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2022年４月、ホスピタリティ・ツーリズム学部が生まれ変わる
これからのホスピタリティ業界を見据えた３メジャー制に

ホスピタリティ・ツーリズム学部（以

で、人と人との対面によるコミュニ

れ変わり、2022年４月より新たに

下、HT学部）は、これまで「ホスピ

ケーションの重要性も、より高付加

「デジタル・イノベーション メジャー」

タリティ・ツーリズム メジャー」と「グ

価値なサービスに位置付けられて

「ビジネス＆プロフェッショナル・コミ

ローバル・マネジメント メジャー」の２

いる。

ュニケーション メジャー」
「グローバ

メジャー制 でホスピタリティ業 界 が

このような業界の二極化に対応

ル・マネジメント メジャー」の３メジャ

必 要とするホスピタリティ・マインドを

するため、HT学部はこれまでの実

ー制で、これからのホスピタリティ業

持ち合わせた人材を育成し、2021年

績をもとに時代に即した形に生ま

界が求める人材を育成する。

度まで就職率７年連
続100%の実績を挙げ
ている。
昨今のホスピタリテ
ィ業界では、コロナ禍
でデジタルシフトの波
が急速に押し寄せ、新
たなサービスの形が
求められている。一方

デジタル・イノベーション メジャー
（DXM） ※2022年４月新設
文理を超えた理解で変革を推進
し、
これまでのホスピタリティ
・ツーリズ
ム学の知見にデジタル・イノベーショ
ンを融合させることができる人材を育
成する
＜特長＞
・４年間一貫必修ゼミによる少人
数制教育
・英語運用能力とITに対応する力
をつける進級要件
・インターンシップの必修化
・産学連携ネットワークからの学び

オープンキャンパスのHT学部コーナーで新メジャーの説明を聞く参加者たち

ビジネス＆プロフェッショナル・コミュ
ニケーション メジャー（BPCM）※2022年
４月名称変更（現：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー）

これまでのホスピタリティ・マインド
にビジネスとコミュニケーションの知
見を加えて、
ラクシャリーなサービスを
実践できるエキスパートを育成する
＜特長＞
・業界で必須のスキル修得
・４年間一貫少人数必修ゼミ
・CEFR基準の進級要件
・国内外でのインターンシップ等
のキャリアにつながる実践教育
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グローバル・マネジメント メジャー
（GMM）
国際感覚を持ち、
ホスピタリティ
・マ
インドと国際社会で通用する高いコミ
ュニケーション能力が必要とされる国
内外の様々な業界でリーダーとして
活躍する人材を育成する
＜特長＞
・すべての授業を英語で実施
・４年間一貫少人数必修ゼミ
・留学に向けた力を身につける進
級要件
・約１年間の海外大学への学部留
学
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歯学部 江田義和助教が

不動産学部 原野啓准教授が

日本歯科理工学会論文賞を受賞

2020年度都市住宅学会賞論文賞を受賞
不動産学部の原野啓准教授が2020 年度都市住宅学会賞
論文賞を受賞した。都市住宅学会賞は、学際的な学術研究分
野である都市住宅学の観点から見て優れたもので、かつ、特
に都市住宅政策の発展に寄与する優れた業績を表彰する賞
である。受賞論文は、中古住宅取引における建物価格査定制
度の課題等について実証分析を行い、
「ユニークなデータに
基づき、古い査定システム、取引価格という二つの基準か
ら、新しい評価システムのパフォーマンスを評価した本論
文は大きな学際的な貢献を行ったものと考えることができ
る」
として論文賞に選ばれた。
原野准教授は「日本の中古住宅流通市場における問題点

