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ＨＴ学部の学生がマレーシア・サンウェイ大学の研修をサポート
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百縁商店街
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５月27日、浦安キャンパスにおい

て、21世紀型教育機構主催シンポジ

ウム「グローバル高大接続改革の時

代到来 ― 2020年大学入試改革の本

当のねらいを明らかにする ― 」が

開催された。

今回のシンポジウムは、21世紀型

教育機構と文部科学省と本学ホス

ピタリティ・ツーリズム学部（以下、

HT学部）グローバル・マネジメン

ト メジャーの教授陣が協働して開

催され、高等学校・大学教職員、予

備校関係者など多数が参加した。

21世紀型教育機構理事長の吉田晋

氏（富士見丘学園理事長・校長）から

は、「21世紀型教育機構とグローバル

高大接続改革」と題し、機構と高大

接続改革の関係性や、４技能英語教

育（＊）充実化の必要性と課題等につい

ての講演があった。文部科学省高等

教育局審議官の浅田和伸氏からは、

「2020年大学入試改革と英語教育」と

題し、2020年導入予定の共通テスト

の記述式問題の趣旨・課題や、民間

資格・検定試験を活用した４技能英

語評価への転換などに関する最新

情報に基づく解説があった。また、グ

ローバル社会における国際共通語

としての英語力向上の重要性と、こ

のことに連動した新学習指導要領

と英語教育の関係性などについて

の講演があった。

また、HT学部客員教授でハワイ

大学のラッセル・ウエノ教授から

は、「アメリカの大学における21世紀

型教育モデルと留学メリット～ハワ

イ大学の取組み」と題し、ラーニン

グコモンズ・メーカースペースと

いった最新の教育施設を活用した

アクティブラーニングや、ＩＣＴ技

術導入による学生のための付加価

値提供についての事例紹介のほか、

アメリカの大学教育が抱える社会

的な課題についての講演があった。

その後、パネルディスカッション

では、工学院大学附属中学校・高等

学校校長の平方邦行氏、ＩＧＳ代表

の福原正大氏（一橋大学大学院特任

教授・慶應義塾大学招聘教授）、本学

副学長・教職課程センター長の高

野敬三教授が登壇し、今後の英語教

育について提言・事例紹介を行い、

聴衆を交えて活発な議論が展開さ

れた。

参加者からは、多くの質疑が寄せ

られ、2020年に予定されている大学

入試改革に関する社会的関心の高

さがうかがえ、盛況のうちに閉幕と

なった。

21世紀型教育機構シンポジウム開催

パネルディスカッションの様子

文部科学省高等教育局審議官
浅田和伸氏による講演

（※）4技能英語教育：英語学習にお
いて、「聞く」「話す」「読む」「書く」
の4技能をバランスよく育成するこ
と。
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歯 学 部 相 互
交 流 プ ロ グ ラ ムトゥルク大学から研修生が来学

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、相互交流を積

極的に行っている。

６月５日から８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。７日に坂戸

キャンパスを訪れ、本学教員による

国際交流や教育・研究などに関する

講義を受講した後、付属病院の見学

が行われた。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。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生が

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。ト

ゥルク大学の研修生は、「今回の研修

を通して学んだことや出会った仲間

は、貴重な財産となった。明海大学に

は、歯科医師となった後も知識やス

キルを学ぶことができる生涯研修制

度があることを知り、日々、新たなテ

クノロジーが開発されていく歯科医

学の分野に適応していくための、素

晴らしい制度だと感じた。今回の研

修が私たちにとっての歯科医師生涯

研修の第一歩となった」と話すなど、

充実した研修となった。

トゥルク大学の研修生ら

５月11日、坂戸キャンパスで2017

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52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33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

ェクト受賞者の小林典加さん（歯学

科６年）は、「勉強と部活動の両立は

大変でしたが、時間がとれない中で

も集中して勉強し、５年連続受賞を

達成できて良かった。国家試験に向

けて、さらに知識を増やせるよう頑

張りたい」と喜びを語った。

2017年度 歯学部学業成績優秀者表彰式

パーフェクト受賞者の朴民眞さん（左）、小林典加さん（中）、安達弘太さん（右）
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し、各プログラムや相談ブースは活

