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代表として出場した。

台風15号の影響により強風が吹き

荒れるハードコンディションの中、

全11レースが行われ、楠瀬・玉井ペ

アが17位、千葉・松野ペアが34位と

健闘した。

今大会の結果を受けて國府田由隆

監督は「花井・三橋ペアと花本・仁

杉ペアの活躍があり、全日本学生女

子ヨット選手権大会で総合２位とい

う結果を残すことができたことは喜

ばしい。ただ、最終日がノーレースと

なってしまい、優勝を狙える位置に

いただけに悔しさが残る。今回の結

果を糧にして秋のインカレでは優勝

をめざしたい」と話した。

今後も体育会ヨット部の活躍に目

が離せない。

中４レースを消化し、ここまでの成

績は総合２位。トップとの点差はわ

ずか５点と逆転優勝を狙える位置に

つけていたが、最終日が視界不良で

ノーレースとなっ

たため、総合２位

で 今 大 会 を 終え

た。

また、2017年度

470級ジュニア世

界選手権が、８月

26日から９月２日

かけて神奈川県江

の 島 沖 で 開 催 さ

れ、楠瀬和旺・玉

井瑛士ペアと、千

葉康貴・松野圭吾

ペアの２艇が日本

９月15日から17日にかけて、神奈

川県葉山沖で、第26回全日本学生女

子ヨット選手権大会が開催され、総

合２位という好成績を収めた。出場

艇は、470級の花井静亜・三橋栞奈ペ

ア（個人成績３位）、鍋岡薫・戸井瀬

亜ペア（個人成績７位）、又村優・青

木美優ペア（個人成績９位）、スナイ

プ級に花本菜美・仁杉衣里ペア（個

人成績３位）。

470級、スナイプ級ともに34艇が出

場し、初日は軽風の中３レースが行

われ、総合１位と好スタートを切っ

た。２日目は冷たい雨が降りしきる

鍋岡・戸井ペア

体 育 会
ヨット部

女
子 全日本学生選手権 総合２位!

左から三橋・花井ペアと花本・仁杉ペア

体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

強豪校と互角の勝負
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世界４カ国・７大学で最新の歯科事情を学ぶ2 0 1 7 年 度
歯学部海外研修

歯学部では、国際未来社会で活躍

し得る歯科医師を育成するため、海

外協定校との相互交流に力を入れ

ている。中でも、交換研修プログラ

ムは大きな特色のひとつで、本学の

学生を海外の大学に派遣し、現地の

教員や学生たちとの交流を通じて

諸外国の歯科医療の現場に触れる

ことができる海外研修制度を設け

ている。さらに、海外協定校からも

研修生を積極的に受け入れること

で、継続的かつ相互的な交流を図っ

ている。今回は、８月に海外協定校

で行われた奨学海外研修の様子を

紹介する。

奨学海外研修は、成績優秀な学生

を費用全額大学負担で海外研修に

派遣する制度で、今年度は32人の学

生が８月の研修に参加した。訪問先

はアメリカ（UCLA、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。

各国を代表する大学での約10日間

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、

また、学生間の交流も積極的に行わ

れるなど、充実した内容となった。

参加した学生からは、「テキサス

大学サンアントニオ校の４年生の学

生は、臨床実習で初診から診断、治

療計画の立案、診療とすべての医療

行為をひとりで行っており、歯科医

師としての自覚と責任感の大きさ

を持ち合わせていることに感銘を

受けた。国を越え、同じ歯科医学を

学ぶ学生に、これほどまで自分の心

を大きく動かされるとは想像して

いなかった。広い視野を持つ第一歩

をこの海外研修が後押ししてくれ

た」といった感想が聞かれ、実り多

い研修となった。

の研修により、最新の歯科医師養成

のシステムや歯科事情など、日進月

歩の歯科医学の現状を学んだ。研修

プログラムは病院内での診療見学や

テキサス大学サンアントニオ校での研修に参加した学生たち

世界各国で交流

●坂戸キャンパス「第47回 けやき祭」●
日　程：10月7日（土）・8日（日）

テーマ：Power of smile ～笑顔満祭～
内　容：模擬店、軽音ライブ、お笑いライブ、ビンゴ大会など

学園祭開催のお知らせ

詳細は　　　　　　　　           　 で検索明海大学　学園祭
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サマーキャンプ
９月11日と12日の２日間、山梨県

