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2013年度入学式
４月３日、本学浦安キャンパスで

2013年度入学式が挙行された。多く

の保護者、来賓の方々、本学教職員が

見守るなか、学部、大学院、別科生ら

合計1,311人の入学が許可され、明海

大学での新たなキャンパスライフを

スタートさせた。

安井利一学長は入学許可宣言の

後、学長告辞で、「本学の教育の原点

は建学の精神にあります。『社会性・

創造性・合理性』を身につけ、国際未

来社会を切り拓いていく人材になっ

てほしい。大学生活は、持っている

個々の能力を伸ばす絶好の機会で

す。夢や目標を持ち、その実現に向け

て日々を過ごしていただきたい。明

海大学は教職員が一丸となって皆さ

んの夢の実現を全力でサポートしま

す」と述べた。

入学生代表宣誓では島田桃香さん

（外国語学部日本語学科）から「これ

からの学生生活を実り多きものと

し、国際的視野を持って行動できる

よう努力します」と力強い言葉があ

った。

続いて宮田侑理事長は、「社会は目

まぐるしく変化しています。この変

化についていけるよう、自らのセー

ルスポイントを見つけ、日々モデル

チェンジをしていってほしい。グロ

ーバルな社会で力強く生き抜く人材

になることを期待しています」と新

入生を激励した。その後、朝日大学の

大友克之学長の来賓祝辞があり、最

後に学歌「よろこび」を斉唱し、式は

滞りなく終了した。

新入生からは「明海大生としての

誇りを持って学生生活を送りたい」

「資格取得や海外研修など、さまざ

まなことに積極的にチャレンジした

い」などの声が聞かれた。

夢の実現に向け、新たな一歩を踏み出す

明海大学 建学の精神
社会性・創造性・合理性を身につけ、

広く国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成
社会性：常に変化する社会の中で自ら課題を見つけ、解決する能力