気につつまれた。複言語・複文化教

育の実践の場として今年度からオー

プンした「明海複言語・複文化教育

コモンズ（通称：MPPEC（エムペッ

ク）-Meikai Plurilingual & Pluricultural

Education Commons-）」も開放され、

ネイティブスピーカーの教員たちと

英会話を楽しむ姿が見られた。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、「綺麗で新しい施設が多

くて、ここで学びたいと思った」「案

内してくれた学生がとても親切で、

いろいろ相談することができた」な

どの感想があり、大変好評だった。

浦安キャンパスでは、５月14日、６

月18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、保護者が来場

坂戸キャンパスでは、５月28日、

６月25日にオープンキャンパスが開

催され、歯学部を志望する高校生や

保護者が多く参加した。今回の特別

プログラム『ご父母対象ガイダン

ス』では、保護者の関心が高い奨学

金や一人暮らしに関する情報、入学

後の学生生活サポートなどについて

説明し、多くの保護者が参加した。

また模擬授業では、口腔内のさまざ

まな病症例について解説があり、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

キャンパスツアー、個別相談が行わ

れた。来場者からは、「とても丁寧

で親切に質問にも答えてもらい参考

になった」「学生生活を楽しみなが

ら勉強にも一生懸命な学生と話せて

オープンキャンパス開催報告
浦安キャンパス
新施設でグローバル体験

坂戸キャンパス
ご父母対象ガイダンスが盛況

MPPECで英会話を体験

在学生と気軽に話せる学食体験

刺激を受けた」などの声が聞かれ

た。
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５月、６月の休日に外国語、経済、不動産、ホスピタリティ・

ツーリズム学部（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。

One Dayセミナーは、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、楽しそうに会話が弾む姿や、教員や在学生に進学や

学びについて質問する姿が見られた。

高校生からは「公式ホームページだけではわからない学部

の魅力を体験できたので参加してよかった」「在学生や先生方

OneDayセミナー開催報告OneDayセミナー開催報告

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・ツーリズム学部
グローバル・マネジメント メジャー
7月15日（土） 10：00～12：30
【プログラム】体験授業“Introduction�to�Hotel�Management”

“Introduction�to�Destination�Management”など

ホスピタリティ・ツーリズム学部
ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
7月15日（土） 13：20～16：00
【プログラム】体験授業「English�for�TOEIC®」「English�for

Hospitality�&�Tourism」�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

外国語学部

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・ツーリズム学部（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（通

称：社長講座）」では、日本のホスピ

タリティ・ツーリズム業界を代表す

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

る考え方を学ぶ。５月18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）、６月１日に㈱帝国ホ

テル社長の定保英弥氏（HT学部客員

教授）、同22日に㈱ホテルオークラ東

京代表取締役会長の清原當博氏を招

き、講義が行われた。

ジェイティービーの田川会長は、

ツーリズム産業を取り巻く国際環境

の変化や日本におけるツーリズム産

業の現状とツーリズムがもたらす力

について説明した上で、これからの

ツーリズム産業には「成長と発展の

どちらも兼ね備えた人」が求められ

るとし、「皆さん、ぜひ旅に行って世

界を知り、ツーリズム産業に必要な

人材に成長してください」と学生に

メッセージを送った。

今後は、７月６日にANA成田エア

ポートサービス㈱代表取締役社長の

南日隆男氏、13日に日本航空㈱常務

執行役員旅客販売統括本部長の二宮

秀生氏を招いての講義が行われる。

ジェイティービー会長らが講演ホスピタリティ・ツーリズム学部
社 長 講 座

講義するジェイティービーの田川会長

がとても親切で、参加する度に入学したいと思う気持ちが強

くなった」「パネルディスカッションで在学生の意見や経験談

を聞くことができ、進路の決定にとても役立った」などの感想

が寄せられ、どの学部も満足度の高いセミナーとなった。各学

部のセミナーの実施内容は次のとおり。
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５月12日から18日にかけ