笛吹市の石和温泉で浦安キャンパ

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、教職員らが互いの連帯感と本

学への帰属意識を高め、ともに本学

を発展させることを目的に毎年実

施されているもので、学生・教職員

ら約160人が参加した。今年は「交

流・理解・発展」をメインテーマ

に、１日目に分科会、２日目に報告

会が行われた。

分科会では、「課外活

動の活性化について」

「学内交流について」「地

域との関わりについて」

「明海大学の魅力につい

て」の４つのテーマを設

定し、少人数のグループ

に分かれ、本学をより良

いものにするために率

直な意見交換が行われ

た。初めこそ緊張した様子が見られ

たものの、次第に打ち解け、活発な

議論が交わされた。

２日目の報告会ではテーマ別に

発表が行われ、各班で考えたテーマ

に基づく企画が提案された。閉会式

の最後には参加者全員で学歌を斉

唱した。参加した学生からは、「普

段、交流の少ない外国人留学生や他

学科の学生と新たな繋がりを持つ

ことができた」「明海大学について、

改めて向き合って考えられる有意

義な機会だった」「とても楽しい時

間を過ごすことができたので、また

来年も参加したい」といった感想が

聞かれ、どの学生も充実した２日間

を過ごした様子が窺えた。

在学生・教職員合同で活発な議論

８月６日から11日にかけて、浦安キャ

ンパス吹奏楽部の学生17人が、「吹

奏楽部東北演奏ツアー」を行った。こ

れは、浦安キャンパス同窓会が主催

する「夢プロジェクト（＊）」の一環として

行われたもので、茨城県つくば市、福

島県喜多方市、岩手県釜石市の商

業施設や保育施設、特別養護老人

ホームなどで演奏した。

ツアーの実施決定から開始までの

約半年間、部員らは練習を重ね、技

術の向上はもちろん、さまざまな年代

の方々に楽しんでもらえるような曲目選

びから小道具の作製など、準備を進

めてきた。ツアーでは、子どもに人気の

アニメソングのメドレーや、1960年代に

発表された名曲など、幅広いジャンル

の楽曲を披露し、子どもからお年寄り

まで楽しめる演奏会となった。また、部

員らの手作りによるマラカスや歌詞カ

ードを配布し、会場がより一体となって

楽しめるよう工夫を凝らし、大きな盛り

上がりをみせた。

吹奏楽部部長の松山桃子さん（英

米語学科３年）は、「東日本大震災の

被害に遭われた方々に、元気を届け

られるような演奏をしたいとの想いで

ツアーに挑んだが、私たちのほうが、

聴いてくださった方々からたくさんの

元気や勇気をいただいた。普段は子

ども向けに演奏することが多く、お年

吹奏楽部が東北演奏ツアーを実施

寄りの方に向けた演奏は初めてだっ

たが、歌詞カードを見ながら一緒に歌

ったり、手拍子をしてくださったり、皆さ

んに楽しんでいただくことができたの

で良かった」と話した。

夢プロジェクト

（＊）夢プロジェクト：在学生が夢の実
現に向けて考案した企画のうち、最高
評価を獲得したものに100万円の補助
金が与えられる、明海大学浦安キャン
パス同窓会主催による実施企画。