創造性：新たなモノや考え方を生み出し、前に進もうとする姿勢

合理性：情報社会の中で的確な判断基準を持ち、自分自身を確立する力

力強く宣誓する入学生代表の島田桃香さん

編集・発行

企画広報課
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浦安キャンパスの施設、設備が

続々とリニューアルされ、在学生に

とってより快適で充実したキャンパ

スライフを送れる環境が整った。

講義棟１階のノース学生ホールが

新しいくつろぎの空間として生まれ

変わったことに続き、2102大講義室

が改装された。扇形に広がる大講義

室という様式はそのままに、席の間

隔を広く取るなど、今まで以上に講

義に集中できるよう細部まで工夫が

なされている。

また、浦安キャンパス全体を覆う

ように無線LANスポットが設置さ

れ、講義棟はもちろんのこと、学生

食堂や屋外でもノートパソコン、ス

マートフォンなどでのWi-Fi利用が

可能となった。

さらに、講義棟だけにとどまら

ず、管理・研究棟２階のキャリアサ

ポートセンターも大幅なリニューア

ルがなされた。専門の就職活動コー

チが常駐する相談ブースが増設さ

れ、就職活動向けに開放されたパソ

コンも７台設置。オープンエリアで

はファイリングされた求人情報を自

由に閲覧できるなど、４月からスタ

ートした新キャリアプログラムをベ

ースとして、在学生のキャリア形成

を多方面から徹底的にサポートす

る。就職活動に打ち込む在学生にと

って心強い味方となるに違いない。

第106回歯科医師国家試験結果第106回歯科医師国家試験結果
今年２月に実施された第106回歯

科医師国家試験の合格者が厚生労働

省から発表された。

本学歯学部からは、新卒者と既卒

者合わせて148人が受験し、101人が

合格した。私立歯科大学・歯学部の

平均合格率が67.2％の中、本学の平

均は68.2％と、３年連続で私立大学

の平均を上回った。

また、合格者の内訳は新卒受験者

110人に対して合格者86人で合格率

78.2％（私立大学平均76.3％）、既卒

受験者38人に対して合格者15人だっ

た（合格率39.5％）。

中嶌裕歯学部長は「受験者総数約

3,300人のうち合格者総数は約2,360

人、そのうち約1,900人が新卒合格者

であり、2009年以来ほぼ同じ合格者

数になっており選抜試験としての厳

しさが続いています。来年からは国

家試験出題基準の難易度が上がるこ

とからその厳しさはますます強くな

ると予想されます。来年に向かって、

学生だけでなく教職員全員が一丸と

なって今年以上の合格率を達成する

ために努力していきます」と力強く

語った。

浦安キャンパス

拡充されたキャリアサポートセンター

改装された2102大講義室

施設リニューアルで学生生活の質向上
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日本語教育能力検定試験　合格者インタビュー

【学修の基礎Ⅰ】
明海大生として満足度の高い4年間
を過ごすために、大学についてよく
知り、興味関心を持ち、モチベーショ
ンを高めることを目的とする授業。
グループワークやプレゼンテーショ
ンなどを通じて、フレンドシップの
形成やコミュニケーション能力の向
上を図る。

――日本語教育能力検定試験を知っ

たのはいつですか。

竹原 高校時代に日本語教師になる

方法を調べていた際に知りました。

入学当初から取得したいと思ってい

ましたが、本腰を入れ出したのは、

３年生になってからです。

曽我 大学の進路で悩んでいたとき

に明海大学の日本語学科と検定試験

の存在を知り、興味を持ちました。

２年生に進級してから勉強を開始し

ましたが、大学の授業や先生のサポ

ートのおかげもあり１年で合格でき

ました。

――勉強の方法を教えてください。

竹原 問題集と過去問はもちろんで

すが、西川寛之講師の授業科目「検

定対策講座」や、先生からご紹介い

ただいた日本語教師のアシスタント

のアルバイトなど、学内で学べる環

境が整っていたので独学でも不安は

ありませんでした。

曽我 私は「課題探求セミナー」の

授業で基本を学びました。また、木

山三佳准教授からは参考書を頂き、

個別でもご指導いただいたことが合

格につながりました。

――お二人の将来の夢を教えてくだ

さい。

竹原 卒業後は民間企業への就職が

決まっています。実社会の中で経験

を積みつつ、日本語教員を目指そう

と思っています。

曽我 大学院へ進学し、日本語を学

問としてより深く追求したいと思っ

ています。その上で、日本語を教え

る仕事に携わりたいです。

――ありがとうございました。

浦安キャンパスの1年次必修科目

である「学修の基礎Ｉ（スタディプ

ロモーション）」の初回授業で、安

井利一学長が「大学からのメッセー

ジ」と題し、新入生全員を対象に講

話を行った。

安井学長は、建学

の精神について説明

した上で、「自分が

どんな人間になりた

いかを考えることで

自分自身が変わって

いく。大学での学び

を通じて新しい自分

を作り上げ、夢や目

標の実現に向けて積

極的に行動してほし

い。また、明海大学

で専門知識だけでなく、人間力を身

につけることで、4年後にはグロー

バル社会で活躍できる人材になるこ

とを確信している」と学生たちのや

る気を鼓舞した。

受講した学生は、「夢に向かって

行動することの大切さがよくわかっ

た。いろいろなことにチャレンジし、

大学生活を充実したものにしていき

たい」と希望に満ちた様子だった。

講話する安井学長

新入生全員に安井学長が講話学修の基礎Ⅰ

日本語学科在籍中に日本語教育能力検定試験に合格した、竹原友里恵さん（2013

年卒）と曽我直之さん（３年）を紹介する。本試験は合格することで日本語教員有

資格者として認められる。合格率25%前後の難関資格に合格した秘訣を伺った。

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

お知らせ
Meikai News Letter は今号 Vol.209 より、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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たものの、

