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４月３日、浦安キャンパスで2015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中、学部、大学院、別科の新入生に対して、安井利一

学長が入学を許可し、明海大学での新たなキャンパスライフがスタートした。

安井学長は学長告辞で、「本学が

建学の精神として掲げている『社会

性・創造性・合理性』を身につけ、

立派な人材となって巣立ってくださ

い。教職員一同、皆さんの成長を大

いに期待しています」と述べ、新入

生を激励した。新入生代表宣誓で

は、神友里恵さん（不動産学科）か

ら、「建学の精神に基づき、明海大

学の学則・諸規程を順守し、これか

らの学生生活を実り多きものとして

送れるよう努力します」と力強い宣

誓の言葉があった。続いて宮田淳理

事長は、「歯学部新入生の皆さん

は、医療人としての高い志とマナー

を身につけてください。浦安キャン

パス新入生の皆さんは、海外研修、

インターンシップ、ボランティアな

どに積極的に参加し、自分の夢を実

現させてください」と述べた。その

後、朝日大学の大友克之学長、北京

大学口腔医学院の李鉄軍副院長の来

賓祝辞があり、最後に学歌『よろこ

び』を斉唱した。

新入生は期待に満ちた表情で、

「１年次から資格取得に励み、スキ

ルアップをしたい」「クラブ・サー

クルに所属し、友人をたくさんつく

りたい」と抱負を語った。

力強い宣誓を述べた神友里恵さん

2015年度入学式 希望に満ちたキャンパスライフがスタート

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をめざす』
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
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謝恩会・卒業パーティー

2014年度
学位記授与式 それぞれの夢に向かって旅立つ

会性・創造性・合理性を軸として、

社会を支える人となってください」

と述べ、引き続き挨拶に立った宮田

理事長は、卒業生らが入学した当時

から今日までを振り返り、「卒業生

全員が社会に出て活躍し、世の中を

良くすること、それこそが明海大学

の発展です」と門出を迎えた卒業生

らを激励した。

来賓の朝日大学の大友学長、

UCLAのジーン・ブロック学長およ

びノー・ヒー・パーク歯学部長から

の祝辞（ヒューレット歯学部教授代

読）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卒業

生に贈られる宮田賞の授与が行われ

た。

その後、卒業生を代表して外国語

学部日本語学科の中部直之さんが、

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

の経験を活かして、めまぐるしく変

化していく社会に道を示せるよう努

力します」と謝辞を述べるととも

に、実社会での活躍を誓った。

３月５日、赤坂にあるＡＮＡイン

ターコンチネンタルホテル東京で歯

学部生の謝恩会が、23日の学位記授

与式後には、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、大勢の卒業

生および教職員が参加した。卒業生

らは、お世話になった先生方や大学

生活をともに過ごした仲間と楽しそ

うに歓談し、記念撮影をする姿が見

られた。

参加した学生は、「学生生活の思い

出話は尽きることがなく、心に残る

ひと時を過

ごすことが

できました。

自分自身を

成長させて

くださった

先生方や友

人に感謝の

気持ちを忘

れず、これ

からも目標

に向かって 恩師や友人と楽しいひと時を過ごした卒業生たち

頑張っていきたいです」と笑顔で語

った。

学長、各学部長・研究科長、別科

長、来賓として姉妹校である朝日大

学の大友克之学長と米国UCLAのエ

ドモンド・ヒューレット歯学部教授

らが列席。国歌斉唱に続き、学位記

および修了証書が授与された。学長

告辞で安井学長は「現代社会は数多

くの困難に直面しています。だから

こそ、建学の精神で謳われている社

3月23日、2014年度学位記授与式

が浦安キャンパスで行われ、1016人

の卒業生および修了生が夢に向かっ

て旅立った。昨年度に引き続き、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。

壇上には宮田淳理事長、安井利一

晴れ舞台を迎える卒業生たち
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国際交流に力を入れている本学歯

