
った歯の治療法

を学び、最新技

術についてより

深く知りたくな

った」「臨床力の

高い歯科医師に

なるための学習

環境が整ってい

ると感じた」な

どの声が聞かれ

た。

2015年度オープンキャンパス開催
One Dayセミナー
歯学部交換研修プログラム
HT学部社長講座
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坂戸キャンパスでは、５月24日に

歯学部志望者を対象とした今年度最

初のオープンキャンパスを開催。高

校生や保護者が多く参加した。

今回は「大学を知ろう！」をテーマ

に、午前中は在学生によるプログラ

ム紹介や2016年度入試概要の説明が

行われた。また横瀬敏志教授（保存治

療学分野）による模擬授業では、真剣

な表情で講義を受ける参加者の姿が

見られた。午後からは、学食体験（無

料）や５・６月限定プログラムのご

父母対象ガイダンス、キャンパスツ

アー、個別相談が行われた。来場者か

らは、「模擬授業でレーザー光線を使

浦安キャンパスでは、６月７日に

外国語、経済、不動産、ホスピタリ

ティ・ツーリズム学部志望者を対象

としたオープンキャンパスを開催。

多くの高校生や

保 護 者 が 来 場

し、キャンパス

は活気につつま

れた。本学独自

のキャリア支援

制 度 で あ る

「MGO」※を紹

介する特別プロ

グラム『夢を叶

えるキャリアサ

ポート紹介』で

は、内定を獲得

した在学生が明

海大学に入学を決めた理由や、イン

ターンシップ・就職活動の体験談を

パネルディスカッション形式で語っ

た。終了後には、在学生に直接質問

する高校生の姿もあり、本学のキャ

リアサポート制度や就職実績に対す

る注目度の高さが窺えた。

また、在学生がキャンパス内を案

内する『キャンパスツアー』には毎

回多くの方が参加し、「プールやジ

ム等の施設があり、ぜひ利用したい

と思った」「案内してくれた学生が

親しみやすく、楽しいツアーでし

た」などの感想があり、大変好評だ

った。

2015年度オープンキャンパス開催
坂戸キャンパス
テーマ「大学を知ろう！」

浦安キャンパス
好評の特別プログラム

※「MGO」は、明海（Meikai）大学
独自のキャリアプログラムで、４年
間 の 学 修 を 通 し て 学 生 の 成 長
（Growth）と機会（Opportunity）を
提供するプログラムです。

学食体験（歯学部）で在学生と交流する参加者

就職活動の体験談を語る学生
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５月17日に不動産学科、ホスピタ

リティ・ツーリズム（HT）学科、24

日に日本語学科、英米語学科、中国語

学科、経済学科のOne Dayセミナー

が浦安キャンパスで開催された。

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と

れることも魅力のひとつ。参加した

高校生たちは、体験授業やグループ

ワークなどを通じて、初対面の参加

者同士で打ち解け、楽しそうに会話

をする姿や、教員や在学生に将来の

進路や大学生活について質問する姿

が見られた。

参加した高校生からは「とても楽

しいセミナーで、明海大学に入学し

たいという気持ちともっと勉強をが

んばろうという気持ちが強くなっ

た」「通訳体験などさまざまな貴重な

体験ができ、充実した一日を過ごす

ことができた」「在学生や先生方がと

ても親切で話しかけやすく、疑問に

思っていたことを詳しく聞くことが

できた」「パネルディスカッションで

在学生の生の声を聞

くことができて参考

になった。今度はオ

ープンキャンパスに

参加してみたい」な

どの感想が寄せら

れ、どの学科も満足

度の高いセミナーと

なった。各学科のセ

ミナーの実施内容は

次のとおり。

浦安実地体験（経済学科）

OneDayセミナーOneDayセミナー 参加型プログラムを通じて各学科の魅力を体験！

■日本語学科
卒業生が選んだ授業教材を使い、学修目標

や授業展開を考えて発表するグループワーク

■英米語学科
通訳演習や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

学習、通訳ブースを使用した通訳体験

■経済学科
浦安の街を研究する「浦安学」の体験授業、

バスで浦安の街を回る浦安実地体験

■不動産学科
不動産学の基礎を解説する体験授業、在学

生による学部紹介とパネルディスカッション

■ホスピタリティ・ツーリズム学科
在学生によるパネルディスカッション、エアラ

インサービス・旅行会社に関する体験授業

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／完全予約制／参加費無料）

お問い合わせ／企画広報課　TEL:047-355-1101

ホスピタリティ・ツーリズム学科
7月26日（日） 13：20～16：00

【プログラム】TOEIC®講座 など

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。

※プログラム等は変更となる場合があります。
※詳細は本学公式HP（http://www.meikai.ac.jp）をご覧ください。

予約方法

在学生によるパネルディスカッション（HT学科）
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歯学部交換研修
プ ロ グ ラ ム