て、マレーシアのサンウェ

イ大学ホスピタリティ学

部の研修生35人が来日し、

本学ＨＴ学部が研修をサ

ポートした。本学とサンウ

ェイ大学は、ＨＴ学部グロ

ーバル・マネジメント メ

ジャー（以下、ＧＭＭ）で

必須となっている１年間

の交換留学を実現するた

め、４月に学術協力に関す

る一般協定書を締結して

いる。

研修生たちは、ＧＭＭの学生のサ

ポートを受けて、浦安キャンパスで

観光に関する講義の受講や、GMM

教員とのディスカッションや学生

との交流を図った。また、日本政府

観光局、日本ホテル協会、㈱帝国ホ

テル、㈱ジェイティービーを訪問し、

日本の観光・旅行業界への理解を

深めた。帝国ホテルにおいて行われ

４月21日、スウェーデンのウプサ

ラ大学の英語教員養成課程の学生10

人が、日本の教員養成制度を視察す

るため、浦安キャンパスを訪問した。

まず初めに、外国語学部日本語学

科の学生の案内で学内を見学。その

後、留学生対象の授業科目「アカデミ

ック日本語」の教室で日本語教育の

現場を視察し、さらに、日本語教員養

成課程の一環である日本語教育実習

の授業を参観。続

いて、英米語学科

の授業に参加し、

教員免許を取るた

めのシステムや学

校教育の現状など

について、互いの

国の状況について

英米語学科の学生

と活発に情報交換

がなされたほか、「言語」「文化」「ス

ポーツ」などのテーマに分かれての

意見交換が行われた。

授業の後は、新設された施設

「MPPEC（明海複言語・複文化教育

コモンズ）」で、教員や外国語学部の

学生と質疑応答や意見交換を通して

交流が行われ、ウプサラ大学の学生

と本学学生が楽しそうに会話する様

子が見られた。

１日の最後には修了式が行われ、

大津由紀雄外国語学部長から体験プ

ログラムの修了証が各々に手渡され

た。ウプサラ大学のClara Svhanさん

は、「明海大学の先生方や学生の皆さ

んからさまざまな話を聞くことがで

きて大変有意義な一日だった」と挨

拶し締めくくられた。

た研修では、高大連携の一環として、

富士見丘高校の生徒28人も参加し、

一緒に館内を見学するなど、国際交

流が盛んに行われた。さらに、ＨＴ

学部の学生らによる浅草ツアーも

行われ、学生が英語で浅草の観光名

所などを案内した。

サンウェイ大学の研修生からは、

「日本の観光産業について学ぶこと

ウプサラ大学が本学の教員養成制度を視察

ＨＴ学部の学生がマレーシア・サンウェイ大学の研修をサポート

交流を深めたＨＴ学部生とサンウェイ大学の研修生ら

ができて、貴重な経験となった」「研

修をサポートしてくれたことや観

光名所へ案内してくれたことなど、

すべてが忘れられない思い出とな

った」「明海大学の学生と先生方から

の、心からの『おもてなし』を受け

て感謝している」といった感想が聞

かれ、両大学の相互理解を深めるこ

とができ、有意義な交流となった。

MPPECでの意見交換の様子
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６月６日、浦安キャンパスで３年

生を対象とした就職ガイダンスが開

催され、約420人の学生が参加した。

本学では４年間一貫型のキャリアサ

４月から６月にかけて、浦

安キャンパスにおいて、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、企業の人事担当者

が、会社概要・仕事内容・採

用情報などを直接提供する

場であり、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、

日本航空、第一生命保険、千葉スバ

ル、スターツアメニティー、警視庁

をはじめ、ホテル・航空・旅行・金

融・商社・流通・不動産など、幅広

い業界・業種から約220社に及ん

だ。人事担当者から直接話を聞くこ

とができる絶好の機会であるため、

学生たちは積極的に企業のブース

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ガイダ

ンスなどを開催し、就職活動の時期

別に必要な知識やアクションを学生

にアドバイスし

ている。今回の

就職ガイダンス

では、ソーシャ

ルデザイニング

研究所の福島直

樹氏を講師とし

て招き、「行きた

い会社の見つけ

方～インターン

シ ッ プ に 行 こ

う！～」をテー

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、「実際に企業の人事担当者と話

をすることで、会社概要・仕事内容

だけではなく、職場の雰囲気なども

知ることができた」「志望業界以外

の企業の方からも話を聞くことが

でき、業界選択の幅や視野が広がっ

た」といった感想が寄せられた。

本学では、学生一人ひとりが自分

らしいキャリアを実現するための

支援として、１年次から４年次ま

で、一貫して継続するキャリア教育

を行っており、今後も、就職活動に

挑む学生たちを万全の体制で支援

していく。

真剣な眼差しで採用担当者の話を聞く学生たち

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

マに講演が行われた。

福島氏は、インターンシップに参

加するメリットについて触れた後、

企業選びのポイントとして、「志望す

る企業の業界だけでなく、関連する

業界にも目を向けることが大切。ビ

ジネスモデルや将来性など、さまざ

まな視点から企業について知ること

で深く理解でき、面接時に意欲の高

さを伝えることができる。また、入社

後のミスマッチ防止にもつながる」

と説いた。

真剣な表情で講演に耳を傾け、メ

モを取る参加学生からは、就職活動

に対する意欲が早くも感じ取られ

た。インターンシップ参加の重要性を説く福島氏

早期ガイダンスで就職活動への意欲高まる
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体育会陸上競技部