学部は、姉妹校の朝日大学とともに、

南アフリカ共和国のウェスタンケー

プ大学歯学部と学術交流協定を締結

した。調印式は３月12日に朝日大学

において行われ、宮田淳理事長、安井

利一学長、中嶌裕歯学部長、ウェスタ

ンケープ大学のユスフ・オスマン歯

学部長らが出席した。

ウェスタンケープ大学は南アフリ

カ共和国ケープタウンに位置する国

立大学で、1959年に開学。歯学部は

1974年に設立され、ケープタウンに

２つのキャンパスを擁する南アフリ

カ共和国最大級の歯学部である。現

在、南アフリカ共和国に歯学部を有

する大学は５校あり、中でもウェス

タンケープ大学歯学部の学生数は同

国の歯学部学生総数の約45％を占

め、名実ともにまさに同国No.１の歯

学部といえる。

わが国の大学歯学部・歯科大学

が、これまで南アフリカ共和国の大

学歯学部と学術交流協定を締結した

ケースはなく、今般の協定は両国に

とって初となる。宮田理事長は「技術

の共有や、学生・教員の交流に大い

に期待したい」と語った。

本学歯学部は今後、南アフリカ共

和国の歯科医学分野の教育・研究に

関する交流を積極的に推進し、さら

に若い世代の友好関係を構築するこ

とで、より国際的な歯科医師の育成

をめざす。

左から安井学長、オスマン歯学部長、宮田理事長

と学術交流協定を締結

歯学部交換研修
プ ロ グ ラ ム

歯学部

アメリカの協定校から研修生が来学

3

歯学部では、国際的な歯科医師を

育成することを目的として、費用全

額大学負担の海外研修制度を設ける

とともに、海外の各国協定校からも

交換研修生を受け

入れている。３月

は協定校であるア

メリカの３大学か

ら 研 修 生 が 来 学

し、交流を深めた。

８日から11日に

かけて、テキサス

大学サンアントニ

オ校から研修生９

人とインストラク

ター２人が、16日

から20日にかけて

は、アラバマ大学

バーミングハム校から研修生10人と

インストラクター２人が、そして20

日から25日にかけては、カリフォル

ニア大学ロサンゼルス校（UCLA）か

ら研修生10人とインストラクター２

人が来学した。研修生らは付属病院

の見学や本学教員による臨床講義を

受講し、日本の歯科医療の現状への

理解を深めた。また、研修期間中は、

昨年の夏に各大学で行われた海外研

修に参加した本学学生が世話役を務

めており、UCLAの研修に参加した学

生は、「日本とアメリカにおける歯科

教育や医療システムの違いについて

活発な意見・情報交換を行うなど、

実りある研修となった」と話した。本学学生の高度な臨床技術を見学するUCLAの研修生たち

南アフリカ
共 和 国

ウェスタン
ケープ大学・
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ークで１日のまとめを行

った。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たものの、

体験型プログラムなどを通

じて次第に打ち解け、昼食時

には参加者同士で楽しそう

に会話をする様子や、在学生

にキャンパスライフについ

て積極的に質問をする姿が

見られた。

参加した高校生からは、

「明海大学の雰囲気や学部の

授業について知ることができた」「セ

ミナーを通じて、将来の視野が広が

った」「在学生が親切に接してくれ

て、大学への興味がより深まった。今

後行われるオープンキャンパスにも

参加してみたい」といった声が聞か

れた。また、同行した保護者からは、

「先生や学生スタッフが温かい雰囲

気で、とてもいい印象を受けた」「親

としても学ぶことが多くあり、充実

したセミナーだった」などの感想が

あり、大変好評だった。

マナー講座でのお辞儀の練習の様子

グループワークでアドバイスをする在学生

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、東京

ディズニーリゾート・パートナーホ

テルのファウンテンテラスホテルの

見学を実施し、見学後はグループワ

OneDayセミナーOneDayセミナー
ホスピタリティ・ツーリズム学部

参加型プログラムで学部の魅力を体験

■主要就職先（2015年3月卒業生）

ANAグループ12人、JALグループ２人、JTBグループ７人、グラ
ンド ハイアット 東京を含む一流ホテル19人など、ホスピタリテ
ィ・ツーリズム業界を代表する多くの企業に就職。

詳しくは本学公式ホームページをご覧ください。

ホスピタリティ・ツーリズム学部
第7回生（2015年3月卒業）

（就職希望者に対しての就職率）

99％
就
職
実
績

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/事前予約制/参加費無料
お問い合わせ／企画広報課　TEL:047-355-1101

