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２０２０年度
入学式中止

大学で会える日を楽しみに 遠隔授業スタート

2020年度が始まり、本学では保健

生として迎えた。

「大学をあげて心から皆様のご入学

医療学部第2期生をはじめ、学部、大

4月3日には浦安キャンパスで入

を歓迎します。千葉県、埼玉県で緊

学院、別科生の1,335人を新しい明海

学式を挙行する予定だったが、新型

急事態宣言が発令され、大学の対面

コロナウイルス感染症

での授業が難しいため、遠隔授業を

拡大防止の観点から延

することといたしました。本来、大

期。後日規模を縮小して

学教育においても双方向性の学修

挙行することを検討し

であるアクティブラーニングが基

ていたが、緊急事態宣言

本ですので、自分で計画を立てて主

が発令されたため、残念

体的に学修されることを期待しま

ながら中止となった。

す。皆様と教室で顔を合わせて有意

また、在学生も含め、
当面の間授業はすべて

ばって自分自身を向上させる学修

遠隔授業となることが

を続けてください。大学でお会いで

決定し、歯学部は５月11

きる日を心から楽しみにしており

日から、浦安キャンパス

ます」
と激励した。

は５月25日から開始され

また、在学生に向けても「自分で
計画をしっかり立ててそれに基づ

た。

動画で学生たちにメッセージを伝えた安井学長

義な授業形態がとれるまでは、がん

安井利一学長は、大学

いて自分自身を育てていく、そうい

公式ホームページで動

う気概をもって学修に取り組んで

画メッセージを配信。そ

もらいたいと思います」とメッセー

の中で新入生に向けて

ジを伝えた。

認証評価で本学は大学評価基準に適合と認定
全ての大学、短期大学、高等専門
学校は、７年以内ごとに文部科学大

努めているかをチェックし、改善す
ることを目的としている。

臣が認証する評価機関の評価を受

令和元年度、日本高等教育評価機

けることが法律で義務づけられて

構による大学機関別認証評価の結

いる。

果、本学は評価機構が定める大学評

この制度は、大学などの設立後も
継続的に研究・教育の質の向上に

価基準に適合していると認定され
た。
1

MEIKAI NEWS LETTER April, 2020 Vol.238

2019年度
学位記交付

新たな門出を迎える

新型コロナウイルスの感染拡大が

といわれる密閉、密集、

続くなか、３月14日に2019年度学位

密接を避けるために各学

記の交付が行われた。例年ならば、

科の学位記交付時間と交

卒業生、保護者をはじめ関係者一同

付場所が重ならないよう

が浦安キャンパス体育館に集い、盛

に設定し、各会場にアル

大な式典で新たな門出を祝うところ

コール消毒液を設置。卒

だが、新型コロナウイルスの感染防

業生が学位記を受け取る

止を第一に考えて今年度の授与式は

際に行列ができないよう

中止とし、代わりに学科ごとの交付

な配慮がなされた。学生らはわずか

この困難を乗り越える経験を原動

となった。

な時間のなかで友人や恩師とあいさ

力として、本学の卒業生が社会で活

つを交わし、別れを惜しんだ。

躍することに期待したい。

当日は、ウイルス集団感染の原因

安全に考慮しつつ行われた学位記交付

ハワイ大学マノア校と連携および交流に関する合意書を締結
ハワイ大学マノア校と本学との間

リズム学部（以下、HT学部）の内苑

書」を締結して以来、現在に至るまで

で「連携および交流に関する合意書」

孝美学部長および神末武彦教授が、

13年間にわたって本学から毎年10人

を締結した。締結式は２月６日にハ

ハワイ大学からはデービッド・レス

の学生を継続的に研修生として派遣

ワイ大学マノア校で行われ、本学か

ナー学長をはじめ、トラベル・イン

している。また、2006年には「交換留

らは宮田淳理事長、安井利一学長、大

ダストリー・マネジメント（以下、

学に関する合意書」を締結し、１年間

友克之理事、ホスピタリティ・ツー

TIM）を傘下に持つシドラー・ビジ

の交換留学やハワイ大学から15人の

ネス・カレッジの

学生を受け入れるなど相互交流を活

ヴァンス・ローリ

発に行っている。

締結式の様子

ー学部長、教育学

今回の合意書には、レスナー学長、

部のネーザン・ム

宮田理事長、安井学長の３人が署名。

ラタ学部長らが出

これまでHT学部のみであった受け

席した。

入れ対象を全学部・学科に広げ、今

ハワイ大学と本

後は両大学間でのさらなる学生交流

学は2007年にTIM

の活発化を図る。また、教職員・研究

とHT学部が「学術

者の交流や教員間での共同研究の促