東北演奏ツアーを行った吹奏楽部の部員ら

分科会で意見交換

活発な議論が交わされた分科会



が、社会貢献活動の一つとして定期

的に開催しているもので、一般市民

が安心して住宅等を購入するための

知識や情報を提供している。

はじめに、千葉県県土整備部建

設・不動産業課から「マイホーム関

連施策の最近の動き」と

題し、マイホーム購入に

関連する減税措置等に

ついて説明があった。続

いて、本学不動産学部周

藤利一教授から「戸建て

住宅の賢い建て方・買

い方」と題し、宅地建物

取引業者や工務店との

株式会社LIXILリアルティ代表取締役社長斎藤雄二氏（左）と安井利一学長
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本学が有する教育・研究成果と人

材を広く社会に役立てるため、不動

産学部ではさまざまな取り組みを行

っている。

７月６日、本学と株式会社LIXIL

リアルティ、株式会社LIXILイーア

ールエージャパンは、不動産業の進

展ならびに不動産業にかかる人材育

成に関する交流関係を樹立するた

め、産学連携に関する包括協定を締

結した。今後は、「共同調査研究」「相

互の講師派遣」「調査研究に係る報告

書等成果物の交換」「学生インターン

シップ実習」などを通じて、不動産業

のあり方や不動産業にかかる人材の

あり方に関する調査研究を推進し、

その成果を学内外に還元する。

さらに、７月19日には、本学と公益

財団法人不動産流通推進センターと

の間で、不動産流通に関する研究交

流関係を樹立するため、研究交流に

関する協定を締結した。不動産流通

に関する研究を推進し、その成果を

広く社会に発信することは、本学お

よび公益財団法人不動産流通推進セ

ンターの両者にとって重要な使命で

あり、かつ社会的にも要請されてい

る。本学は、より多くの成果を挙げる

ため、各協定団体と緊密な連携の下

に研究活動を行っていく。

不動産学部 多方面と協定締結不動産業界の発展と
人材育成のため

９月９日、船橋市中央公民館で、千

葉県不動産取引研究会主催による

「第25回 マイホームを買う前に聞い

て安心講習会」が開催された。本講習

会は、不動産学部が構成メンバーと

なっている千葉県不動産取引研究会

マイホームを買う前に聞いて安心講習会

講演する不動産学部周藤利一教授

不 動 産 学
シンポジウム

間違いのない契約のあり方等につい

て説明があった。最後に、一般社団法

人千葉県宅地建物取引業協会専任相

談員である西邨昭一氏から「『チョッ

ト待った！！その契約』業者選びか

ら入居までのポイント」と題し、不動

産購入時のさまざまな注意点につい

て説明があった。

参加者からは、「難しい内容を分か

りやすく説明してくれたので理解で

きた」「これからマイホームを購入す

る予定なので参考になった」「次回の

講習会もぜひ参加したい」などの声

が寄せられ、盛況のうちに閉会とな

った。

不動産流通推進センター理事長伊藤博氏（右）と安井利一学長
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うらやすこども大学  『建物の不思議』