本学歯学部は国際的な歯科

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、相互交流を積極的

に行っている。

６月１日から４日にかけて、

フィンランドのトゥルク大学か

ら研修生２人と教員２人が来

学。２日に坂戸キャンパスを訪

れ、午前中に本学教員による国

際交流や臨床に関する講義、学

内見学が行われた後、昼には教

職員らによる歓迎パーティーに

参加し、和やかに交流する姿が

見られた。さらに、午後にはトゥルク

大学の教員による講義も行われるな

ど、充実した内容となった。また、研

修期間中は、昨年の８月にトゥルク

大学への海外研修に参加した本学学

あった。また、互いの国の歯科事情や

教育について意見交換ができたこと

は非常に貴重な機会となった。今後

も相互に協力し合い、さらなる発展

につなげていきたい」と話した。

来学したトゥルク大学の研修生たち

生らが中心となり世話役を務めるな

ど、学生同士の交流も活発に行われ

た。引率をしたトゥルク大学の教員

は、「明海大学の優れた教育内容や研

究活動に触れ、参考となる点が多く

５月14日、坂戸キャンパスで2015

年度歯学部学業成績優秀者の表彰式

が行われ、学業成績が優秀で、かつ

心身ともに健康、品行方正な各学年

上位10位（２年生は該当年度入学者

の上位10％）の学生54人が表彰され

た。

これは、学生の修学意欲の高揚を

図ることを目的に毎年行われている

もので、今年で31回目を迎える。

表彰式では多くの教職員が見守る

中、学年ごとに受賞者の名前が呼ば

れ、中嶌裕歯学部長から表彰盾が授

与されると、会場は温かい祝福の拍

手につつまれた。

入学から毎年受賞しているパーフ

ェクト受賞者の中込啓太さん（歯学

科６年）は、「勉強や部活動、学生

会の活動との両立は大変でしたが、

５年間パーフェクトを達成できてと

ても嬉しいです。国家試験の合格に

向けてこれからも努力していきま

す」と喜びを語った。

パーフェクト受賞者の６年生

2015年度歯学部学業成績優秀者表彰式
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ホテルや旅行、エアライン業界な