要予約

携帯電話からＱＲコード
を読み取り、明海大学公

式携帯サイト（http://meikai-m.gdd.jp）
にアクセス。オープンキ
ャンパスページのOne
Day セミナー予約画面
からお申し込みください。

※詳細は本学公式HP（http://www.meikai.ac.jp）をご覧ください。

予約方法
5月 17日（日）10：00～13：00 不動産学部

11：00～14：20 ホスピタリティ・ツーリズム学部

5月 24日（日）
10：00～14：30 外国語学部日本語学科
10：00～15：00 外国語学部英米語学科
10：00～14：00 外国語学部中国語学科
10：00～14：00 経済学部

6月 28日（日）11：00～14：20 ホスピタリティ・ツーリズム学部7月 26日（日）13：20～16：00

３月25日、ホスピタリティ・ツーリズム（以下、HT）学部のOne Day

セミナーが、浦安キャンパスで開催された。学部の特色を活かしたさまざ

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としている。オープンキャンパスとは

異なり予約制であり、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。宮城県や福島県、愛知県、大阪府、香川県など

の遠方からの参加者も多く、大盛況となった。
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春季インターンシップ派遣先

帝国ホテル、グランド ハイアット 東京、ホテルオークラ東京ベ
イ、サンルートプラザ東京、ホテルラフォーレ修善寺、南三陸ホテ
ル観洋、フォトワークス、ＡＮＡスカイビルサービス、日本ハウズ
イング、京葉エステート、千葉トヨタ自動車、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。

