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13年度歯学部国際交流
日本人戦没者遺骨帰還作業に従事
明海スポーツ
ホスピタリティ・ツーリズム学部「JATA旅博2013」

2006年の体育会発足とともにスタートした國府田由隆監督による指導体制。古

豪と呼ばれるいくつかの大学が頂点に居座るなか、本学体育会ヨット部は破竹の

勢いで躍進を続けてきた。そして、ついに8月31日、9月1日に行われた関東学生女

子ヨット秋季選手権大会で待望の総合優勝を手にした。

8月31日、9月1日の2日間、江の島ヨ

ットハーバーで平成25年度関東学生

女子ヨット秋季選手権大会が行わ

れ、本学体育会ヨット部は470級に3

艇、スナイプ級に2艇が出場した。

470級では波田地由佳（経済学科4

年）、澤田しおり（英米語学科2年）ペ

アが終始安定したレースを展開し、2

位を大きく引き離して圧勝での1位

入賞を決めた。また、スナイプ級でも

川戸志織（経済学科4年）、千葉真由

子（経済学科2年）ペアが健闘し、1位

こそ逃したもののしっかりと2位入

賞を果たした。結果、総合順位では2

位以下に大差をつけて総合優勝を達

成。

立役者の一人である波田地選手は

「4年間練習に励んできて、初めて1

位で入賞できたことは素直にうれし

いです。今大会は風がとても強かっ

たのですが、それに対応できるよう

なトレーニングを普段から続けてき

たことで、他のチームを圧倒できた

と思います」と語った。

9月20日から23日には第22回全日

本学生女子ヨット選手権大会が開催

され、先の関東選手権でも活躍した

スナイプ級の川戸、千葉ペアが大躍

進し、2位入賞を成し遂げた。これに

470級での健闘が追い風となり、最終

的に総合3位に食い込んだ。

強豪チームが一堂に会する全日本

の舞台で、昨年度の8位から大幅に順

位を上げた体育会ヨット部、今後の

さらなる躍進に注目が集まる。

快進撃をつづける体育会ヨット部

編集・発行

企画広報課

関東女子で待望の総合優勝
全日本女子でも総合３位入賞

体育会ヨット部
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さまざまな特別
プログラムを実施

2

浦安キャンパス（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）と坂戸キャン

パス（歯学部）では、７月から９月

にオープンキャンパスを開催。全国

各地から多くの高校生らが来場し、

大きな盛り上がりを見せた。

た。来場者からは、「対策講座で講

師の方からわかりやすい説明があり

大変参考になった」「臨床力の高い

歯科医師になるための環境が整って

いると感じた」といった好評の  声が

聞かれた。

浦安キャンパスでは、７月から９

月にかけて計６回開催。各回でさま

ざまな特別プログラムが行われる

中、８月３日、24日には、2014年４

月に誕生する外国語学部グローバ

ル・スタディーズ専攻（以下、ＧＳ

Ｍ）の特別企画として「ＧＳＭ特別

坂戸キャンパスでは、７月21日、

８月25日、９月１日に開催。特別プ

ログラム「ＡＯ入試対策講座」には

多くの高校生や保護者が参加し、熱

心に耳を傾けながらメモを取る姿が

見受けられた。その後、体験学習や

模擬授業が行われ、参加者は真剣な

表情で「歯科医療」を実体験してい

大学周辺バスツアー

全国各地から大勢の高校生が来場オープンキャンパス
開催

坂戸キャンパス

歯科医療を体験

講義」と題し、世界を舞台に活躍し

ている実務家を招き、日本と外国と

の違いや、海外で働く意義などにつ

いて講義が行われた。８月31日に

は、「ＧＳＭで人生の選択を広げよ

う～グローバル教授と輝いている明

海生たち～」と題して、現在、グロ

ーバル企業で活躍する卒業生たち

と、本学のグローバルな教員による

座談会を行った。参加者からは「世

界で活躍できる人材になれるよう

に、この専攻で学びたい」といった

感想が聞かれた。また、８月３日、

24日には、毎年人気を博している

「大学周辺バスツアー」を実施し

た。これは、ホスピタリティ・ツー

リズム学部の学生が企画・立案し、

ガイド役となって大学周辺の環境や

浦安市の歴史などを説明。一人暮ら

しの生活情報なども紹介し、遠方か

らの来場者にも大変好評だった。

体験学習（口腔衛生体験）の様子
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参加型プログラムで学科の魅力を体験！
８月３日に不動産学科、８日に日