どに高い就職率を誇るホスピタリテ

ィ・ツーリズム（以下、HT）学部で

は、企業が求める人材の育成を目的

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を学ぶ。４月

23日に㈱ホテルオークラ東京代表取

締役会長の清原當博氏、５月14日に

㈱ジェイティービー会長の田川博己

氏（HT学部客員教授）、21日に日本航

空㈱執行役員旅客販売統括本部副本

部長の二宮秀生氏、６月４日に㈱帝

国ホテル社長兼総支配人の定保英弥

氏（HT学部客員教授）を招き、講義

が行われた。

帝国ホテルの定保社長

は、「日本のホテル業界の

現状と帝国ホテルの企業

理念」と題した講義を行

い、帝国ホテルの歴史や

日本におけるホテルの変

遷について説明した上で

「長年、帝国ホテルブラン

ドを支えてきたのは、ハ

ードウェア、ソフトウェ

ア、ヒューマンウェアの

三要素である。『さすが帝

国ホテル』と言われるためには、サー

ビスの基本をきちんと行うことが大

切」と説明し、今後、帝国ホテルが目

指していく理念について語った。日

本を代表するホテルの社長の言葉

に、学生たちは真剣な表情で聞き入

っていた。

今後は、７月２日に㈱JTBパブリ

ッシング代表取締役の里見雅行氏、

９日に㈱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、16日にANA成田エアポー

トサービス㈱代表取締役の小林克己

氏を招いての講義が行われる。

帝国ホテル社長らが講演ホスピタリティ・ツーリズム学部
社 長 講 座

講義する帝国ホテルの定保社長

HT学部就職率100％達成
ホスピタリティ・ツーリズム（以

下 、 HT） 学 部 の 第 ７回 卒 業 生

（2015年３月卒業）が就職率100％

を達成し、就職を希望したすべての

学生がホテル・旅行・エアライン・

ブライダルなどのHT業界をはじめ

とする企業に就職を果たした。HT

学部は、第１回卒業生（2009年３月

卒業）から現在まで、安定して高い

就職率を上げ、その平均就職率は

96.6％（就職希望者に対する就職

率）を誇る。

HT学部創立以来の目標であった

就職率100％達成について、草野健

学部長は「感無量です。目標達成の

第一のポイントは、学部創立以来、

教職員が一体となって地道な努力を

続けてきた成果であると思います。

HT業界を代表する企業の社長・会

長による『社長講座』、ホテルオー

クラ東京、グランド

ハイアット 東京、

アウトリガー・リー

フ・ワイキキ・ビー

チ・リゾート（ハワ

イ）など国内外にお

ける超一流ホテルで

のインターンシップ

などの充実した実践

教育に加え、４年間一貫少人数制必

修ゼミナールを通したきめ細かな学

生指導が実を結んだものと考えてい

ます。第二のポイントは、教員のみ

ならずキャリアサポートセンターを

はじめとする事務職員の積極的な支

援と学生の保護者の皆様のご協力が

あって初めて達成されたということ

です。最後に挙げたいのは、第１回

以降の卒業生のHT業界における活

躍です。ANAグループ、JALグル

ープ、JTBグループ、グランド ハ

イアット 東京などに毎年採用され

るのは、卒業生がそれぞれの企業で

活躍し、その評価が後輩の就職活動

上有利に働いていると考えていま

す。現在、４年生の就職活動も佳境

に入っています。依然として厳しい

採用環境が続いておりますが、学生

一人ひとりに対する懇切丁寧な指導

を続け、２年連続就職率100％達成

を目指します」と語った。
JTBグループに就職を果たした第7回卒業生と
㈱ジェイティービー田川会長（中央）
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まず、水野氏から、「野生動物保

護における国際関係－オーストラリ

アと日本」と題した講演が行われ

た。水野氏は捕鯨やカンガルーの淘

汰に関する日本とオーストラリア両

国の価値観や報道の違いを解説。一

般的に捕鯨反対の立場をとっている

オーストラリア国内においても、中

立的な意見や自国の行為を批判する

意見もあるなど、必ずしも一義的な

考えばかりでないことを説明した。

動物保護は国だけでなく、団体や個

人によっても考え方が大きく異なる

ことをデータとして提示し、「今

後、学生の皆さんがグローバル社会

へ進出するときには、さまざまな立

場からの意見を自分なりに分析し、

多角的な考え方をもつことが大切」

と語った。

続いて、エミー賞撮影部門を２回

受賞するなどの実績を持つデイビッ

ド・ハナン氏から、「The Great

Japan Reef－How Japan saves the

ocean」と題した講演が行われた。

ハナン氏はサンゴ礁をはじめとした

世界中の海洋資源が直面している絶

滅問題を浮き彫りにした上で、

「今後、日本が海洋資源の保護

をリードしていくことを期待し

ている。経済的、社会的、政治

的な側面から考えるなら、海洋

資源はそのまま観光資源として

保護すべきであり、利益を得ら

れる体制を確立できれば必ず成

功するだろう」と語った。その

後、ハナン氏がオーストラリア

の海中で撮影した映像が上映さ

れた。色鮮やかな熱帯魚やサン

ゴ礁がモニター全面に映し出さ

れ、美しい光景に息をのむ参加者が

多く見受けられた。

ハナン氏による講演はすべて英語

で行われ、本学英米語学科３年の田

中文浩さんが同時通訳を担当。テン

ポの速い英語をしっかりと聞き取り

つつ、滞りなく通訳してみせ、実践

的な英語力の高さを披露した。

多くの来場者が詰めかけた会場

デイビッド・ハナン氏

外国語学部
G S M 主 催 デイビット・ハナン講演会・上映会開催

今後の海洋資源の在り方動物保護から
国際交流を考える

５月12日、外国語学部グローバル・スタディーズ専攻（GSM）主催で、オーストラリア日本野生動物保護教育財団理事長の

水野哲男博士および世界的な海洋映像家のデイビッド・ハナン氏による講演会・上映会が浦安キャンパスにおいて開催され

た。安井利一学長およびオーストラリアのレッドランド市議会議員のクレイグ・オギルビー氏によるあいさつで始まった会

は、在学生のほかに一般の来場者も多く詰めかけ大盛況となった。
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５月13日、14日の２日間、３年生を

