の育成を

テーマとした勉強会を定期的に行っ

ていきたい』との申し出もあり、今

後にもつながる大変有意義なシンポ

ジウムとなった」と話した。

2月23日、坂戸市文化会館で12年

度明海大学歯学部公開講座が行わ

れ、「噛んで」「唄って」「笑っ

て」「若返り」をテーマに歯科河原

英雄医院の河原英雄氏が講演。市民

や学生ら約350人が熱心に耳を傾け

た。

渡部茂公開講座運営委員長および

安井利一学長のあいさつの後、河原

氏は、歯科界が取り組んでいる

「8020運動」を説明した後、ジョー

ジ・ワシントンは、57歳の時は、１

本しか歯が残らなかったと紹介。自

分の歯の大切さや、歯を失っても補

綴物を入れて噛むことが長寿の秘訣

のひとつであることなどを説明し

た。また、高齢者に対する口腔ケア

を“家族が協力をして”遂行する時

代が到来したことを強調した。

ユーモアあふれる河原氏の説明

に、会場は終始和やかな雰囲気に包

まれ、大好評のうちに終了した。歯の大切さを語る河原氏

テーマは「噛んで」「唄って」「笑って」「若返り」歯 学 部
公開講座

日本語学科 シンポジウム「生きる力の源　言葉力」を開催

討論の様子　左から佐々木教授、尾形氏、長束氏、荻原講師、松本氏

■申し込み方法

2013年度前期講座のお知らせ
教育・教養

生活・趣味

実務・ビジネス

健康・スポーツ

＜お問い合わせ＞
オープンカレッジ担当

TEL：047-355-5115

フラダンス、水泳、アクアエクササイズ、
硬式テニス、太極拳、スクーバダイビン
グ、スタジオレッスン、ほのぼのフィッ
トネス、身体やわらかストレッチ

色彩検定、通関士、宅地建物取引主
任者、秘書検定、販売士、総合旅行
業務取扱管理者、国内旅行業務取扱
管理者、簿記検定

書道、ハワイアンキルト、ポップス
＆ゴスペル、ボイストレーニング

英会話、中国語、韓国語、フランス語、
古文書、史蹟探訪、世界遺産

オープンカレッジのフロントで受付
いたします（申し込みは一部を除き
先着順となります）。
詳しくはオープンカレッジのホーム
ページをご覧ください。

http://meikaiclub.jp
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＊浦安鉄筋家族
1993年に「週刊少年チャンピオン」
で連載がスタートしたギャグ漫画。
作者の浜岡賢次さんが浦安市在住で
あることから、市内に実在する場所
が多く描かれている。