日比野靖教授（左）と江田義和助教（右）※撮影のためマスクを外しています。

４月10日から11日にWEB開催された第77回日本歯科理

について、複数の研究を行っていますが、本研究は中古住宅

工学会学術講演会で、歯学部の江田義和助教（歯科生体材

取引における建物価格査定制度の課題などを明らかにする

料学分野）が日本歯科理工学会論文賞を受賞した。

ために実証分析を行ったものです。本研究が流通市場の改

日本歯科理工学会論文賞は新規性、独創性があり将来の

善に少しでも寄与することができれば幸いです。今回の受

歯科材料の発展に貢献する学術的に有益と認められた論文

賞を励みにして、今後も教育研究に精進してまいりたいと

に贈られる賞で、受賞論文では有限要素解析を用いて歯科

存じます」
と受賞の喜びを話した。
【受賞論文】

用セメントの耐久性に及ぼす構造的要因と機械的性質の関

原野啓、小林正典

連を明らかにした。

「既存住宅取引における建物価格査定と取引 価格との関係」

江田助教からは今回の受賞について「大学院時代の投稿

（都市住宅学 99 号、2017 年 10月、90～95 頁）

論文をこのような形で評価いただけたことをたいへん嬉し
く思います。また、本研究を進めるにあたり、ご指導いた
だいた先生方に感謝いたします。今後も歯科医療の発展に
寄与できるよう、教育研究に努めて参りたいと考えており
ます」と喜びの声が聞かれた。
【受賞論文】
「接着・合着用セメントの打ち抜きせん断試験用試料厚さ
がせん断強さに及ぼす影響」
江田義和、
長沢悠子、
重田浩貴、
岡本和彦、
日比野靖、
中嶌裕
日本歯科理工学会誌 2020；39巻３号：p.254-268

賞状を手にする原野准教授

アフターコロナ時代の海外旅行を応援
地域学校教育センター主催英会話講座
本学地域学校教育センターと足立

師を務める。
５月23日の第１回講座は25人が参
加し、
「At the hotel」という場面設定
でホテルのレセプショニストとの英

「アフターコロナ時代の海外旅行

語のやり取りをテーマに開催され

区との連携協定に基づき実施されて

を応援・海外で役立つ英会話講座」

た。アシスタントとして、外国語学部

いる足立区民対象の英会話講座が今

をテーマに、５月から７月まで全５

英米語学科３年の及川龍之介さん、

年も始まった。昨年度はコロナ禍に

回で講座を行い、同センターの百瀬

佐藤向日葵さん、鈴木歩さん、武藤美

より中止になったが、今年度は区民

美帆教授、多言語コミュニケーショ

優さんと同２年の上原二葉さんも参

からの強い要望もあり、Zoomによる

ンセンターのパトリツィア・ハヤシ

加し、画面越しで参加者と英会話を

オンラインで開講。

教授、タイソン・ロード准教授が講

楽しむ様子がみられた。
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2021年度歯学部学業成績優秀者表彰式

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
学意欲の向上を図ることを目的に

５月11日と12日、坂戸キャンパス

彰式が行われ、学業成績が優秀で品

毎年行われているもので、今年で37

で2021年度歯学部学業成績優秀者表

行方正な各学年上位10位（２年生は

回目を迎える。表彰式では教職員が
見守る中、学年ごとに受賞者の名前
が呼ばれ、申基喆歯学部長より表彰
楯が授与され、激励の言葉が送られ
ると、会場は温かい祝福の拍手につ
つまれた。
受賞者の１人である宮島香奈さ
ん（歯学部５年、写真中央）は、
「日々
の頑張りをこうして評価して頂け
ることは、大変光栄に思う。今後も、
さまざまな分野を学び、見聞を広め
ながら勉学に励んでいきたい」と語
った。