対象とした就職ガイダンスが開催さ

れ、２日間合計で約650人が参加し

４月から６月にかけて、浦安キャ

ンパスで４年生を対象とした学内企

業セミナーが開催され、多くの学生

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、企業の採用担当者から学生

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

かけに多くの学生が内定を勝ち取っ

ている。参加企業は、帝国ホテル、

JALスカイ、みずほフィナンシャル

グループ、日神不動産、警視庁をはじ

め、ホテルや航空、旅行、金融、商社、

流通、不動産、建設など、幅広い業種

から約180社に及んだ。採用担当者か

ら直接話を聞ける絶好の機会だけ

に、学生たちは積極的に企業のブー

スを訪問し、熱心に説明を聞いてい

た。

セミナーに参加した学生からは、

「企業の方から直接話を聞くことが

た。本学では４年間一貫型のキャリ

アサポート体制を整備するととも

に、３年生の５月から就職に関する

できて疑問が解消された」「これまで

目を向けてこなかった業界にも興味

を持つきっかけになった」といった

声が聞かれた。

企業の多くは16年卒から採用日程

を繰り下げ、これまでより３カ月遅

い３月１日から会社説明会が開始さ

れるなど、大幅にスケジュールが変

更される。短期決戦により学生の準

備不足が懸念されるなか、内苑孝美

キャリアサポートセンター長は、「本

学では、早い段階から就業意識を高

めるために１年次からキャリア教育

を行っている。今後も、就職活動に挑

む学生たちを万全のサポート体制で

支援していく」と語った。

採用担当者の説明を熱心に聞く学生たち

多くの学生が参加したガイダンスの様子

内定獲得に向けて始動就 職
ガイダンス

就職戦線を乗り切れ！ 学内企業セミナー　明海生を積極採用する優良企業を招く

ガイダンスなどを開催することで、

就職活動の開始時期の変更などにも

柔軟に対応できるようになっている。

初めに、キャリアサポートセンタ

ーから、本学の就職支援制度の活用

について説明があった。

続いて、㈱学情の東修三氏より「企

業が求める人材とは？」 をテーマと

した講演が行われ、新卒採用で重視

されるポイントについて面接官の視

点から具体的な事例を交えて解説が

行われた。東氏からは「就職活動は大

変なことも多いが、本気で取り組め

ばこれほどおもしろい活動はない。

ぜひ熱意をもって励んでほしい」と

アドバイスがあった。

真剣な表情で講演に耳を傾け、メ

モを取る参加者たちからは、就職活

動に対する意欲が早くも感じ取れた。
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体育会サッカー部 している。これについて八津川監督