マンガを活用したコンテンツツーリズムで外国人観光客誘致へマンガを活用したコンテンツツーリズムで外国人観光客誘致へ
１月26日、ホスピタリティ・

ツーリズム学部に所属する留学

生および日本人学生と観光庁が

派遣する留学生ら計45人が、マ

ンガ『浦安鉄筋家族＊』を活用し

た新たな観光コンテンツを創造

するため、浦安市内視察とワー

クショップを実施した。これは、

マンガを活用した外国人観光客

の誘致と地域の活性化を目的

に、観光庁や浦安市などが企画。

以前、ホスピタリティ・ツーリ

ズム学部の内苑孝美教授が、浦

安市観光振興計画策定委員会委

員長を務めていたため協力依頼

があった。学生にとっても、コンテン

ツツーリズム（地域に関わる映画、テ

レビドラマ、マンガなどを活用する

観光振興）を学ぶ良い機会となるた

め、内苑ゼミが全面的にサポートを

することになった。市内視察では、留

学生らは漫画で描かれている境川沿

いの昔ながらの街並みや駄菓子屋、

神社などを巡り、その後、視察を通し

て気付いた点などを話し合うワーク

ショップも行われた。日本人では気

がつきにくい観光地のアピールポイ

ントや見逃していた魅力などの意見

が多く出され、内苑ゼミの3年生が中

心となり取りまとめた。今後、ここで

提案された意見を基に、浦安市が中

心となり、新たな観光施策に生かし

ていく。

留学生から多くの貴重な意見が出された

英米語学科主催「暗唱コンテスト」「スピーチコンテスト」

流暢な英語でスピーチを披露
２月９日、浦安キャンパスで英米

語学科主催の「暗唱コンテスト」およ

び「スピーチコンテスト」が行われた。

「暗唱コンテスト」は、学生の英語

の音読力や暗唱力のさらなる向上を

目的として開催され、英米語学科１

年生全員がこのコンテストに向けて

昨年の４月から英語力を磨いてき

た。当日は各クラスから選出された

代表15人が出場し、審査の結果、金澤

佳奈さんが見事、最優秀発表者とな

った。他の参加者も、それぞれに工夫

を凝らした見事な暗唱パフォーマン

スで会場を沸かせた。

また、「スピーチコンテスト」は、浦

安キャンパスの全学部生が対象。３

～５分の Persuasive スピーチ（状況

説明＋自分の意見を含めたもの）の

原稿を提出し、通過した３人が本選

に出場した。厳正な審査の結果、

最優秀発表者に木藤優友さん

（英米語学科３年）、２位は柴崎

恵美加さん（英米語学科２年）、

３位に草皆高広さん（英米語学

科２年）が選ばれ、トロフィーや

賞状、記念品が授与された。１位

の木藤さんのテーマは、"The

Relationship Between Blood type

and Character" で、血液型と性

格の結び付きについて、ときに

ユーモアを交えながら堂々と英語で

スピーチした。

選考委員の山下早代子外国語学部

教授は「参加者は皆、練習を積み重ね

流暢な英語を披露していた。今後も

自信を持ってチャレンジしてほし

い」と語った。

流暢な英語でプレゼンする学生



1年次後期
キャリアプランニングⅠ【必修】
キャリアに向けて行動計画をつくる

2 年次前期
キャリアプランニングⅡ【必修】
書く力、聞く力、伝える力を身につける

2 年次後期
キャリアプランニングⅢ【必修】
実社会に直結する社会人基礎力を伸ばす

3 年次
キャリアデザイン【選択】
就職を実現するスキルを身につける

3 年次・4 年次

就活コーチング

理想のキャリアの実現へ

連携連携連携
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2013年度、新キャリア教育がスタート
１年次から４年次まで一貫して

継続するキャリア支援
2013年度入学生から、学生の理想

とする進路を実現させるために、歯

学部を除く全学部を対象に初年次か

らの一貫したキャリア教育がスター

トする（図）。１・２年次の「キャリ

アプランニング」を必修とし、学生一

人ひとりが理想とするキャリア実現

に向けての行動計画を作成し、社会

人となってから必要とされるスキル

を身につける。３年次に開講される

「キャリアデザイン」では、就活を模

擬体験するなど、より実践的な内容 で就活力を高めていく。

特筆すべきは、３・４年次に行わ

れる「就活コーチング」だ。キャリア

カウンセラー有資格者が、就職を希

望する学生に対して、内定までの道

のりをきめ細かく徹底的にサポート

をしていく。このようなコーチング

は民間主催の就職講座などでは見ら

れるが、大学をはじめとする高等教

育機関ではほとんど見られないた

め、本学独自の取り組みと言ってい

いだろう。

このカリキュラム改革の中心とな

った内苑孝美キャリアサポートセン

ター長は、「フリーターや派遣社員な

ど非正規従業員の増加、早期の離職、

さらには近年の景況の悪化に伴う就

職不安の広がりなど、大学生を取り

巻く就業環境・労働市場は大きく変

化している。よって、いかに早い段階

から就業意識や職業観を養い、学生

それぞれにキャリアデザインを描か

せ、また、自己を見つめ、自信を持っ

て自らをアピールできる人材、いわ

ゆる、企業が求める人材に成長させ

るかが重要となっている。このよう

な背景から、本学は、『就職に強い』実

学志向の大学を目指し、理想の進

路・就職の実現のための新キャリア

教育を今年の春から始動させる。就

職率を上げるため、さらなる教職員

一体化と企業との連携強化を図り、

全力で取り組んでいきたい」と意気

込みを語った。

明海大学には、この新キャリア教育

に加えて、社会人基礎力を養成する

「共通教育」や高度な専門性を身に

つける「専門教育」、各種就職支援セ

ミナー等の多彩なメニューが整って

いる。この新たな取り組みによる成

果に大きな期待が集まる。

＊内容等は変更となる場合があります

全学一体となって就職率向上へ

（図）新キャリア教育
（2013年度入学生）

就活コーチングでは個別対応できめ細かくサポート

内苑キャリアサポートセンター長
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就職戦線を乗り切れ！ 学内企業セミナー就職戦線を乗り切れ！ 学内企業セミナー

