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企画広報課

８月５日、明海大学と順天堂大学

は、相互の教育・研究および社会貢

献活動を通して大学間交流の推進

を図るため、包括的連携に関する協

定を締結した。協定締結に関する調

印式は、順天堂大学本郷・お茶の水

キャンパスで執り行われた。

この協定は、教育研究および社会

貢献活動の分野で包括的に緊密な

協力関係を築き、連携を深めること

により、教育・研究活動の充実、学

生教育の質的向上、人材の育成、活

力ある地域社会への貢献、教職員の

資質向上および大学間の交流など

に寄与することを目的としている。

順天堂大学は、本学浦安キャンパ

スに隣接した高洲地区に医療看護

学部を有しているが、さらに至近距

離の日の出地区に、「浦安・日の出キ

ャンパス（仮称）」を2022年４月に開

設予定。今後本協定の下、両大学が

ますます友好な関係を築くことが

期待される。

調印式での新井一順天堂大学学長（左）と安井利一学長（右）
（撮影のためマスクを外しています）

順天堂大学と包括的連携協定を締結

明海大学と順天堂大学の包括連携に関する協定
（目的）

教育研究及び社会貢献活動の分野で包括的に緊密な協力関係を築き、連携を深めることによ
り、教育・研究活動の充実、学生教育の質的向上、人材の育成、活力ある地域社会への貢献、教
職員の資質向上及び大学間の交流等に寄与することを目的とする

（連携事業）
（1）教育・研究の連携に関すること
（2）学生の研修・交流に関すること
（3）教職員の研修及び交流に関すること
（4）単位互換等に関すること
（5）施設設備の共同利用に関すること
（6）その他、目的を達成するために必要な事項に関すること

順天堂大学と包括的連携協定を締結
特別聴講学生修了式・9月入学式・9月学位記授与式
オープンキャンパス開催報告
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学内企業セミナー
2021年度入試日程
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特別聴講学生修了式・9月
入学式・9月学位記授与式

では、学部・大学院・別科の学生23

人が卒業、修了を迎え、それぞれの

代表の学生３人に学位記や修了証書

が手渡された。安井学長は告辞で

「変わりゆくこれからの社会で皆さ

んは重要な人材。大学で身につけた

力を十分に発揮し、建学の精神を胸

に目標に向かって頑張ってほしい。

人生100年時代、皆さんにとってこ

れまでよりもこれからの方が長い。

今日を人生のひとつの門出として歩

んでいってください」と激励を送っ

た。

講学生５人に修了証

書が授与された。修

了生からは「明海大

学で学んだことを活

かし、帰国後は日本

語の学修により一層

励みたい」と意気込

みが語られた。

９月入学式は、今

年度初めてFall Se-

mesterから入学したホスピタリテ

ィ・ツーリズム学部グローバル・マ

ネジメント メジャーの学生２人に

限定して実施。少人

数でのアットホーム

な雰囲気の中、安井

利一学長が入学を許

可し、「建学の精神

を理解し、夢をかな

えるために勉学に励

んでください」と話

した。

９月学位記授与式

新型コロナウイルス感染症の収束

がいまだ見通せない中、浦安キャン

パスでは、８月21日に2020年度前学

期特別聴講学生修了証書授与式、９

月１日に2020年度９月入学式、そし

て９月11日には2020年度９月学位記

授与式が挙行された。いずれも、例

年よりも規模を縮小し、感染対策を

講じた上で短時間での開催となっ

た。

前学期特別聴講学生修了証書授与

式では約半年間、本学で学んだ台湾

の銘傳大学、大葉大学からの特別聴

人との間隔を空けながら実施された９月学位記授与式

９月入学生を囲んで

７月８日、明海大学教職課程セン

ター（METTS）主催の「2021年度教

員採用試験壮行会」が開催され、今年

度、東京都、千葉県や岩手県などの中

学校、高等学校の国語・英語、小学校

全科で教員採用試験を受験する学生

をはじめ、１年生から３年生の教職

課程履修学生、教職員らが参加した。

大池公紀副センター長の開会の

言葉のあと、高野敬三副学長・外国

語学部長・教職課程センター長か

ら激励の言葉と一人ひとりにあて

たメッセージ、合格祈願として亀戸

天神のお守りなどが贈呈された。

その後、日本語学科４年の増田皐

佑さん、英米語

学科４年の鶴巻

紗希さんから、

試験合格に向け

て力強い決意表

明があった。

そして、８月

末に教員採用試

験１次試験の合

格 者 が 発 表 さ

れ、本学は東京

都、千葉県をはじめ18人が見事合格

した。

教職課程センターでは、コロナ禍

にあっても、教職に関するさまざま

な課題をトータルにサポートできる

よう万全の体制を整え、引き続き２

次試験の突破に向けて指導を行って

いく。

受験する学生へ激励のメッセージ

コロナ禍での旅立ちと新生活スタート

教員採用試験１次試験
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浦安キャンパスでは、外国語、経済、不動産、ホスピタリ