ホテルニューオータニ幕張で約３

週間のインターンシップに参加し、

ベル業務を担当させていただきまし

た。最初は緊張と不安でいっぱい

で、たくさんある業務を覚えること

に必死でしたが、先輩方が優しく丁

寧に指導してくださいました。ベル

業務にはチェックインされたお客様

をお部屋までご案内したり、荷物を

お預かりしたり、ルームサービスを

したり、さまざまな仕事が含まれて

いました。

また、お客様一人ひとりに何か困

っていることなどはないか、自ら積

極的に声かけもしました。その際、

お 客 様 か ら

「ありがとう」

の言葉をいた

だいたことが

とても嬉しか

ったです。

毎日が刺激

的で時にはつ

らいこともあ

りましたが、

ここで経験し

たことをこれ

からの生活に

活かし、さま

ざまなことに

春季インターンシップ報告・派遣実績

嬉しかった「ありがとう」の
言葉
後藤 磨依（英米語学科３年）

株式会社ホテルニューオータニ幕張

お客様との信頼関係
谷下 直紀（経済学科３年）

千葉トヨタ自動車株式会社

後藤 磨依さん

千葉トヨタ自動車の店舗でインタ

ーンシップに参加し、社会人として

のマナーや責任感を身につけまし

た。営業の仕事はお客様対応ばかり

だと思っていましたが、書類作成な

どのデスクワークもあり、中でも電

話対応が多くありました。土日祝日

は多数のお客様が来店し、新車購入

の手続きや車検などの対応を行いま

した。今回の経験で、営業の仕事で

一番大切なことはお客様との信頼関

係を築くことだと実感し、とてもや

りがいのある仕事だと思いました。

最終日にはトヨタ自動車を代表する

車種の一つで

あるクラウン

の誕生60周年

を記念し、外

板色に空色と

若草色を採用

した車の特別

展示に携わる

ことができ、

非常に貴重な

体験をするこ

とができまし

た。私も将来

チャレンジしていきたいと思いま

す。

人から信頼される社会人をめざした

いと思います。

谷下 直紀さん
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報告を行った２人は2014年の４月

から12月までの約８カ月間、カナダ

でトップクラスの大学であるアルバ

ータ大学での留学を経験。春・夏・

秋学期の３学期間のうち、春・夏学

期は語学学校でVSCP（Visiting Stu-

dents Certificate Program）と呼ばれ

る、留学生向け英語集中講座を受け、

秋学期からは大学の学部で正規授業

を受講し英語のスキルを磨いた。

報告では、現地滞在中の寮での生

活、語学学校や大学での体験につい

て紹介したほか、これから留学を考

える参加者に向けて、「外国人の友達

を多く作りたいなら４人部屋の寮を

選択すると良い」「コミュニケーショ

ン力を向上させたいならこの授業が

おすすめ」など、実体験に基づいた多

くの具体的なアドバイ

スが送られた。

留学した感想につい

ては、「何事にも積極的

に行動することの大切

さを感じた。語学的な

面だけではなく、精神

的な面でも自分に自信

が持てるようになり、

大きく成長できた」「現

地での滞在を通して、

日本とは違う多民族国

家であるカナダならではの雰囲気を

実感することができた。楽しく、充実

した期間を過ごすことができ、良い

経験となった」と話すなど、満足度の

高い経験となった様子だった。今回

報告を行った内山さんは留学経験を

活かし、４月から航空業界で英語を

使う仕事に就いている。

長期留学経験者が現地での体験を報告英米語学科
派遣留学報告会

夢の実現に向けて学修の基礎Ⅰ
学 長 講 話

浦安キャンパス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、「皆さんは今、夢という

ゴールに向かって、スタートライン

に立ったところ。大学生活では自分

の持っている力を育て、夢に向かっ

て自分自身を作り上げていってほし

い。明海大学は皆さんの夢の実現を

サポートするので、大学の施設や先

生を大いに活用してください。また、

大学で出会った友達は一生もの。ぜ

ひ、友達と積極的にコミュニケーシ

ョンを取り、夢を語り合ってくださ

い。４年後には、皆さんが活躍できる

多くの舞台が待っています。充実し

た学生生活を送ってください」と学

生たちに熱いメッセージを送った。

講話する安井学長

アルバータ大学留学中の様子

【学修の基礎Ⅰ】

明海大学生として充実した4年間
を過ごすために、「自分の大学につい
て興味関心を持ち、自分のやりたい
ことを発見し、それを表現すること
でモチベーションを高める」ことを
目的とした授業。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。

１月22日、浦安キャンパスで英米語学科派遣留学報告会が開催され、本学の協定

校留学制度を利用し、長期留学した内山もえさんと高橋茜さん（ともに2015年３月

卒業）が報告を行った。これは、長期留学経験者の生の声を聞いてもらうことを目

的に開催され、長期留学を考える在学生が参加した。
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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