１月15日、２月13日・14日の３日

間、浦安キャンパスにおいて３年生

を対象とした大規模な学内企業セミ

ナーが実施され、ANA、帝国ホテル、

明治安田生命保険をはじめ、金融や

商社、メーカー、サービス、不動産、

旅行、エアラインなど、幅広い業種か

ら約２２０社が参加した。学内企業

セミナーは、さまざまな業界・業種

の企業が学内にブースを設置し、企

業の人事担当者から学生に事業内容

や採用情報などを提供する場で、毎

年ここでの出会いをきっかけに内定

を勝ちとった学生が多数いる。今年

も学生たちは積極的に企業のブース

をまわり、人事担当者の話を熱心に

聞いていた。

学生からは、「新たな業種に目を向

けるきっかけになった」「仕事内容や

求める人材など、ホームページだけ

ではわからない情報を得ることがで

きた」「少人数で直接話を聞くことが

できて貴重な機会となった」などの

声が聞かれた。

学生から人事担当者へ積極的に質

問する光景も多く見られ、就職に対

する意識の高さがうかがえた。本学

では、引き続き就職活動に臨む３年

生を全面的にバックアップしてい

く。

真剣な表情で説明を聞く学生

採用意欲高い２２０社を招聘

２月12日から25日にかけて、浦安

キャンパスで「国内集中英語研修」が

実施され、15年目を迎える今年は72

人が参加した。この研修は海外研修

参加予定者や、英語力の向上意欲の

高い学生から好評を得ている。

研修は12人の少人数クラスに分か

れて行われ、ネイティブ教員が指導。

10日間で計50時間かけて集中的に英

語を学んだ。最終日には10日間の成

果を披露するため各クラスによるプ

レゼンテーションが行われ、参加し

た学生からは「英語漬けの毎日を過

ごしたおかげで、後半の授業では自

然と英語が耳に入ってきた。今後も

英語力向上のために努力したい」と

の声があった。

また、河原伸一総合教育センター

英語教育担当オフィサー（外国語学

部教授）は、「今回の研修を通じて、

学生は英語力の向上を実感できたと

思う。これに満足せず、英語力を駆使

して自身の世界を広げ、人生の選択

肢を増やしてほしい」と語った。

国内集中英語研修

英語力の向上を実感

http://www.facebook.com/meikai.univ
明 海 大 学 公 式 ペ ー ジ

お知らせ
Meikai News Letter は次号 Vol.209 より、隔月発行から年４回（１月、

４月、７月、10 月）、明海大学公式ホームページ上で公開いたします。
最新のニュース等は、引き続き明海大学公式 facebook ページを中心に

発信してまいります。今後もよろしくお願いいたします。
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鴇田選手はスポーツ特別入学試験