交流に関する合意

進などを行っていく。

第113回 歯科医師国家試験結果
今年２月に実施された第113回歯
科医師国家試験の合格者が厚生労働

合格率（新卒）

80.5％

全国私立
大学平均

76.7％

省から発表され、本学歯学部からは
新卒82人が受験し66人が合格した。

優れた歯科医師の育成に全力を尽く
す本学の歯科医師国家試験合格率
（新卒者）は80.5％と、私立大学の平均
合格率76.7％を上回る結果となった。

〈過去 3 カ年実績（新卒）
〉
実施回

本学受験者数（合格者／受験者） 合格率

私立大学平均合格率

第 113 回

66 ／ 82 人

80.5％

76.7％

第 112 回

65 ／ 81 人

80.2％

76.0％

第 111 回

66 ／ 77 人

85.7％

74.3％
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大学と地域連携の未来シンポジウムを開催
２月11日、浦安キャンパスで教職

ただいた。その

課程センター・地域学校教育センタ

後、独立行政法

ー主催の「2020明海大学『大学と地域

人国立青少年教

連携の未来』シンポジウム」が開催さ

育振興機構青少

れた。本シンポジウムは、本学の学生

年教育研究セン

や教職員らが実施した小中高等学校

ター長の村上徹

に対する支援の実施状況について紹

也氏が「サービ

介するとともに、その成果と課題な

スラーニングに

どについて、広く地域関係者・関係

よる大学と地域

機関などとともに共通理解を図り、

の連携の意義」

本学の今後の地域支援の在り方を探

をテーマに基調講演を行った後、分

前に回収したアンケートに記載され

ることを目的としており、今回で４

科会を実施。分科会は「高等学校連

た質問にその場で答えるなど、来場

回目の開催となった。

携」
「足立区教育連携」
「浦安市・横手

者も含めて幅広い議論が展開され、

安井利一学長の開会あいさつから

市教育連携」の３つに分かれ、学生と

盛況のうちに閉会となった。

始まり、続いて来賓として足立区教

教職員らが本年度に取り組んだ内容

明海大学は、今後も地域と連携し

育委員会教育指導部長の荒井広幸

について、活動報告・パネルディス

た活動を通じて貢献するとともに、

氏、浦安市教育委員会教育総務部参

カッションを行った。

教育の質のさらなる向上のため、さ

事の大友隆司氏からもあいさつをい

分科会の様子

パネルディスカッションでは、事

まざまな活動を展開していく。

2019年度就職率97.4％ HT学部は6年連続100％
2019年度卒業生の就職希望者に対しての就職率が全体で97.4％
となり、2018年度の96.7％から0.7ポイント増となった。また、ホ
スピタリティ・ツーリズム学部は6年連続で100％を達成した。
本学では、
早い段階から学生の就業意識を高めるために１年次

2019年度卒業生の主な就職先（五十音順）
NTT東日本－関信越、岡三証券グループ、
オリエンタルラン
ド、
警視庁、
資生堂ジャパン、
スターツコーポレーション、
全日本
空輸、
ダイハツ千葉販売、
千葉県教育委員会、
千葉トヨタ自動

からキャリア教育を行っており、就職活動に挑む学生たちを万全

車、東急リバブル、東京都教育委員会、
日本航空、
マイナビ、

のサポート体制で支援しているため、その成果が表れたといえ

森ビルホスピタリティコーポレーション、
ユー・エス・ジェイ、
リクル

る。卒業生の今後の社会での活躍が期待される。

浦安キャンパス

ートスタッフィング情報サービス、
ワコール 他

外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム（HT）／保健医療学部

坂戸キャンパス

歯学部

オープンキャンパス
10：30～16：00 予約不要

オープンキャンパス 10：00～15：00 予約不要

6月14日（日）、7月12日（日）、7月26日（日）、8月23日（日）、
7月19日（日）、8月23日（日）、
9月27日（日）、10月11日（日）、11月3日（火・祝）
9月27日（日）、
入試相談会 要予約
10月 10日（土）・11日（日）、
8月30日（日）、12月20日（日）、2月14日（日）
12月6日（日）
One Dayセミナー 開催時間は学科によって異なる 要予約

6月28日（日）
：全学部
10月18日（日）
：経済学部
7月19日（日）
：HT学部（HTM、GMM）
12月20日（日）
：HT学部（HTM、GMM）、
8月 9日（日）
：不動産学部
保健医療学部
9月 6日（日）
：全学部
3月21日（日）
：全学部
お問い合わせ／企画広報課 TEL 047-355-1101
3