昨年度の大会の成績を一つでも上

回ることを目標に、まずは５月17日

に開催される東日本大学空手道選手

権大会で３位以上に食い込み、最終

的には全日本大学空手道選手権大会

でベスト８以上の成績を収めたい。

これまでもチームを牽引してきた新

主将・遠山大輔（経済学科４年）を中

心に、選手一人ひとりが自らの課題

をしっかりと持ち日々練習に励んで

ほしい。また、部員一同明海生として

の自覚を持ち、『文武両道』の精神の

もと、学習面や社会性の意識向上を

徹底して指導していきたい。

上妻優介監督
体育会空手道部

有望な新入部員の加入によって装

いを新たにし、大きな目標に向けて

始動した体育会。ヨット部、サッカ

ー部、空手道部、女子硬式庭球部の

監督に今年度の抱負を聞いた。

國府田由隆監督
体育会ヨット部

一昨年度、ヨット部史上初の全日

本学生ヨット選手権大会（以下、全日

本）において種目別優勝を達成して

総合２位の成績を収め、昨年度はそ

の時のチームよりさらにレベルアッ

プしたチームで優勝を目指して挑ん

だにも関わらず、残念ながら総合７

位という結果に終わった。以来、メン

バーが心に抱いてきた目標が「全日

本制覇」である。今年度は、470級・

スナイプ級両種目ともに全国で充分

戦えるチームに育ってきた。“負ける

悔しさより勝つ喜び”を味わうため

に、厳しい寒さの中でも休みなく練

習を重ねてきた。だからこそ監督と

して、今年度こそ全日本で優勝させ

てあげたい。

サッカー部のチームスローガンは

「FOR THE TEAM」。一人ひとりが

チームのために何ができるのか自ら

考えて行動し、試合に出場していな

くてもチームのために貢献するこ

と。そして、それぞれに与えられた

「役割と責任」を全うすること。100人

を超える部員たち全員がこのスロー

ガンを意識して行動してほしい。チ

ームが一枚岩となり、今年こそは創

部以来の悲願である「関東大学サッ

カーリーグ２部昇格」に向けて突き

進んでいきたい。

八津川義廣監督
体育会サッカー部

３人の新入生を迎え、チームの士

気も高まってきたため、本格的に結

果を残したいと思う。まずはチーム

の結束力を高めるためにコミュニケ

ーションをとることを大切にし、チ

ーム一丸となって戦える土台を築い

ていきたい。技術的なことも大切だ

が人間性も備わってこそ一流のプレ

ーヤーだと思うので、挨拶や礼儀、感

謝の心を持つことの大切さを伝えて

いきたい。まずは関東大学テニスリ

ーグで４部昇格を達成し、将来的に

は１部昇格を目指して指導してい

く。

畠中君代監督
体育会女子硬式庭球部

体育会女子硬式庭球部体育会空手道部

体育会ヨット部 体育会サッカー部
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〒279-8550　千葉県浦安市明海１丁目　TEL：047-355-1101　URL:http://www.meikai.ac.jp
本学公式HPからバックナンバーもご覧いただけます。

浦安キャンパス　10：30～15：00

6月7日（日）、7月19日（日）、8月1日（土）、

8月22日（土）、9月13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24日（日）、6月21日（日）、7月19日（日）、

8月23日（日）、10月10日（土）、10月11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 2015Open Campus 2015

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

2016年度入学試験日程一覧

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

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

８月期
９月期
10月期
11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Ⅰ期
Ａ方式Ⅱ期
Ｂ方式
Ｃ方式
Ａ方式
Ｂ方式
Ｃ方式
Ａ日程
Ｂ日程

－

8月18日（火）～ 8月24日（月）
9月 3日（木）～ 9月16日（水）

10月 2日（金）～ 10月15日（木）
11月 2日（月）～ 11月12日（木）
11月24日（火）～ 12月 4日（金）
3月 1日（火）～ 3月 9日（水）
9月 1日（火）～ 9月10日（木）

10月26日（月）～ 11月 6日（金）
3月 1日（火）～ 3月 8日（火）

10月19日（月）～ 10月30日（金）

10月15日（木）～ 10月27日（火）
2月22日（月）～ 3月 4日（金）
1月 8日（金）～ 1月20日（水）
2月 9日（火）～ 2月19日（金）
1月 8日（金）～ 1月20日（水）
2月 1日（月）～ 2月 8日（月）
2月 9日（火）～ 2月19日（金）
3月 1日（火）～ 3月 9日（水）
9月28日（月）～ 10月 9日（金）

11月16日（月）～ 11月27日（金）
1月18日（月）～ 1月27日（水）

11月 2日（月）～ 11月12日（木）
3月 1日（火）～ 3月 9日（水）
1月18日（月）～ 1月27日（水）

9月 3日（木）
10月 1日（木）
10月29日（木）
11月26日（木）
12月17日（木）
3月18日（金）

10月 1日（木）
11月26日（木）
3月18日（金）

11月19日（木）

11月19日（木）
3月18日（金）
2月 5日（金）
3月 5日（土）
2月 5日（金）
2月18日（木）
3月 5日（土）
3月18日（金）

10月29日（木）
12月17日（木）
2月18日（木）

11月26日（木）
3月18日（金）
2月18日（木）

■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

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

９月期
12月期
３月期

－
Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

8月24日（月）～ 9月 2日（水）
11月24日（火）～ 12月 2日（水）
3月14日（月）～ 3月18日（金）

10月26日（月）～ 11月 4日（水）

2月15日（月）～ 2月23日（火）

2月15日（月）～ 2月23日（火）

3月14日（月）～ 3月18日（金）

9月10日（木）
12月10日（木）
3月28日（月）

11月10日（火）

3月 3日（木）

3月 3日（木）

3月28日（月）

9月 5日（土）
12月 5日（土）
3月24日（木）

11月 7日（土）

2月28日（日）

1月16日（土）、 17日（日）
（大学入試センター試験）

2月28日（日）※面接
1月16日（土）、 17日（日）
（大学入試センター試験）

3月24日（木）※面接

決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

8月29日（土）
9月27日（日）

10月24日（土）
11月22日（日）
12月12日（土）
3月17日（木）
9月27日（日）

11月22日（日）
3月17日（木）

11月14日（土）

11月14日（土）
3月17日（木）

1月30日（土）、 31日（日）
3月 1日（火）、 2日（水）

1月16日（土）、 17日（日）
（大学入試センター試験）

10月24日（土）
12月12日（土）
2月13日（土）

11月22日（日）
3月17日（木）
2月13日（土）

※公募制推薦入学試験は今年度から廃止となりました。