本語学科、英米語学科、中国語学科、

ホスピタリティ・ツーリズム学科の

One Dayセミナーが浦安キャンパス

で開催された。

このセミナーは、学科ごとの特色

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科の魅力や学

びの楽しさを知り、興味を深めても

らうことを目的に行っている。

オープンキャンパスとは異なり少

人数定員制のため、教員や在学生と

コミュニケーションがしっかり取れ

ることも魅力のひとつ。

最初は緊張していた高校生も、グ

ループワークや体験学習などを通じ

て、初対面の参加者同士で打ち解け、

楽しそうに会話する姿や、教員や在

学生に将来の進路や大学生活につい

て積極的に質問する姿が見られた。

また、日本語学科、英米語学科、中国

語学科のオープニングガイダンスで

は、2014年４月、外国語学部に新たに

開設されるグローバル・スタディー

ズ専攻の紹介が行われ、参加者はメ

モを取りながら熱心に説明に聞き入

るなど、注目の高さがうかがえた。

各学科の趣向を凝らしたプログラ

ムにセミナー参加者の満足度は高

く、「体験型の授業でとても充実して

いた」「先生や在学生との距離が近

く、疑問に思っていたことをいろい

ろと聞くことができた」「中国語を楽

しく学ぶことができた」「TOEIC®テ

ストに関する貴重な勉強法が聞けて

良かった」「親として、子どもを入学

させたいと思った」など好評の声が

多く聞かれた。各セミナーの実施内

容は次のとおり。

■不動産学科

保護者を主な対象としたセミナ

ー。不動産学部長による講演や、教

員・在学生とのパネルディスカッ

ション、交流会。

■日本語学科

体験授業や新聞記事を利用した

ワールドビジネスニュースのキャ

スター体験、ヴォイストレーニン

グ・アフレコ体験、教員・在学生

との交流会。

■英米語学科

言語文化理解に関する体験授業

や通訳演習、都内観光スポットを

バスで回りながら通訳ガイドをす

る通訳実地体験。

■中国語学科

中国語がすぐに身につく明海メ

ソッドの体験や通訳ブースを使用

した通訳体験、通訳をしながら学

内を見学するキャンパスツアー。

■ホスピタリティ・ツーリズム学科

ホスピタリティ業界で活躍する

ために必要不可欠なTOEIC®テス

トの講座やホスピタリティの基本

となるマナーを身につける講座。TOEIC®テスト講座（ホスピタリティ・ツーリズム学科）

通訳実地体験（英米語学科）

OneDayセミナーOneDayセミナー
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９月５日から９日にかけて、総合