５年生の受賞者ら ※集合写真は、撮影のためマスクを外しています。

保健医療学部口腔保健学科１期生の臨床臨地実習
３月に行われた登院式で登院許
可を受けた保健医療学部口腔保健

学ぶとともに、診療の補助や見学を

考えるきっかけになっている。歯科

行った。参加した桑原友花さんは、

治療は患者様との信頼関係が重要

学科１期生は、
４月に３年生となり、

「実習初日は初めて患者様を前にし

なので、患者様に信頼していただけ

臨床臨地実習がスタートした。これ

てとても緊張し、自分がすべきこと

る歯科衛生士になれるように、実際

から約１年半の期間、各臨床臨地実

を考えながら行動する難しさを感

に働く歯科衛生士の方が患者様と

習施設において歯科医療だけでな

じた。実習先では実際に働く歯科衛

どのように接してどんな助言やア

く、地域保健活動や介護福祉などに

生士の方に仕事の魅力ややりがい

プローチをしているのかを見なが

関する体験学習を行う。これまでの

を聞くことができ、自分がどんな歯

ら多くを学びたい」と感想と今後の

授業で学んだ理論や技術にもとづ

科衛生士になりたいのか、将来像を

目標を話した。

いた実践力を身につける学修だけ
でなく、歯科衛生士業務や各環境に
おける歯科衛生士の役割を学び、患
者様や歯科医療従事者・多職種協
働のためのコミュニケーション能
力を養うことも目的としている。
４月から８月初旬までは、歯学部
付属病院の各診療科をはじめ、PDI
歯科診療所や東京歯科大学千葉歯
科医療センターへ、グループごとの
ローテーション形式で実習に臨む。
第１グループとして歯学部付属病院
での実習を行った学生たちは、各診
療科で診療時の動作、器材の取り扱
いや患者様との対応方法について

実習先で診療補助を行う保健医療学部口腔保健学科１期生
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浦安キャンパス
教 育 後 援 会

関東地区就職懇談会を開催

６月19日、浦安キャンパス教育後

苑孝美キャリアサポートセンター長
から「本学の就職に対する取り組み」
について説明を行った。その後、株式
会社リクルート大学支援推進部部長

が出席した。

援会主催の関東地区就職懇談会が浦

関東地区就職懇談会は、就職活動

の吉田純子氏が「就職を取り巻く環

安キャンパスで開催され、当キャン

の流れと大学の支援体制などを知っ

境変化とサポートのあり方」をテー

パスに在籍する１～３年生の保護者

てもらい、学生に対するサポートの

マに講演を行った後、４年生の内定

参考にしてもらう

者によるパネルディスカッションを

機会となっている。

行った。パネルディスカッションで

昨年度に引き続き、

は、就職活動の体験談や家族とのコ

新型コロナウイル

ミュニケーションのとり方等につい

ス感染の拡大防止

て語られ盛況のうちに閉会となっ

策を講じた上で実

た。参加した保護者からは「コロナ禍

施した。大塚政子教

での就職活動状況について話が聞け

育後援会会長、安井

てよかった。大学のキャリアサポー

利一学長の挨拶か

ト体制がわかり安心した」などの感

ら始まり、続いて内

想があった。

４年生の内定者によるパネルディスカッションの様子

歯学部教育後援会提供
「祝・51st Anniversary明海大学創立記念week!!」開催
５月10日から21日、坂戸キャンパ

当が100円で提供された。

ス２階の学生食堂で、歯学部教育後

焼肉＆コロッケ弁当や韓

援会提供の
「祝・51st Anniversary明

国唐揚げ弁当、チキン南蛮丼

海大学創立記念week!!」が開催され

などバラエティ豊富なライ

た。このキャンペーンでは、明海大学

ンナップも学生たちに好評

の創立記念日である５月17日を祝し

で、連日行列となる盛況ぶり

て、通常価格400円程度の日替わり弁

だった。

弁当を手にして笑顔の学生たち

明海大学浦安キャンパス同窓会企画の夢プロジェクト
「MEIKAI COMMUNE VILLAGE」

観点から、屋外にグランピングテン

明海大学浦安キャンパス同窓会企

MUNE VILLAGE」の学生たちが手

スペース）
を提供している。

画の夢プロジェクトにより2019年に

配したキッチンカーが、毎週月曜日

結 成 し た チ ー ム 「MEIKAI COM-

から金曜日の昼休みに浦安キャンパ

の代表である橋本和海さん（ホスピ

ス内に出店している。

タリティ・ツーリズム学科３年）は

夢プロジェクトと

「今回はキッチンカーの手配が大変

は、明海大学浦安キャ

であったが、新型コロナウイルスの

ンパス同窓会が学生

感染予防対策を行いながら多くの学

の夢の実現に向け100

生に協力していただき、キッチンカ

万円の資金援助およ

ー、コミュニティースペースを利用

びサポートを行う企

してくれて嬉しく思う。また、地域の

画である。

方の利用もあり、今後は地域との交

今回は新型コロナ
昼食時のキッチンカー

ウイルス感染防止の
4

ト、アウトドアテーブル、椅子などを
準備し、コミュニティスペース（飲食
「MEIKAI COMMUNE VILLAGE」

流の場になるよう頑張っていきた
い」
と語った。
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オープンキャンパス開催報告