昼食時には

初対面の参

加者同士で交流を楽しむ姿や、在学

生に学生生活について積極的に質問

する光景が見られた。また、高校生

がホテル見学を行っている間、HT

学部教員による保護者向けプログラ

ムを実施。就職状況等の説明に熱心

に聞き入る保護者の姿が見られた。

参加した高校生からは、「大学の

授業でどのようなことを学ぶか知る

ことができた」「同じ目標を持って

いる友達ができて刺激になった」

「在学生も先生方も親切で、学生生

活に対する疑問をいろいろ聞けて良

かった」といった声が聞かれた。

３月26日、ホスピタリティ・ツーリズム（以下、

HT）学部のOneDayセミナーが、浦安キャンパスで行

われた。これは、学部の特色を生かしたさまざまな体

験・参加型プログラムを通じて学部の魅力や学びの楽し

さを知り、興味を深めてもらうことを目的に開催してい

る。オープンキャンパスとは異なり少人数定員制のた

め、在学生や教員としっかりコミュニケーションがとれ

ることも魅力のひとつ。福岡県や岡山県、愛媛県、新潟

県など遠方からの参加者も多く、大盛況だった。

OneDayセミナーOneDayセミナー
ホスピタリティ・ツーリズム学部

HT業界に特化したプログラムで学部の魅力を体験

当日は、業界研究（エアライン＆

トラベル）の講義や、マナー講座、

知識を実社会で生かす体験としてフ

ァウンテンテラスホテル（東京ディ

ズニーリゾート・パートナーホテ

ル）見学を実施し、最後のグループ

学習で１日を統括した。高校生は少

人数のグループに分かれて行動し、

各グループにはＨＴ学部在学生が同

行。はじめは緊張した様子が見られ

OneDayセミナーOneDayセミナー

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）
お問い合わせ／企画広報課　TEL:047-355-1101

ホスピタリティ・ツーリズム学部

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

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）に
アクセス。One Dayセミナ
ー予約画面からお申込みく
ださい。

※プログラム等は変更となる場合があります。

■主要就職先（2013年3月卒業生）
グランド ハイアット 東京、シェラトン・グランデ・トーキョ
ーベイ・ホテル、浦安ブライトンホテル、ホテル日航東京、ホ
テル・ニッコー・サイゴン、エイチ・アイ・エス、JTB首都
圏、JTBコーポレートセールス、ANAエアサービス東京、ANA
エアポートサービス、JALスカイ、中国東方航空、エアアジ
ア・ジャパン、東日本旅客鉄道など多数