は「地域貢献事業の一環として、本学

のサッカー部員がこのサッカークリ

ニックに協力させていただけること

は、サッカーを通じて本学の建学の

精神に繋がっており、とても貴重な

経験となっています。また、浦安市の

子供たちと触れ合うことで、お互い

を名前で呼び合えるような関係づく

りができていることは、サッカー部

としても非常に嬉しいことです」と

語った。

なお、試合結果・試合日程について

は下記のとおり。

また、2014年９月に開講した「JEF

UNITED・MEIKAI-UNIV.チャリテ

ィサッカークリニック」では、ジェフ

ユナイテッド市原・千葉のプロサッ

カークラブのコーチのほかに、本学

体育会サッカー部の選手たちもアシ

スタントとして参加

４月に開幕した2015年度千葉県大

学サッカー１部春期リーグで、本学

体育会サッカー部は３勝１分けと、

好調なスタートを切った。八津川義

廣監督は「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、まずは春期リーグで優勝し

たい」と意気込んでいる。体育会サッ

カー部の今後の活躍に期待したい。

チャリティーサッカークリニックの様子

目指せ！ 千葉県大学サッカーリーグ1部優勝

体育会女子硬式庭球部 と語った。

メンバーが揃い大会経験も増えて

きて、着実にステップアップしてい

る女子硬式庭球部の快進撃に期待し

たい。らせるよう全力で試合に臨みたい」６月20日、平成27年度関東学生テ

ニス選手権大会が開幕し、体育会女

子硬式庭球部がシングルス、ダブル

スに出場した。シングルスでは、主将

を務める尾本亜耶選手（英米語学科

４年）と岩舘百香選手（英米語学科１

年）が勝利をおさめ、２次予選へ駒を

進めた。２次予選で２勝すれば、９月

に行われる本選の出場権を獲得でき

る。昨年度の同大会では、２次予選で

敗退を喫してしまったため、今回こ

そは予選突破を期待したい。

尾本選手は「２次予選からは対戦

相手のレベルも上がり、厳しい試合

になるはずですが、去年の雪辱を晴

関東学生テニス選手権大会開幕！

【春期リーグ試合結果および試合日程】
第1節 4月 5日（日）VS 淑徳大学 12-0

第2節 4月12日（日）VS 東京情報大学 3-0

第3節 4月19日（日）VS 千葉大学 2-0

第4節 6月14日（日）VS 江戸川大学 2-2

第5節 6月28日（日）VS 中央学院大学 13:50 中央学院大G

第6節 7月 5日（日）VS 国際武道大学 13:50 国際武道大G

第7節 7月12日（日）VS 城西国際大学 13:50 城西国際大G
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明海スポーツ 決戦の夏！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

女子硬式庭球部
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■プールエクササイズ
日　程 ： 7月14日（火）～7月20日（月・祝）
場　所 ： メイカイクラブ　スイミングプール
対　象 ： 学生会員・教職員会員・教職員家族会員・賛助会員および一般
参加費 ： 会員500円および入館料　一般1,500円（要事前申込）

■水泳記録会
日　程 ： ７月20日（月・祝）12:00～15:00
場　所 ： メイカイクラブ　スイミングプール
対　象 ： 学生会員・教職員会員・教職員家族会員・賛助会員
参加費 ： 500円および入館料（要事前申込）

お問い合わせ　学事課（オープンカレッジ担当）　
TEL：047-355-5115 E-mail：m-open＠meikai.ac.jp

詳しくは http://meikaiclub.jp をご覧ください。

2015サマーフェスティバル開催のお知らせオープン
カレッジ
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今年度新たに入学した外国人留学

生のウエルカムパーティーが、５月

21日、浦安キャンパスで開催され、新

入留学生や在学生をはじめ、教職員、

浦安市国際交流協会（UIFA）の方な

ど、約200人が参加した。

毎年恒例となっているこのパーテ

ィーは、慣れない環境で生活を送る

新入留学生の不安を解消し、大学生

活に早く溶け込めるよう、留学生連

合会の協力のもと実施している。今

年度は、学部・大学院・別科・特別

聴講学生から100人を超える新人留

学生が参加した。

新入外国人留学生ウエルカムパーティー
パーティーは佐々木康史副学長の

あいさつで開幕し、参加した新入留

学生らは記念写真を撮るなど存分に

楽しんでいた。また、ビュッフェ形式

で用意されたお寿司

などの日本料理をは

じめとした美味しい

料理や飲み物に舌鼓

を打ちながら、談笑

する様子が見られた。

パーティーの後半

では、くじ引きによ

る抽選会が行われ、

当選者が発表される

たびに歓声があがるなど、会場は大

きな盛り上がりを見せた。

参加した新入留学生は「今日を機

に多くの新しい友達ができました。

日本には美しい場所がたくさんある

ので、これからさまざま所に旅行し

たいです！」と笑顔で語った。

笑顔の新入外国人留学生

浦安キャンパス　10：30～15：00

7月19日（日）、  8月1日（土）・22日（土）、  9月13日（日）

【入試相談会】 10：30〜13：00（11月15日は10：00から）

8月7日（金）・28日（金）、10月4日（日）、11月15日（日）※要予約

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

7月19日（日）、  8月23日（日）、

10月10日（土）・11日（日）

【一般入試対策講座】 13：30〜14：45

11月14日（土）※要予約

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。
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

※10月は「けやき祭」同時開催

※水中ウォーキング、アクアファイト、
スイムチャレンジ、種目別レッスン