※10月は学園祭
「けやき祭」
同時開催
※12月6日のみ10：00〜12：20 要予約

お問い合わせ／歯学部入試事務室
TEL 049-279-2852

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。

https://www.meikai.ac.jp

※新型コロナウイルスの感染状況により変更となる可能性があります。
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明海スポーツ

新たな目標に向かって

体育会公式ホームページ

http://meikai-sports.jp

発足14年目を迎えた体育会。各団体の監督・コーチに今年度の抱負を聞いた。

サッカー部

つけられるよう指導していく。
監督 上田航

一人ひとりがチームのために献身

女子硬式庭球部
先輩・後輩が協力し、助け合うこ

的にプレーし、自己犠牲ができ、チー

ヨット部

とができるいい雰囲気がある。団体

ムのために戦える選手になってい

今年のチームは真面目で真剣に練

戦での関東大学テニスリーグ４部昇

る。今年度も学内外から応援しても

習に取り組むが、大胆さと野心が少

格を目標に、今の自分には何が必要

らえる部活動になれるよう、そして、

ないという印象。もう一歩踏み込ん

で何が足りていないのかを自覚さ

今年こそ関東大学サッカーリーグ２

だ団結力のあるチームになることを

せ、団体戦で勝つために必要になっ

部昇格を実現できるよう、日々の練

期待している。
「負ける悔しさより勝

てくる個々のレベルアップができる

習に励んでいきたい。

つ喜びを」を感じられるような結果

ようサポートしていく。

監督 八津川義廣

を求めていくことをチームのモット

コーチ 小泉順一

空手道部

ーに、学生が掲げた今年の目標「全日

女子バレーボール部

自主的に思考する力が身につき、

本インカレ制覇」に向けてサポート

創部から１年が経過し、部員数も

先輩・後輩関係なく、チームのため

していく。

監督 國府田由隆

増えて活気ある雰囲気づくりができ

に発言すべきときははっきりと発言

陸上競技部

ている。８部からスタートしたリー

することができる、オンとオフのメ

新入部員を迎え、一人ひとりに上

グ戦では順調に６部昇格という実績

リハリがついたいい雰囲気ができて

級生になる意識が生まれてきた。上

を残すことができた。今年は春リー

いる。一人ひとりが今できることに

級生が少ない若いチームだからこ

グ戦で６部から５部へ、秋リーグ戦

集中し、男女ともに東日本、関東では

そ、礼儀やあいさつ、部活動への取り

では５部から４部へと着実にステッ

ベスト４以上、全日本ではベスト８

組み方などさまざまな面で成長して

プアップすることを目標に、ゆくゆ

という目標に向かって計画を立てて

くれることを期待している。ひとり

くは関東バレーボールリーグ１部、

実践していく行動力を身につけてほ

でも多くの学生が関東学生陸上競技

そして全日本インカレの優勝をめざ

しい。引き続き、学生たちが空手道を

対校選手権大会で入賞できるよう、

すチームに成長できるよう取り組ん

通じて強い身体と強い精神力を身に

指導していく。

でいく。

監督 川幡俊行

監督 太田豊彦

サッカー部

ヨット部

女子硬式庭球部

空手道部

陸上競技部

女子バレーボール部
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2021年度入学試験日程一覧

2020年5月1日現在

■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／保健医療学部
お問い合わせ先 浦安キャンパス入試事務室 ＴＥＬ
：047-355-5116
入試区分名

Ⅰ期
※

Ⅱ期

Ⅲ期

総合型選抜（AO）

Ⅳ期
Ⅴ期
Ⅵ期
総合型選抜（スポーツ･文化）
総合型選抜（企業推薦）
総合型選抜（社会人）

第1次(GMM以外)
第1次(GMM)
第2次
第1次
第2次
第1次
第2次
第1次(GMM以外)
第1次(GMM)
第2次
第1次
第2次
第1次
第2次
A日程
B日程
C日程
A日程
B日程
A日程
B日程

指定校
全国商業高等学校長協会
公募制
沖縄特別奨学生
統一

学校推薦型選抜

A日程

一般選抜

B日程
大学入学共通テスト利用選抜
（GMM以外）
A日程
大学入学共通テスト利用選抜
（GMM）

B日程
C日程

全学科

出願期間

11月16日（月）〜11月27日（金）
2月22日（月）〜3月9日（火）
10月5日（月）〜10月9日（金）
11月30日（月）〜12月4日（金）
2月22日（月）〜2月26日（金）
10月29日（木）〜11月11日（水）
2月22日（月）〜3月3日（水）
10月19日（月）〜10月30日（金）
2月22日（月）〜3月5日（金）