た。今後も充実した内容のプログラ
ムを設定し、満足度の高いイベント
を実施していく。次回７月18日のオ

ど感染予防策を徹底し、
対面で実施。

ープンキャンパスでは、10月の入試

月にかけて本学を志望する高校生

両日は歯学部を含め
「オール明海」
で

に向けて総合型選抜の入試対策講

や保護者を対象としたオープンキ

開催した。６月20日では、
「いち早く

座がスタートする。

ャンパスを３回実施し、延べ932人の

2022年 度 入 試 情 報 を

受験生らが参加した。４月25日の開

ゲットしよう！！」と

催では、新型コロナウイルス感染拡

題して開催し、受験生

大防止の観点から、当初予定してい

のための入試情報を

た対面ではなくオンラインLIVE配

分かりやすく伝える

信での開催となった。特別プログラ

「入試ガイダンス」を

ムとして学部選びのポイントを解

はじめ、留学生を対象

説する「新高校３年生のための学部

とした「留学生ガイダ

選びガイド」や各学科紹介が行われ

ンス」
、そして歯学部

た。５月30日、６月20日には、完全予

を対象とした「歯学部

約制の２部制で人数制限をかけるな

ガイダンス」を実施し

浦安キャンパスでは、４月から６

特別プログラムの様子（ハワイ大学からメッセージ）

One Day セミナー開催
ホスピタリティ・ツーリズム学部

と思った」
と好評の声が寄せられた。

外国語学部・経済学部
６月27日には外国語学部、経済学

が参加した。同学部は2022年４月に、

６月13日にホスピタリティ・ツー

現行の２メジャー制から３メジャー

部対象のOneDayセミナーが開催さ

リズム学部対象のOneDayセミナー

制へと変更する予定で、この日は新

れ、
約60人の高校生、
保護者が参加し

が開催され、
約30人の高校生、
保護者

しく追加されるデジタル・イノベ

た。外国語学部は学科ごとに分かれ

ーション メジャー

て、少人数イベントならではの参加

の授業も実施され

型授業を実施した。経済学部は密を

た。

避けながらより多くの高校生に参

体験授業の様子

参加者からは「高

加してもらえるよう、対面とオンラ

校とはまったく違

イン配信を同時開催。どの学科も趣

う授業が体験でき

向を凝らした内容で学びの魅力を

て、大学の授業の楽

伝えた。参加者からは「身近な商品

しさを感じた」
「カ

から経済を考える体験授業が新鮮

リキュラムの魅力

で、より経済学に興味がわいた」な

を知り進学したい

どの感想が聞かれた。

浦安キャンパス 外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部

坂戸キャンパス

オープンキャンパス 10：00～15：30 要予約

オープンキャンパス 要予約

歯学部

7月18日（日）、8月1日（日）、8月22日（日）、9月26日（日） 7月18日（日）、8月22日（日）、9月26日（日）
大学体験会

お問い合わせ／歯学部入試事務室
TEL 049-279-2852

要予約

9月5日（日）
One Dayセミナー

予定は変更になる可能性があります。
必ず本学公式HPでご確認ください。

要予約

9月12日（日）
：不動産/ホスピタリティ・ツーリズム学部

https://www.meikai.ac.jp

お問い合わせ／企画広報課 TEL 047-355-1101
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学内企業セミナー