ホスピタリティ・ツーリズム学部
第5回生（2013年3月卒業）就職実績

（卒業者に対しての就職率）
90％

（就職希望者に対しての就職率）
94％

マナー講座でホスピタリティの基本“お辞儀”を練習

予約方法
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春季インターンシップ派遣先

グランド ハイアット 東京、ホテルオークラ東京、森観

光トラストホテルラフォーレ修善寺、リビングライフ、

東栄住宅、ドリームジャパン、千葉マツダ、千葉トヨタ

自動車、フォトワークス、浦安市役所 など

社会や企業に対する視野を広げ、将来のキャリア形成への意識を高めるために今や必須のインターンシップ。本学では、就

職前の就業体験で希望進路に近づけるよう、インターンシップを推奨しており、その派遣先は東京ベイエリアのホテルや商

社、市役所など、バラエティー豊か。春季インターンシップに参加した学生から感想を聞いた。

市民経済部防犯課に配属され、市

民への防犯の呼びかけや、市内に設

置されているスーパー防犯灯の動作

確認、防犯講演会の資料づくりなど

に携わらせていただきました。明海

大生が代表を務め、市内の高校や大

学と連携して防犯活動を行う組織

「V5」の会議に参加し、私たちの

ような若い世代が防犯

活動を行うことで、地

域の防犯活動に活気が

でることを実感しまし

た。今後は、10日間の

インターンシップ体験

で得た経験を生かし、

ボランティア活動をは

じめ、さまざまなこと

に挑戦していきたいで

す。

春季インターンシップ報告

将来は建築士を目指しているの

で、就職活動前に希望の業界で実際

に働き、業務内容や職場の雰囲気な

どを体験したいと思いインターンシ

ップに参加しました。リフォーム住

宅現場への同行や、仮想設計図の作

製などを体験することができまし

た。私が作製した設計図に対し、社

員の方からアドバイスをいただけた

ことはとても勉強になりました。現

場でしか学べないことを多く学んだ

ことで、改めて建築士になりたいと

の思いが強くなりました。

レストランで、空いたお皿の片づ

地域の一員として防犯活動に
携わった10日間
石井　大喜（日本語学科３年）

浦安市役所

働くことのやりがいを実感
滝本　葵

（ホスピタリティ・ツーリズム学科3年）

グランド ハイアット 東京

将来の夢が明確に
巣鴨　宏之（不動産学科３年）

リビングライフ

石井大喜さん

滝本葵さん

けやお食事の提供などをさせていた

だきました。確実かつ迅速な対応な

ど、求められるスキルが多く、働く

ことの厳しさを痛感しました。しか

し、社員の方から多くの温かいアド

バイスをいただき、

徐々に仕事を覚えて

いくと、やりがいや

面白さを感じられる

ようになりました。

業界の基礎知識だけ

でなく、社会人とし

ての心構えなど多く

のことを学ぶことが

でき、貴重な経験と

なりました。
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まずは千葉県大学サッカー１部リ

ーグの優勝奪還が目標。昨年度は年

6

明海スポーツ 目標に向かって、始動！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

上妻優介監督

八津川義廣監督

國府田由隆監督

体育会サッカー部

体育会空手道部

体育会ヨット部

有望な新入部員の加入によって装いを新たにし、大きな目標に向かって始動した

体育会。サッカー部、ヨット部、空手道部の監督に抱負を聞いた。

今年度から体育会に女子硬式庭球
部が加入しました。次回7月号
Vol.210で、ご紹介いたします。

昨年度、関東学生ヨット選手権大

会総合５位を獲得したことで、ひと

つの目標であった全日本ヨット選手

権大会に470、スナイプ両級での出場

を果たすことができた。しかし、本大

会で総合11位とい

う結果には満足し

ていない。選手たち

がしっかりと実力

を発揮できれば入

賞も狙えるし、もち

ろん最終目標は優

勝以外にない。そう

いった悔しさを糧

に、まずは春季関東

学生ヨット選手権

昨年度、男女ともに全日本大学空

手道選手権大会（以下、全日本）に出

場できたことは収穫となった。結果

はどちらも２回戦敗退であったが、

選手たちには自分たちの実力を見つ

めなおし、練習の原動力としてほし

い。選手たちが主体となって練習を

行う体制として、昨年度まで部を牽

引し、関東学生空手道個人選手権大

会で優勝を果たした上田航元主将

（経済学科2013年卒）が新たにコー

チとして就任した。こうして明海大

学体育会空手道部の伝統が築かれて

いくことは、主力選手たちにとって