ではなくアドミッション・オフィス

入学試験で本学に入学し、体育会サ

ッカー部へ入部した。当時、FWか

MFを希望していたが、スポーツ特

別入学試験を経て入部した学生がほ

とんどを占める同部ではレギュラー

を獲得することは容易ではなかっ

た。

そんな折に、八津川義廣監督から

「FWでレギュラーに収まるのは難

しい。しかし、DFなら強豪相手にも

6

明海スポーツ 松本山雅FC 鴇田周作選手
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

プロになる覚悟
体育会サッカー部に所属する鴇田周作選手が来シーズンよりプロサッカークラブ「松本山雅FC※」でプレーする。同部から初のプ

ロ入りとなった鴇田選手だが、決して才能だけで評価されたわけではない。努力で掴み取ったプロへの道のりを紹介する。

プロフィール
氏名：鴇田 周作（ときた しゅうさく）
所属：経済学部4年
ポジション：DF
身長/体重：187cm/78kg
経歴：千葉敬愛高校→明海大学→

松本山雅FC

引けを取らない選手に育て上げる自

信がある」と、ポジション変更を勧め

られた。熾烈なレギュラー争いに加

え、チームとしても上を目指してい

る中での提案に不安もあったが、八

津川監督を信頼し、DFへのコンバー

トを決意。結果として、それが今日の

プロ入りを切り拓く大きな転機とな

った。

    八津川監督は、鴇田選手について

「彼は私が監督に就任した年に入部

した世代で、一緒に４年間を歩んで

きた。プロの目に留まった裏

には、４年間毎日のように最

後までグラウンドに残って

自ら課題を克服してきた努

力がある。大きな可能性を秘

めた選手なので、これからど

のように成長し、活躍してい

くかが楽しみだ」と語り、プ

ロの世界に身を投じること

へエールを送った。

これに対し、鴇田選手は

「まずは身体をしっかり鍛

え、いつ試合に出場してもチ

ームに貢献できるよう心が

けたいです。クラブの練習は

ハードですが、サポーターの

方々が応援してくださる以

上、恥ずかしいプレーはでき

ません。私生活も含め、プロ

としての自覚をもってサッ

（※）松本山雅FCは1965年に山雅サッカークラブとして創部され、北信越リ
ーグを中心に活躍。2005年にクラブ名を現在の松本山雅FCへと改称すると同
時にJリーグへの参入をめざし、2012年からＪリーグディビジョン２（Ｊ２）に
昇格。その勢いを失うことなく初年度から好成績を残したクラブチーム。堂々としたプレーを披露