今回の対象は中学生で、「ことば

の世界を探ろう！その楽しさ、奥深

さ、そして、怖さを体験する」がテ

ーマとなった。

外国語学部英米語学科の大津由

紀雄教授（副学長、複言語・複文化

教育センター長）、瀧田健介准教授、

Keiko Nakamura准教授と複言語・

複文化教育センターの野村忠央講

師により実施された。

開講式終了後、大津教授による講

義「ことばの世界を探ろう」や瀧田

准教授、Nakamura准教授による講

義が行われた。続いて行われた受講

者によるグループワークでは、日本

８月18日、浦安キャンパスで、浦

安市教育委員会が主催する「うらや

すこども大学」の講義が開講された。

これは、子どもたちが主体的に学び、

体験することを通じて知的好奇心

を向上させ、未来の浦安を担う人材

を育成することを目的として実施

している。対象は浦安市内在住の小

学校４・５年生。

本学では、「建物の不思議」をテー

マに、不動産学部の小杉学准教授お

よび塚原光顕特任准教授による都

市計画に関する授業が行われた後、

模造紙や方眼紙などを使用し、グル

ープごとに建物や街並みをデザイ

ンした。発表会では、子どもたちが

完成した街並みについてプレゼン

テーションし、塚原特任准教授が講

評した。参加した児童から「自分た

ちでデザインを自由に決めること

ができて楽しかった」「デザインによ

って住みやすさが変わることに驚

いた」「自分たちが住んでいる街並み

を観察してみたいと思った」などの

感想が寄せられた。

語以外の言語を母語とする大学院

生を交え、意見交換が行われた。

最後に行われた修了式では、大津

教授から参加者に未来博士号が授

与され、参加者からは「言葉にこの

ような秘密が隠れていることを知

っておもしろいと思った」「自分であ

いまいな表現を作ってみるという

今までしたことがない体験ができ

たのでおもしろかった」などの感想

が述べられ満足度が高いプログラ

ムとなった。

ひらめき☆ときめきサイエンス 『ことばの世界を探ろう』
７月29日、「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～」（後

援：独立行政法人日本学術振興会）が浦安キャンパスの複言語・複文化教育コモ

ンズ（MPPEC）で開催された。これは、科学研究費助成事業の一環として、最先

端の研究成果について、小・中・高校生が直に見る・聞く・触れることにより、科

学の面白さを感じてもらうことを目的としている。

グループワークの様子

建物や街並みをデザインする子どもたち
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務めることで毎年人気

を博している『大学周

辺バスツアー』を実施。

遠方から参加した高校

生や保護者から「入学

後の一人暮らしに不安

があったが、在学生の

体験談がとても参考に

なった」などの感想が

聞かれた。また、『高校

１・２年生のための学部選択ガイ

ド』は大盛況となり、大学選びや学部

選びのポイントなどを熱心に書き留

める姿が見受けられた。

浦安キャンパスでは、７月から９

月にかけて全５回、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。特に夏休み期間中

は、近隣はもちろん遠方からも多く

の高校生、保護者が来場し、キャンパ

スは活気に包まれた。８月の特別プ

ログラムとして、在学生がガイドを

坂戸キャンパスでは、７月23日、８

月20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

者が多数参加した。今回は『歯学部１

日体験』として、在学生による口腔衛

生の体験学習、模型の歯を実際に削る

ことができる３Dシミュレーション

演習、学食体験（無料）

やキャンパスツアーな

ど、ここでしか体験で

きないプログラムが実

施された。また、ＡＯ入

試対策講座や模擬授業

では熱心にメモを取る

様子が見られ、参加者

の受験に対する意欲の

高さが窺えた。

2017年度オープンキャンパス開催
浦安キャンパス
特別プログラムが大盛況

坂戸キャンパス
『歯学部１日体験』

大学周辺バスツアー（浦安キャンパス）

3Dシミュレーション演習（坂戸キャンパス）

７月15日にホスピタリティ・ツー

リズム学部（以下、HT学部）、８月６

日に外国語学部中国語学科のOne

Dayセミナーが浦安キャンパスで開

催された。

OneDay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

話する姿や、教員や

在学生に進学や学び

について質問する姿

OneDayセミナーOneDayセミナー 参加型プログラムを通じて各学部の魅力を体験！
が見られた。

HT学部のセミナーは、午前がグロ

ーバル・マネジメントメジャー対

象、午後がホスピタリティ・ツーリ

ズムメジャー対象に分けられ、それ

ぞれ体験授業やTOEICの対策講座

を実施。中国語学科のセミナーは、同

時通訳の体験や中国の食事文化の体

験など、この日だけの特別プログラ

ムが行われた。参加した高校生から

は「入学後の雰囲気を体験すること

ができたので参加してよかった」「資

格取得など不安だったことが解消で

きた」などの感想が寄せられ、満足度

の高いセミナーとなった。TOEIC対策講座の様子（HT学部）
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明海スポーツ 勝負の秋、始まる
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