教育センターボランティア活動推進

専門委員会の呼びかけによる学生有

志15人が引率教職員とともに、東日

本大震災被災地復興支援ボランティ

ア活動を行った。本学では2011年度

から継続的な被災地復興支援活動を

推進しており、岩手県釜石市での活

動は2011年８月以降、今回で４回目

の実施となる。

一行は、被災地の視察および鵜住

居地区にある宝来館付近の除草作業

に加え、震災後３年ぶりに開催され

たお祭り「第25回釜石よいさ」に運営

スタッフとして参加。テントの設置

などの事前準備、イベント当日の運

営サポートや片付けなどを行った。

参加した学生からは「テレビや新聞

で報道されているとおりで、あまり

復興が進んでいないという印象でし

たが、現地の方々はいつも明るく優

しく接してくださり、ボランティア

活動を通して、私たちの方が元気を

もらうことができました。実際に足

を運んだことで、被災地の現状や被

ホテルや旅行、エアライン業界な

どに高い就職実績を誇るホスピタリ

ティ・ツーリズム（以下、HT）学部

では、企業が求める人材を育成する

ことを目的に、実践教育に力を入れ

ている。

HT学部の授業科目「特別講義Ⅰ

（通称：社長講座）」では、日本のHT

業界を代表する企業の経営トップを

招き、オムニバス形式で業界の動向

や仕事に対する心構えなどを学ぶ。

６月27日に（株）TABi’z代表取締役

社長の熊澤房弘氏、７月４日に（株）

ホテルオークラ東京代表取締役社長

総支配人の清原當博氏、11日に（株）

アゴーラ・ホスピタリティー・グル

ープ代表取締役CEOの浅生亜也氏、

18日に（株）インフィニトラベルイン

フォメーション代表取締役社長の藤

木悟氏を招き、講義が行

われた。

ホテルオークラ東京

の清原氏は、ホテル業界

の発展の推移や今後の

サービスのあり方につ

いて触れ、「HT産業は今

後、お客さまに感動を与

える『心のビジネス』へ

とサービスのあり方が

変わっていくだろう。ど

こまで紙一重の差のサ

ービスができるかが、ホ

テル業界での強みとな

る。今後も最高のサービ

スを提供し、お客さまに感動を与え

たい」と語った。

災者の声を知ることができました。

この経験を忘れることなく、今後に

生かしていきたいです」という声が

聞かれた。

ボランティア活動中の様子

講義するホテルオークラ東京の清原氏

震災被災地復興支援ボランティア 継続的な支援活動を実施

4

ホテルオークラ東京代表取締役社長らが講演ホスピタリティ・ツーリズム学部
社 長 講 座
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海外４か国・
７大学で研修

協定校の研修生が
本学歯学部へ

相互交流で絆深める

5

13年度歯学部海外研修 相互交流で国際感覚養う
歯学部では将来的に国際未来社会

で活躍し得る歯科医師を育成するた

め、海外協定校、姉妹校との相互交

流・研修に力を入れている。海外研修

により、学生のうちから諸外国の歯科

医療の現場に触れることができ、ま

た、研修に参加した在学生が海外から

研修生を迎え入れることで継続的か

つ相互的な交流を実現している。

歯学部短期奨学海外研修（費用全

額大学負担）が８月に行われ、成績優

秀な５年生32人が海外協定校での研

修に参加した。研修先はアメリカ（Ｕ

ＣＬＡ、アラバマ大学バーミングハ

ム校、テキサス大学サンアントニオ

校）、フィンランド（トゥルク大学）、

中国（北京大学口腔医学院、第四軍医

大学口腔医学院）、メキシコ（メキシ

コ州立自治大学）など世界各国に広

がり、10日間前後の研修により、各国

の歯科医学の現状や最新事情につい

て学んだ。

研修プログラムは、病院内での診

療見学やホスト学生の診療介補、学

内見学、レクリエーションなど多岐

にわたり充実。メキシコ州立自治大

学の研修に参加した学生からは「研

修で出会ったメキシコ州立自治大学

の学生から大いに刺激を受けまし

た。彼らに負けないよう、より熱意を

もって歯科医学と向き合いたい」と

述べ、また、テキサス大学サンアント

ニオ校への研修に参加した学生から

は「この海外研修制度は、私が明海大

学を志望した理由の１つであり、入

学以来、大変楽しみにしてきました。

研修期間中は、私の人生において最

短期奨学海外研修の最大の特徴は

学生間の相互交流であり、９月には

メキシコ州立自治大学、北京大学口

腔医学院の学生が本学歯学部へ研修

に訪れた。迎え入れたのは、安井利一

学長、中嶌裕歯学部長、坂上宏国際交

流委員長をはじめとした教員と、先

の海外研修で各国に赴いた在学生。

研修に訪れた学生らは、歯学部の

教育・研究システム等の説明を熱心

に聞き取り、真剣な表情で講義を受

けた。また、北京口腔医学院の学生と

は中国大使館を訪問し、李纓公使参

事官を交えて両大学の交流実績や両

国の歯科医療・教育について懇談が

行われた。海外研修で各国の歯科医

療、同世代の学生らの知識や技術を

目の当たりにしてきた本学在学生

が、今度は受け入れのホスト役を務

めることで、それぞれの歯科医療の

強みを共有し、国際社会での活躍を

見据えた教育へ発展させている。

も充実し、有意義な時間となりまし

た」といった感想が聞かれるなど、実

り多い研修となった。

真剣な様子で説明を受ける北京大学口腔医学院の学生
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（＊）ＰＦＡ国際歯学会日本部会奨学
金：米国に本部を置くＰＦＡ（ピエ
ール・フォシャール・アカデミー）
が、世界の歯科大学・歯学部から数
大学を選定し、その大学から推薦さ
れた学生に対して審査等を経た後、
奨学金を給付する。