カーと向き合っていきます」と抱負

を語った。

鴇田選手は1月から、クラブのキャ

ンプに参加している。練習試合では、

堅実で落ち着いた守備と高身長を武

器とした攻撃参加を繰り出し、クラ

ブの先輩選手とも積極的にコミュニ

ケーションをとる姿が見られた。3月

から開幕するリーグ戦で、明海大学

体育会サッカー部で培った技術と努

力をいかして大いに活躍してほし

い。

─体育会サッカー部から初のプロ入り─



MEIKAI NEWS LETTER March 1, 2013 Vol.208

7

１月31日、浦安キャンパスでボラ

ンティア活動報告会が実施され、今

年度ボランティア活動に参加した在

学生12人が報告をした。

本学は2002年に浦安市との間に

「明海大学学生の社会貢献活動の推

進に関する協定」を結んでおり、今年

度も多くの在学生が浦安市内の児童

センター、老人ホームなどでボラン

ティア活動に従事した。また、海外で

の活動にも積極的に参加し、ニュー

ジーランド、オーストラリア、イギリ

スで植林活動などが行われた。

参加者からは「現地の人々から笑

顔で感謝の言葉をいただいて、これ

２月12日から２月18日にかけて、

総合教育センターボランティア活動

推進委員会主催で学生有志６人と学

生支援課職員が、岩手県釜石市で震

災復興ボランティア活動に従事し

た。本学は2011年と2012年の８月に

も現地での草刈りや子ど

も達との交流活動などを

行っており、継続的に活動

している。

３回目となる今回は、除

雪作業をはじめ、任意団体

「三陸ひとつなぎ自然学

校」と共同で遊歩道の整備

に取り組んだ。また、被災

地 の 仮 設 住 宅 で 暮 ら す

方々と一緒に「ひな人形」

の絵付けを体験するなど、復興に向

けて交流を深めた。この様子は地元

のテレビ局からの取材を受けるなど

高い注目を集めた。

活動４日目には、震災時に寸断さ

れた主要道路の代わりとして避難経

路に使用された山道を実際に歩き、

当時の状況を肌で体験するととも

に、今後の教訓としてどう生かすべ

きか、いっしょに参加した他大学の

学生と議論を交えた。遊歩道の整備

に携わった学生からは「また再び多

くの人が集まり、笑いあえる場所に

したい」といった強い意気込みが聞

かれた。

ボランティア活動で被災地に笑顔を報告を行う在学生

震災復興ボランティア

ボランティア活動報告会
からも継続して貢献していきたいと

思った」「環境美化活動など、身近な

ことでもできることがあると再認識

できた」などといった報告があり、今

後の活動をより有意義なものにしよ

うという強い意気込みが感じられた。

２月12日、浦安キャンパス講義棟１

階ノース学生ホールの新しい姿が公開

された。天井からは各学部のタペスト

リーが吊るされ、適度に空間を仕切る

パーテーションと２階への吹き抜けに

よって開放感が演出されている。ま

た、カウンターテーブルにはコンセン

トが埋め込まれているため、ノートパ

ソコンなどを持ち込み、集中して作業

することも可能。

公開後に学生ホールを訪れた学生か

らは感嘆の声があがり、春季休暇中に

もかかわらず、早速、ホールを活用す

る姿がみられた。新たな交流の場の誕

生によって、学部や学年を越えたつな

がりが生まれることを期待したい。リニューアルされた学生ホール（机や椅子の一部は教育後援会から寄贈）

在学生に憩いの場を提供
学生ホールリニューアル
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外国語（日本語・英米語・中国語学科）/経済/
不動産/ホスピタリティ・ツーリズム学部浦安キャンパス

入試日程

ＡＯ入試（3月期）
出願期間 3/11(月)〜3/15(金)
試験日 3/24(日)

歯学部坂戸キャンパス
ＡＯ入試（3月期）
出願期間 3/7(木)〜3/19(火)
試験日 3/24(日)

このほか、大学入試センター試験利用入試(Ｃ方式)も実施します。

このほか、外国人留学生特別入試も実施します。

浦安キャンパス　10：30～15：00

6月2日（日）、7月14日（日）、7月21日（日）、

8月3日（土）、8月24日（土）、8月31日（土）、

9月29日（日）、11月17日（日）

坂戸キャンパス　10：30～16：00
外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部

5月26日（日）、6月23日（日）、7月21日（日）、

8月25日（日）、9月1日（日）、10月12日（土）、

10月13日（日）

歯学部

各日程、特別プログラムを実施します。詳細は本学ホームページをご覧ください。
http://www.meikai.ac.jpOpen Campus 2013Open Campus 2013

お問い合わせ／企画広報課 TEL 047-355-1101 お問い合わせ／歯学部入試事務室 TEL 049-279-2852

OneDayセミナーOneDayセミナー

3月26日（火） 10：30～14：30

場所：明海大学浦安キャンパス
高校生・保護者限定/完全事前予約制/参加費無料（昼食含む）

業界研究（エアライン＆トラベル）、マナー講座、ホテル見学

ホスピタリティ・ツーリズム学部

予約方法

5月12日（日） 11：00～14：20
TOEIC®テスト入門、OB・OGによるパネルディスカッション

２月16日から18日まで、秋田県横

手市の全面的な協力で本学の留学生

が参加している「雪国のホットな暮

らし体験」が行われた。これは、故郷

を遠く離れた留学生にとって異国に

いながら家庭の温かさに触れ、かつ

日本文化を体験できる毎年恒例の国

際交流行事となっている。19年目を

迎える今年は、学部生・別科生ら計

10人が参加した。

初日はホストファミリーと顔合わ

せをした後、かまくらを体験。かまく

らの中でお餅を食べたり、写真撮影

などを行った。２日目は横手名物の

ぼんでん祭りを見学し、東北地方の

伝統と文化に触れた。また、午後のス

キー教室では、インストラクターの

指導を受けながらスキーを楽しむな

ど、日本の冬を堪能した。

最終日は、それぞれのホストファ

ミリーと過ごした後、お

別れパーティーが催さ

れ、参加した留学生は

「ホストファミリーが

本当の家族のように迎

え入れてくれてうれし

かった」「心温まる思い

出がたくさんできた」と

スピーチするなど、充実

した３日間となった。

また、17日は横手かまくらＦＭ、ぼ

んでんの魅力を伝える特別ラジオ番

組「ジョヤサ！横手のぼんでん」に留

学生２人が生出演。横手の冬を体験

した感想として、「ホストファミリー

や横手の皆さんはとても親切。食べ

物はおいしいし、街も美しくて横手

が大好きになりました」と話した。

ホストファミリーと一緒に横手の冬を満喫

雪国のホットな暮らし体験

要予約

携帯電話からQRコードを読み取り、携帯サ
イト（http://meikai-m.gdd.jp）のOne Day
セミナー予約画面にアクセスしてください。