明海生を積極採用する企業を招く

５月25日、26日、６月９日、10日

った。コロナ禍ではある

の４日間、浦安キャンパスで４年生

が、明海生を積極的に採

を対象とした学内企業セミナーが

用したい多くの企業から

開催され、延べ144人の学生が参加

本セミナーへの参加希望

した。

の申し入れがあり、商社、

このセミナーはさまざまな企業

IT、小売、福祉、不動産

の採用担当者が会社概要・仕事内

など多岐に渡る業種の企

容・採用情報などを学生に直接伝

業が55社参加した。

える場であり、例年多くの学生がこ

熱心にメモをとりなが

採用担当者の話を聞き熱心にメモをとる学生たち

こでの出会いをきっかけに就職内

ら企業の話を伺っていた学生たち

定を獲得している。

からは「仕事内容や職場の雰囲気な

れた。
本学では、早い段階から学生の就

ど、気になることを直接質問でき、

業意識を高めるために１年次から

イルス感染症対策を講じ、密になら

有意義だった」
「今後の採用スケジ

キャリア教育を行っており、今後も

ないよう間隔を広く空け、学生の参

ュールなど、詳しい話をじっくりと

就職活動に挑む学生たちを万全の

加は人数制限を設けての開催とな

聞くことができた」という声が聞か

体制で支援していく。

今回はさまざまな新型コロナウ

明海スポーツ
体育会空手道部

春季リーグで大健闘！

体育会公式ホームページ

http://meikai-sports.jp

会であったが、男子個人
組手では、矢菅海斗さん

第65回全日本学生空手道選
手権大会に３人が出場決定

（経済学科４年）がベス

５月30日に帝京大学八王子キャン

動産学科２年）がベスト

ト16、丸石絢斗さん（不

パス蔦友館で開催された「第49回関

32の成績を収めた。
また、

東学生空手道選手権大会」で、多くの

女子個人形では木津歩

強豪選手がひしめくなか、本学空手

美さん（日本語学科１

道部が好成績を収めた。新型コロナ

年）が５位の成績を収め

ウイルス感染拡大の影響により、昨

た。この結果、以上３人が７月に開催

手権大会」に出場することが決定し

年は全ての公式戦が中止で久々の大

される「第65回全日本学生空手道選

た。

２位入賞（記録:52m32）
、男子２部十

２年）が６位入賞（記録: 5335点）
、女

種競技で片桐秀太さん（日本語学科

子１部ハンマー投で湯沢栞里（日本

体育会陸上競技部

関東学生陸上競技対校
選手権大会で3人が入賞!

空手道部

語学科４年）が８位入賞（記録:49m
66）し、３人が入賞するという素晴ら

体育会陸上競技部は、５月20日か

しい結果を残した。この結果を受け

ら23日にかけて相模原ギオンスタジ

て川幡俊行監督は、
「コロナ禍で授業

アムおよび相模原ギオンフィールド

環境が変更になり、限られた活動時

において行われた「第100回関東学生

間の中で学生たちは工夫しながら成

陸上競技対校選手権大会（以下、関東

果を出してくれたと思う。次の大会

インカレ）
」に出場し、男子2部ハンマ

に向けて引き続き頑張って準備す

ー投で高野涼さん（経済学科３年）が

陸上競技部

6

る」
と話した。
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2022年度入学試験日程一覧
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
■浦安キャンパス
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