●坂戸キャンパス「第43回 けやき祭」
日　　程：10月11日（金）～13日（日）

テ ー マ：「歯を守り、地域と繋ぐ、けやき祭」
～私たちが口腔を通じて健康を守れるように～

主なイベント：模擬店、軽音ライブ、お笑いライブ、ビンゴ大会など

●浦安キャンパス「第26回 明海祭」
日　　程：11月２日（土）～４日（月）

テ ー マ：「SPARK」～ハジけるような元気・笑顔を来場者の皆さん

にお届けしたい！ そして活気ある学園祭を創り上げたい！～

主なイベント：模擬店、ライブ、講演会、フリーマーケットなど

詳しくは�http://www.meikaisai.com�をご覧ください。

学園祭開催のお知らせ

ＰＦＡ国際歯学会日本部会（＊）によ

る奨学金授与式が８月23日、坂戸キ

ャンパスにおいて行われ、歯科医師

として将来が期待される優秀な学生

として、歯学部５年の片山創さんに

賞状と奨学金が授与された。この奨

学金は世界中の歯科大学・歯学部か

ら選ばれた大学生に給付されるもの

で、式には、本学から中嶌裕歯学部長

や草間薫教務学生部長、須田直人第

ＰＦＡ国際歯学会日本部会奨学金授与式

前列中央が片山さん

５月27日から６月７日までの12日

間、および７月17日から26日までの

10日間の２回にわたり、北マリアナ

諸島サイパン島における日本人戦没

者の遺骨帰還作業に本学歯学部の坂

英樹准教授が携わった。

これは厚生労働省が実施している

戦没者の遺骨収容事業の一環で、未

帰還である日本人戦没者のご遺骨

を、歯科法医学的・人類学的な見地

から鑑定を行い日本に帰還させるた

めに、同省社会・援護局援護企画課

外事室の慰霊事業人類学専門員とし

ての委嘱を受けて派遣されたもので

ある。

サイパン島北西部海岸沿いにある

タナパグ地区に日本人兵士および民

間人約4000人の遺体を集団埋葬した

との記録が米軍にあることから、今

回の２回にわたる派遣では、こ

の地区から発掘するご遺骨につ

いて日本人戦没者であることを

鑑定することに焦点が当てられ

た。ご遺骨の発掘は、ショベルカ

ーによる掘り起こしとスコップ

やブラシなどによる手作業で行

われるが、このような集団埋葬

地と思われた場所でも、結果と

して単体のご遺骨のみの発掘に

終わることも多く、想定どおり

に作業を進めることは非常に困

難であった。

２回の派遣で、残された歯･骨

の特徴や周囲の状況から１回目

に10柱、２回目に２柱が日本人

戦没者であることを確定し、現

地で焼骨式を行い約70年ぶりに

日本へ帰還させることができた。

日本人戦没者遺骨帰還作業に従事 歯学部・病態診断治療学講座　
歯科法医学分野　坂 英樹准教授

ハードワークと繊細な作業で発掘を進める

５学年主任、同部会からは大浦清会

長が出席。

片山さんは「建学の精神にある国

際未来社会で活躍できる歯科医師に

なりたい」と力強く抱負を述べた。
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９月８日から平成25年度千葉県大