も、入部したばかりの新１年生にと

っても大きな支えとなる。各選手が

目標をしっかりと持ち、一つでも上

を目指したい。

間を通じて１試合しか負けていない

が、引き分けで勝ち切れないことが

多かった。チームを鍛えていく上で、

乗り越えなくてはならない課題だと

考えている。

新１年生も大勢加入し、

部員数も年々増えている。

中には即戦力となるよう

な選手もいるが、一番大切

なことは各選手が自分た

ちの役割と責任をまっと

うしてプレーし、一つのチ

ームとして機能すること。

部全体が一丸となって、優

勝奪還はもちろん、念願の

関東大学サッカーリーグ

２部昇格を果たしたい。

大会に照準を合わせてチームをまと

め上げたい。そのためには指導陣か

ら与えられたものだけでなく、選手

たちが自立して、勝つために必要な

要素、それにつながるトレーニング

を考えなくてはならない。そうして

勝利したときの喜びは大きく、必ず

次の自信へと繋がる。

体育会サッカー部

体育会ヨット部

体育会空手道部
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３月23日、2012年度学位記授与式

が浦安キャンパスで行われた。卒業

生と修了生は、学歌「よろこび」を共

に歌った後、夢に向かって旅立った。

謝恩会・卒業パーティー

今年度から、式の模様をリアルタ

イムに放映するインターネットライ

ブ配信が行われる中、卒業生らは、晴

れやかな表情で式に臨んだ。壇上に

は宮田侑理事長、安井利一学長、各学

部長・研究科長・別科長、来賓とし

て朝日大学の大友克之学長と米国Ｕ

ＣＬＡのアール・フライミラー教授

らが列席。国歌斉唱に続き、外国語学

部日本語学科の卒業生を皮切りに、

学位記が順次授与された。

学長告辞で安井学長は「世界は今、

数々の難問を抱えている。これから

船出する皆さんには、建学の精神を

思い返し、乗り越えてほしい。自分自

身を信じ、そして自身の夢に向かっ

て活躍してほしい」と述べた。

引き続きあいさつに立った宮田侑

理事長は、卒業生らが入学した当時

2012年度
学位記授与式 激動の時代に力強く旅立つ

からの社会情勢を振り返り、「これか

らの社会は、グローバル化により個

人の能力がより重視される。本学の

建学の精神を忘れずに、自分自身を

特化し、社会で活躍してほしい」と激

励した。来賓の朝日大学の大友学長、

ＵＣＬＡのノーヒーパーク歯学部長

（アール・フライミラー教授代読）

からの祝辞の後、学業成績優秀者と

学友会、学生会活動に貢献のあった

人に贈られる宮田賞の授与が行われ

た。

その後、卒業生らを代表してホス

ピタリティ・ツーリズム学科の小針

茜さんが、お世話になった教職員ら

に感謝の意を込めて「明海大学とい

う恵まれた環境で先生方や友人、両

親に支えられながら学ぶことができ

ました。これからも頑張っていきま

す」と謝辞を述べ、式は閉式の辞をも

って、滞りなく終了した。

恩師と握手を交わす卒業生

３月14日、ザ・プリンスパークタ

ワー東京で歯学部の謝恩会が、また、

23日の学位記授与式終了後には、舞

浜にあるヒルトン東京ベイで外国

語、経済、不動産、ホスピタリティ・

ツーリズム学部生の卒業パーティー

が行われた。

卒業生らは、恩師や学友との別れ

を惜しみながらも、在学中の思い出

話に花を咲かすなど、楽しいひとと

きを過ごした。

参加した学生は「熱心に指導して

くださった先生

方、同じ志を持

つ友人など、か

けがえのない出

会いがたくさん

あった。これか

らも、このつな

がりを大切にし

ていきたい」と

笑顔で語った。

2012年度明海大学浦安キャンパス

教育後援会学生表彰式が、3月23日、

浦安キャンパスで行われた。これは

在学中に、体育・文化、学友会、ボラ

ンティアなどの活動で顕著な成果・

貢献のあった学生を表彰するもの

で、合計32人の卒業生らが表彰され

た。式では、受賞者代表として在学中

は体育会空手道部に所属し、第40回

関東学生空手道個人選手権大会にお

いて男子個人組手の部で優勝を果た

した上田航さん（経済学科卒業）があ

いさつし、「大会で優勝することがで

きたのは、部員をはじめ、たくさんの

方の支えがあったからだと感謝して

おります。今後は明海大学で学んだ

知識や経験を社会で生かせるよう努

力していきます」と語った。

教育後援会学生表彰式

笑顔で記念撮影をする卒業生
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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