第1次

Ⅰ期
Ⅱ期
総合型選抜（AO）
Ⅲ期
Ⅳ期

総合型選抜（企業推薦）
総合型選抜（社会人）

試験日

合格発表日

10月10日（日）

10月14日（木）

第2次

-

書類審査

11月1日（月）

第1次

10月18日（月）〜10月29日（金）

11月7日（日）

11月11日（木）

第2次

-

書類審査

11月25日（木）

第1次

11月1日（月）〜11月12日（金）

11月21日（日）

11月25日（木）

第2次

-

書類審査

12月9日（木）

第1次

11月15日（月）〜11月26日（金）

12月5日（日）

12月9日（木）
12月23日（木）

第2次

-

書類審査

2月22日（火）〜3月8日（火）

3月17日（木）

3月18日（金）

A日程

10月18日（月）〜10月22日（金）

11月7日（日）

11月11日（木）
12月9日（木）

総合型選抜（AO基礎学力型）
総合型選抜（スポーツ･文化）

出願期間

9月15日（水）〜9月28日（火）

B日程

11月15日（月）〜11月19日（金）

12月5日（日）

C日程

2月28日（月）〜3月4日（金）

3月17日（木）

3月18日（金）

A日程

10月28日（木）〜11月10日（水）

11月28日（日）

12月2日（木）

B日程

2月22日（火）〜3月4日（金）

3月17日（木）

3月18日（金）

A日程

10月18日（月）〜10月29日（金）

11月7日（日）

11月11日（木）

B日程

2月22日（火）〜3月8日（火）

3月17日（木）

3月18日（金）

11月1日（月）〜11月12日（金）

11月28日（日）

12月2日（木）

1月5日（水）〜1月18日（火）

2月2日（水）

指定校
全国商業高等学校長協会

学校推薦型選抜

公募制
沖縄特別奨学生
統一

一般選抜

A日程

全学科

B日程

全学科

大学入学共通テスト利用選抜

2月7日（月）〜2月17日（木）

A日程

1月5日（水）〜1月18日（火）
2月7日（月）〜2月17日（木）

C日程

2月22日（火）〜3月8日（火）

GMM第1次
GMM以外

B方式

GMM第1次

1月15日（土）
・16日（日）
（大学入学共通テスト）

3月9日（水）
2月10日（木）
3月9日（水）
3月18日（金）

10月23日（土）

11月1日（月）

-

11月7日（日）

11月11日（木）

1月17日（月）〜1月28日（金）

2月15日（火）

2月18日（金）

GMM第2次
編入学試験

3月1日（火）
3月2日（水）

9月27日（月）〜10月8日（金）

GMM第2次

外国人留学生特別入学試験

2月10日（木）

2月3日（木）

B日程
GMM以外
A方式

2月1日（火）

-

2月24日（木）

2月25日（金）

10月18日（月）〜10月29日（金）

11月7日（日）

11月11日（木）

※ 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 メジャーの大学入学共通テスト利用選抜は、別途面接があります。
（面接日：A 日程 2 月 3 日（木）
、B 日程 3 月 2 日（水）
、C 日程 3 月 17 日（木））
※ 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。
（面接日：A 日程 2 月 3 日（木）
、B 日程 3 月 2 日（水）
、C 日程 3 月 17 日（木））

■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
入試区分名

出願期間

試験日

合格発表日

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

10月1日（金）〜10月16日（土）
11月15日（月）〜11月24日（水）
12月1日（水）〜12月13日（月）
3月1日（火）〜3月10日（木）

10月23日（土）
11月27日（土）
12月18日（土）
3月16日（水）

11月1日（月）
12月1日（水）
12月23日（木）
3月24日（木）

Ａ日程

11月15日（月）〜11月24日（水）
1月8日（土）〜1月19日（水）

11月27日（土）
1月25日（火）

12月1日（水）
1月31日（月）

Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程
Ⅰ期
Ⅱ期

2月7日（月）〜2月22日（火）
1月8日（土）〜1月19日（水）
2月7日（月）〜2月22日（火）
1月8日（土）〜1月19日（水）
2月7日（月）〜2月22日（火）
3月1日（火）〜3月10日（木）
12月1日（水）〜12月13日（月）
3月1日（火）〜3月10日（木）

2月27日（日）
1月25日（火）
2月27日（日）
1月25日（火）
2月27日（日）
3月16日（水）
12月18日（土）
3月16日（水）

3月3日（木）
2月10日（木）
3月3日（木）
2月10日（木）
3月3日（木）
3月24日（木）
12月23日（木）
3月24日（木）

Ⅰ期
Ⅱ期

12月1日（水）〜12月13日（月）
3月1日（火）〜3月10日（木）

12月18日（土）
3月16日（水）

12月23日（木）
3月24日（木）

総合型選抜（AO）
総合型選抜（自己推薦型）
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
帰国生徒選抜
外国人留学生
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