４月から７月にかけて行われた

千葉県大学サッカー１部春期リーグ

を４勝２分１敗の３位で折り返し、

９月からスタートした秋期リーグで

は、第１節で１点を取られたものの、

第２節以降は相手チームに得点を許

すことなく、ストレートで勝利して

おり、総合優勝に向け巻き返しを図

っている。

八津川義廣監督は、「今年のテー

マはハードワークと自主自律。チー

ムとしてやらなければいけないこ

とを徹底し、攻守において一人ひと

りがハードワークする試合をお見

せしたい。秋期リーグは７戦全勝し、

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部昇格を

実現したい。また、10月15日に行われ

るホーム最終節は、学生主体で集中

応援イベントを企画しているので、

本学学生および教職員、OB・OG、浦

安地域の皆様にもぜひ、応援に来て

いただきたい」と意気込みを見せた。

なお、秋期リーグの試合結果・試

合日程については右上の通り。

【秋期リーグ　試合結果・試合日程】

第1節 9/3（日） VS 東京情報大学 4-1

第2節 9/10（日）VS 江戸川大学 1-0

第3節 9/17（日）VS 淑徳大学
第4節 9/24（日）VS 千葉大学 2-0

第5節 10/1（日）VS 国際武道大学
14:00KO @国際武道大G

第6節 10/8（日）VS 中央学院大学
14:00KO @中央学院大G

第7節 10/15（日）VS 城西国際大学
14:00KO @明海大G

※第3節は荒天により、当初予定の9/17か
ら10/22に変更となった。

体育会サッカー部 千葉県大学サッカー１部秋期リーグでの巻き返しを図る

体育会サッカー部

●浦安キャンパス「第30回 明海祭」●
日　程：11月4日（土）・5日（日）
テーマ：Triangle
内　容：模擬店、音楽ライブ、お笑いライブ、トークショー、

フリーマーケットなど

学園祭開催のお知らせ

詳細は　　　　　　　　           　 で検索明海大学　学園祭

ハードワークと自主自律
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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

10月7日（土）、8日（日）

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）

予約不要 11月4日（土）、5日（日）※明海祭同時開催 11：00～14：00

オープンキャンパス（一般入試対策講座）

要予約 11月18日（土） 13：30～14：45

11月12日（日）

2018年度入学試験日程
■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（HTM）

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

AO入試

10月期 9月25日（月）～10月6日（金） 10月14日（土） 10月19日（木）

11月期 10月30日（月）～11月10日（金） 11月19日（日） 11月24日（金）

12月期 11月20日（月）～12月1日（金） 12月9日（土） 12月14日（木）

スポーツ・文化活動特別入試
Ｂ日程 10月2日（月）～10月6日（金） 10月21日（土） 10月26日（木）

Ｃ日程 11月13日（月）～11月17日（金） 12月2日（土） 12月7日（木）

公募制推薦入試※HTM 10月16日（月）～10月27日（金） 11月11日（土） 11月16日（木）

外国人留学生特別入試
Ａ方式 9月25日（月）～10月6日（金） 10月21日（土） 10月26日（木）

Ｂ方式 11月9日（木）～11月22日（水） 12月9日（土） 12月14日（木）
※ HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

■浦安キャンパス　　ホスピタリティ・ツーリズム学部（GMM）

※ GMM：グローバル・マネジメント メジャー

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

■坂戸キャンパス　　歯学部
入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

AO入試 12月期 11月20日（月）～11月29日（水） 12月2日（土） 12月7日（木）

●お問い合わせ先 歯学部入試事務室 ＴＥＬ：049-279-2852

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

AO入試 11月期 10月30日（月）～11月10日（金）
1次 11月19日（日） 1次 11月24日（金）

2次 12月2日（土） 2次 12月5日（火）

公募制推薦入学試験 10月16日（月）～10月27日（金） 11月11日（土） 11月16日（木）

外国人留学生特別入試 11月9日（木）～11月22日（水）
1次 12月9日（土） 1次 12月14日（木）

2次 12月23日（土） 2次 12月26日（火）

Open Campus 2017Open Campus 2017 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.jp

※けやき祭同時開催