各日程の特別プログラム等は本学公式HPをご覧ください。

※10月はけやき祭同時開催

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

2014年度入学試験等日程一覧

入試区分
●お問い合わせ先　浦安キャンパス入試事務室 ＴＥＬ：047-355-5116

出願期間 試験日 合格発表日

アドミッション・オフィス（AO）

スポーツ・文化活動

指定校推薦
全国商業高等学校長協会推薦
公募制推薦

企業推薦

一般

大学入試センター試験利用

外国人留学生

生涯学習型社会人
編入学

９月期
10月期
12月期
３月期
Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

－
－
－

Ａ日程
Ｂ日程
Ａ方式
Ｂ方式
Ａ方式
Ｂ方式
Ｃ方式
Ａ方式
Ｂ方式
Ｃ方式

－
－

8月26日（月）～ 9月 6日（金）
9月20日（金）～ 10月 4日（金）

11月18日（月）～ 11月29日（金）
3月10日（月）～ 3月14日（金）
8月26日（月）～ 9月 6日（金）

11月 1日（金）～ 11月15日（金）
2月 3日（月）～ 2月14日（金）

10月21日（月）～ 11月 1日（金）

10月17日（木）～ 10月30日（水）
1月30日（木）～ 2月12日（水）
1月 9日（木）～ 1月23日（木）
2月 7日（金）～ 2月21日（金）
1月 9日（木）～ 1月28日（火）
2月 7日（金）～ 2月21日（金）
3月 3日（月）～ 3月11日（火）
9月30日（月）～ 10月11日（金）

11月18日（月）～ 11月29日（金）
1月27日（月）～ 2月 7日（金）

11月 1日（金）～ 11月13日（水）

9月19日（木）
10月16日（水）
12月11日（水）
3月24日（月）
9月19日（木）

11月27日（水）
2月27日（木）

11月14日（木）

2月27日（木）
2月 7日（金）
3月 6日（木）
2月 7日（金）
3月 6日（木）
3月14日（金）

10月31日（木）
12月19日（木）
2月27日（木）

11月27日（水）

■外国語学部／経済学部／不動産学部／ホスピタリティ・ツーリズム学部

●お問い合わせ先　坂戸キャンパス入試事務室 ＴＥＬ：049-279-2852
■歯学部

9月14日（土）
10月12日（土）
12月 7日（土）
3月23日（日）
9月16日（月・祝）

11月23日（土・祝）
2月23日（日）

11月 9日（土）

2月23日（日）
2月 1日（土）～ 3日（月）
3月 1日（土）、 2日（日）

1月18日（土）、 19日（日）
（大学入試センター試験）

10月26日（土）
12月14日（土）
2月22日（土）

11月23日（土・祝）

入試区分 出願期間 試験日 合格発表日

アドミッション・オフィス（AO）

指定校推薦

一般

大学入試センター試験利用

外国人留学生

９月期
12月期
３月期

－
Ａ日程
Ｂ日程

Ａ日程

Ｂ日程

－

8月26日（月）～ 9月 4日（水）
11月25日（月）～ 12月 4日（水）
3月10日（月）～ 3月18日（火）

10月28日（月）～ 11月 6日（水）
1月 8日（水）～ 1月20日（月）
2月12日（水）～ 2月25日（火）

1月 8日（水）～ 1月20日（月）

2月12日（水）～ 2月25日（火）

10月28日（月）～ 11月 6日（水）

9月12日（木）
12月12日（木）
3月25日（火）

11月14日（木）
2月 4日（火）
3月 4日（火）

2月 7日（金）

3月 4日（火）

11月14日（木）

9月 7日（土）
12月 8日（日）
3月23日（日）

11月 9日（土）
1月30日（木）
3月 2日（日）

1月18日（土）、 19日（日）
（大学入試センター試験）

1月30日（木）※面接
1月18日（土）、 19日（日）
（大学入試センター試験）

3月 2日（日）※面接
11月 9日（土）