体育会陸上競技部は、５月25日か

ら28日にかけて日産スタジアムにお

いて行われた「第96回関東学生陸上

競技対校選手権大会（以下、関東イ

ンカレ）」に出場し、男子２部走り

幅跳びで齊藤聖人さん（経済学科３

年）が８位入賞（記録：７m00）、

女子１部400mで細野舞香さん（日

本語学科３年）が５位入賞（記録：

55秒59）し、２人が入賞するという

素晴らしい結果を残した。本学にお

ける女子トラック種目での入賞は今

大会が初めてで、この結果を受けて

川幡俊行監督は、「細野は初の関東

４月から７月にかけて行われてい

る、「2017年度千葉県大学サッカー

リーグ １部春期リーグ」におい

て、体育会サッカー部は４勝１敗１

分と、首位での折り返しに向け巻き

返しを図っている。これまでの結果

を受け八津川義廣監督は、「近年、

どの大学もサッカー部に力を入れて

きており、実力が拮抗してきてい

る。そういった中で、１戦１戦の重

みを感じながら、今年のテーマであ

る『ハードワーク』と『自主自立』

を具現化できるよう、学生たちをサ

ポートしていきたい。そして、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部に昇格した

い」との意気込みを見せた。詳しい

試合結果・試合日程については次の

通り。

関東学生陸上競技対校選手権大会で2人が入賞！

体育会サッカー部

インカレという大舞台で緊張してい

たものの、予選・準決勝・決勝と自

千葉県大学サッカーリーグ 1部春期リーグで巻き返しを図る

7

明海スポーツ 熱い戦いが繰り広げられる！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

体育会サッカー部

分の走りができ、全てのレースで自

己ベストを更新することができた。

齊藤もこれまでのような大会前の大

きな緊張は見られず、良い状態で大

会に臨めた。来年は優勝をめざし、

練習に励んでほしい」と話した。

体育会陸上競技部

【春季リーグ　試合結果・試合日程】
第1節 4/16（日）VS 東京情報大学 5-0

第2節 4/23（日）VS 江戸川大学 1-3

第3節 4/30（日）VS 淑徳大学 5-0

第4節 6/11（日）VS 千葉大学 5-0

第5節 6/18（日）VS 国際武道大学 2-2

第6節 6/25（日）VS 中央学院大学 1-0

第7節 7/16（日）VS 城西国際大学
14：00KO ＠明海大学G
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百縁商店街
５月13日と14日の２日間、浦安市

商店会連合会主催のイベント「百縁

（ひゃくえん）商店街」が開催さ

れ、両日合わせて約20人の浦安キャ

ンパスの学生がボランティアスタッ

フとして参加した。

このイベントは、浦安市商店会の

活性化を目的としており、縁日やワ

ークショップなどさまざまな体験が

できる。本学は、浦安フェスティバ

ルや境川カフェテラス、そしてこの

百縁商店街といった市内のイベント

に参加し、地域住民との交流を図っ

ている。学生は、ドジョウすくいコ

ーナーの受付、トロッコ列車の誘導

などを行った。また、ステージでは

吹奏楽部がアニメソングメドレーな

どの演奏を披露し、会場を盛り上げ

た。

参加した学生からは「地域にお住

まいの方をはじめとして多くの方々

にご来場いただき、活気あふれるイ

ベントとなった。来場者の笑顔も見

ることができ、ボランティアとして

参加できてよかった。今後もこのよ

うな活動があれば、積極的に参加し

たい」という声が聞かれた。

浦安キャンパス　10：00～15：00　 〈予約不要〉
外国語／経済／不動産／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 〈予約不要〉
歯学部

7月23日（日）、8月20日（日）、10月7日（土）、10月8日（日）

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.jp

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

オープンキャンパス（入試相談会）
要予約 8月25日（金） 10：30～13：00
予約不要 11月4日（土）、11月5日（日）※明海祭同時開催 11：00～14：00

オープンキャンパス（入試対策講座）
要予約 11月18日（土） 13：30～14：45

7月9日（日）、7月30日（日）、8月6日（日）、8月20日（日）、
9月17日（日）、10月1日（日）、11月12日（日）

吹奏楽部の演奏を聴く来場者たち