学サッカー1部秋期リーグが開幕し

た。本学体育会サッカー部は第１節

の城西国際大学戦を３-１で勝利し、

続く９月15日に行われた第２節の帝

京平成大学戦も５-０で快勝した。

本大会では、春期リーグの成績を

合わせた総合成績により、優勝校１

校が関東大学サッカーリーグへの昇

格決定戦への出場権を獲得できる。

明海スポーツ シーズン到来！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

全日本歯科学生
総合体育大会結果
第45回全日本歯科学生総合体育大

会（以下、歯学体）夏期部門が8月1日

から開催され12日に無事終了した。

歯学体は全国29大学の歯科学生間に

おけるスポーツ奨励・発展と相互交

流・親睦を図り、スポーツを通して

人間形成に寄与することを目的に毎

年、夏期と冬期に開催されている。

本学歯学部からは硬式野球部、サ

ッカー部など18部門が参加し、ゴル

フ部門、バスケットボール部門、弓道

部門が優勝、サッカー部門が準優勝、

ソフトテニス部門、柔道部門が４位、

硬式野球部門、ボウリング部門、剣道

部門、空手道部門が５位と健闘し、総

合成績では５位入賞を果たした。

閉会式で表彰される、笑顔の歯学部生

体育会サッカー部

昇格を懸ける秋期リーグ開幕
本学は現時点でリーグ首

位を走っており、八津川

義廣監督からは「昨年の

雪辱を晴らすために、ま

ずは千葉県大学サッカー

リーグ優勝を奪還し、創

部以来の悲願である関東

大学サッカーリーグ２部

昇格を果たしたい」と今

後の展望が語られた。 体育会サッカー部

参加した学生からは、「入学してか

ら５年目にして、一番いい順位をと

ることができたので嬉しいです」と

いう声が聞かれた。

９月11日と12日の２日間、千葉県

鴨川市で浦安キャンパス学友会サ

マーキャンプが実施された。これは

日本人学生、外国人留学生、教職員

らが意見交換を通じて交流を深め

るとともに、明海大学をよりよい大

学に発展させることを目的に毎年

行われているもので、今年は学生・

教職員ら約230人が参加。

１日目は16の班に分かれ、「明海

大学の新たな一歩へ」という

メインテーマを軸に、「明海大

学をより魅力的な大学にす

るには」「ボランティア活動に

ついて」「部活動・サークル活

動を活性化させるには」「マナ

ー向上について」の４つのテ

ーマについて意見交換が行

われ、２日目にそれぞれの班から出

た意見の報告会を実施。国籍、学年、

さらには学生と教職員の垣根を越

えて活発な質疑応答が行われた。

参加した学生からは「留学生や教

職員など普段話す機会の少ない人

とも考え方を共有することができ、

改めて明海大学について考えるよ

い機会となりました」という声が聞

かれた。

垣根を越えて活発な議論サマーキャンプ
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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

歯学部坂戸キャンパス

アジア最大級の旅の祭典である「JATA旅博2013」が、９月

13日から15日までの３日間にわたり東京ビッグサイトで開催

され、国内の大学からは唯一、本学ホスピタリティ・ツーリズ

ム（以下、ＨＴ）学部が出展した。13日は業界関係者招待日、

14日と15日は一般来場者向けとして開催され、過去最大とな

る13万人を超える来場があり、大盛況だった。

「JATA旅博2013」のテーマは「旅

で示そう　日本の元気～Japan－

Treasure Islands of Tourism and 

Opportunity～」。154の国と地域から

730企業・団体がブースを出展した。

ＨＴ学部では実社会で活躍できる

人材を輩出すべく実践教育を展開し

ており、その一環として2005年から

毎年この旅博へ出展している。ブー

スでは約40人の学生が主体となり、

産官学で取り組んでいる「グリーン

ツーリズム」の体験レポートや日本

のおもてなしの

心 を 形 で 表 す

「花毛布」の実

演、今年世界遺

産に登録された「富士山」についてま

とめたパネルの展示・クイズなどを

行い、好評を博した。「グリーンツーリ

ズム」の体験レポートでは、学生が栃

木県足利市名草地区で地域の方々と

一緒に行った稲作の様子を映像やパ

ネルを使って伝えるなど、実社会に

活きる学びを存分にアピールした。

企画段階から携わった学生は、「多く

の方がブースに足を運んでくださ

り、学部の学びをしっかりとアピー

ルすることができた。また、来場者と

の交流を通じて、プレゼンテーショ

ンスキルやコミュニケーションスキ

ルも向上する絶好の機会となった」

と話し、大成功で幕を閉じた。

学部の学びを存分にアピール

ホスピタリティ・ツーリズム学部　「JATA旅博2013」で来場者を魅了

入試日程 詳細は必ず入学試験要項をご確認ください。資料請求は本学公式HPから。
http://www.meikai.ac.jp

出願期間
9/20（金）～ 10/4（金）

11/18（月）～11/29（金）
11/1（金）～11/15（金）
9/30（月）～10/11（金）

試験日
10/12（土）
12/7（土）
11/23（土・祝）
10/26（土）

入試区分

AO入試
（10月期）
（12月期）

スポーツ・文化活動特別入試（Ｂ日程）
外国人留学生特別入試（A方式）

出願期間
11/25（月）～ 12/4（水）

試験日
12/8（日）

入試区分
AO入試 （12月期）

※この他、推薦入試、企業推薦特別
入試も実施。

■お問い合わせ
浦安キャンパス入試事務室
TEL 047-355-5116

■お問い合わせ
歯学部入試事務室
TEL 049-279-2852

OPEN CAMPUS 2013

浦安キャンパス　10:30～15:00
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

坂戸キャンパス　10:30～16:00
歯学部

11/17(日)10/12(土)・13(日) 一般入試・センター試験利用入試対策
講座（国語・英語）、AO入試対策講座

学園祭「けやき祭」
同時開催