試験日
9月20日（日）
9月19日（土）
書類審査
10月17日（土）
書類審査
10月25日（日）
書類審査
11月15日（日）
11月14日（土）
書類審査
12月6日（日）
書類審査
3月18日（木）
書類審査
10月25日（日）
12月19日（土）
3月18日（木）
11月29日（日）
3月18日（木）
11月7日（土）
3月18日（木）

11月2日（月）〜11月13日（金）

11月29日（日）

9月1日（火）〜9月11日（金）
9月28日（月）〜10月9日（金）
10月5日（月）〜10月16日（金）
10月26日（月）〜11月6日（金）

2月1日（月）
2月2日（火）
2月3日（水）
2月15日（月）
3月1日（月）
3月2日（火）
3月18日（木）

1月6日（水）〜1月19日（火）

GMM第2次

-

全学科

2月8日（月）〜2月19日（金）

GMM第2次
A日程
B日程
C日程

1月6日（水）〜1月19日（火）
2月8日（月）〜2月19日（金）
2月22日（月）〜3月5日（金）

第1次

1月6日（水）〜1月19日（火）

第2次

-

第1次

2月8日（月）〜2月19日（金）

第2次

-

第1次

2月22日（月）〜3月5日（金）

1月16日（土）
・17日（日）
（大学入学共通テスト）
1月16日（土）
・17日（日）
（大学入学共通テスト）
2月15日（月）
1月16日（土）
・17日（日）
（大学入学共通テスト）
3月18日（木）
1月16日（土）
・17日（日）
（大学入学共通テスト）
3月18日（木）

合格発表日
10月8日（木）
11月1日（日）
10月22日（木）
11月5日（木）
10月29日（木）
11月12日（木）
11月19日（木）
12月3日（木）
12月10日（木）
12月24日（木）
3月19日（金）
3月21日（日）
11月1日（日）
12月24日（木）
3月19日（金）
12月3日（木）
3月19日（金）
11月12日（木）
3月19日（金）
12月3日（木）

2月10日（水）
2月18日（木）
3月10日（水）
3月19日（金）
2月10日（水）
3月10日（水）
3月19日（金）
2月10日（水）
2月18日（木）
3月10日（水）
3月19日（金）
3月15日（月）

第2次
3月19日（金）
GMM以外
9月23日（水）〜10月2日（金）
10月17日（土）
10月22日（木）
A方式 GMM第1次
GMM第2次
11月7日（土）
11月12日（木）
GMM以外
11月9日（月）〜11月20日（金）
12月5日（土）
12月10日（木）
B方式 GMM第1次
外国人留学生特別入学試験
GMM第2次
12月19日（土）
12月24日（木）
GMM以外
1月18日（月）〜1月29日（金）
2月15日（月）
2月18日（木）
C方式 GMM第1次
GMM第2次
2月24日（水）
2月26日（金）
※ ＧＭＭ：ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー
※ 保健医療学部口腔保健学科の大学入学共通テスト利用選抜は、別途面接があります。 ※Ⅱ期は保健医療学部口腔保健学科のみ実施

■坂戸キャンパス
歯学部
●お問い合わせ先 歯学部入試事務室 ＴＥＬ
：049-279-2852
総合型選抜（AO）

入試区分名

総合型選抜
学校推薦型選抜（指定校）
一般選抜
一般選抜（共通テストプラス）
大学入学共通テスト利用選抜

Ⅰ期
Ⅱ期
Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

出願期間
10月1日（木）〜10月17日（土）
12月1日（火）〜12月14日（月）
3月1日（月）〜3月11日（木）
11月16日（月）〜11月25日（水）

試験日
10月24日（土）
12月19日（土）
3月17日（水）
11月28日（土）

合格発表日
11月2日（月）
12月24日（木）
3月24日（水）
12月1日（火）

決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

3月1日（月）〜3月11日（木）

1月16日（土）
・17日（日） 3月17日（水）
（大学入学共通テスト） （面接日）

3月24日（水）

※新型コロナウイルスの影響により入試日程が変更となる可能性があります。必ず本学公式ホームページを確認してください。
MEIKAI NEWS LETTER vol.238

発行日：2020年4月1日 編集発行／明海大学企画広報課
〒279-8550 千葉県浦安市明海１丁目 TEL：047-355-1101
本学公式HPからバックナンバーもご覧いただけます。
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