ティ・ツーリズム、保健医療学部を対象としたオープンキャ

ンパスを7月から9月にかけて4回開催した。7月12日、26日は

3部制、8月23日、9月27日は2部制で開催し、各回とも完全予

約制で人数制限をかけるなど、新型コロナウイルス感染拡大

防止策を講じた上での実施となった。「入試ガイダンス」で

は、新しく変わる入試制度について説明があり、「総合型選抜

（AO）対策講座」では、代々木ゼミナールの現役講師による

面接対策、本学教員による基礎学力確認テストおよびホスピ

タリティ・ツーリズム学部の英語試験対策が行われた。どち

らの参加者も真剣な表情でメモを取り、課題等にチャレンジ

する姿が見受けられた。今年度のオープンキャンパスは、新

型コロナウイルス感

染拡大防止の観点か

ら、限られた中での

開催となったが、よ

り充実した内容のプ

ログラムを設定し、

満足度の高いイベン

トとなった。

坂戸キャンパ

スでは、7月19日

および9月27日

に対面式のオー

プンキャンパス

を開催し、歯学

部を志望する高

校生や保護者が

多く参加した。

新型コロナウイルス感染症の影響で例年のようなプログラ

ムが実施できない中、入試ガイダンス、総合型選抜（AO）理

解力テスト対策、模擬授業など、受験生にニーズのあるプロ

グラムが実施された。各種イベントでは、ポイントを熱心に

書き留める姿が多く見受けられ、参加者の受験に対する意欲

の高さがうかがえた。なお歯学部では、公式ホームページに

「歯学部Webオープンキャンパス」のページを立ち上げ、歯学

部の特色を紹介する動画の公開や、入試に関する相談をWeb

上で受け付けている。

URL：https://www.meikai.ac.jp/department-graduateschool/

dentisry/weboc/

好評の対策講座プログラム

英語やツーリズムに興

味関心のある中高生を対

象とした、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（GMM）のサマ

ースクールが８月１日に

開催された。

このイベントはすべて英語で行うアクティブラーニング

型のワークショップで、ハワイからの同時中継で行われたラ

ッセル・ウエノ客員教授による講義のあと、参加者たちは

「日本観光復活のアイデア」をテーマにグループでディスカ

ッションやリサーチを行い、その結果をプレゼンした。参加

者からは「自分にとってはレベルが高い内容だったが貴重な

体験となった」「ツーリズムについての講義は勉強になり、プ

レゼンもとてもいい機会だった」との感想が寄せられた。

８月９日に不動産学科、９月６日に浦安キャンパスの全学

科を対象としたOne Dayセミナーが開催された。One Dayセ

ミナーは少人数定員制で各学科の学びの魅力を伝える体験

授業をはじめとするプログラムが特徴。密を避けながら参加

者により多くの体験をしてもらえるよう、学生スタッフのリ

モート参加や教員のビデオメッセージ配信など、趣向を凝ら

した内容で行われた。参加者からは「短時間ながら、とても

濃い時間を過ごすことができた」「将来的に役立つ話ばかり

で、またこの授

業を受けたいと

心から思った」

と好評の声が寄

せられ、どの学

部も満足度の高

いセミナーとな

った。

オープンキャンパス開催報告

サマースクール・One Dayセミナー結果報告

浦安キャンパス 総合型選抜（AO）理解力テスト対策が盛況坂戸キャンパス

入試ガイダンスの様子（浦安キャンパス）

総合型選抜（AO）理解力テスト解説

リモート参加の学生による活動紹介（不動産学部）

GMMサマースクール 英語で日本観光復活についてプレゼン One Dayセミナー 学びの魅力を伝える体験授業

グループでのリサーチの様子



大学サッカー１部リーグも９月

６日開幕となったが、開幕２連

勝と順調なスタートを切ってい

る。創部以来の悲願である「関東

大学サッカーリーグ昇格」に向

けて優勝をめざす。
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本学体育会サッカー部は、８月２

日から行われた「2020年度千葉県大

学サッカー選手権大会」で優勝し、

「アミノバイタル®」カップ2020 第９

回関東大学サッカートーナメント大

会プレーオフに進出した。同じく神

奈川県から勝ち上がってきた防衛大

学校と対戦し、見事1-0で勝利を収

め、同大会の本戦に出場することが

決定した。初戦では、関東リーグ１部

の順天堂大学と対戦し、延長戦の末

２−１で見事勝利した。２回戦は、東

洋大学との対戦となり、初の関東ベ

スト８をめざす。また、新型コロナウ

イルス感染拡大防止に伴い、千葉県

4

明海スポーツ 目標に向って新シーズンがスタート！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

サッカー部

体育会サッカー部
「アミノバイタル®」カップ2020
第９回関東大学サッカートーナメント大会に出場！

【千葉県1部リーグ　試合結果・試合日程】
第1節 9/6（日） VS 城西国際大学 1-0
第2節 9/13（日） VS 江戸川大学 3-0
第3節 10/4（日） VS 国際武道大学
第4節 10/11（日）VS 中央学院大学

（無観客での開催となります）

７月27日から７月31日までの５

日間、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、延べ87人の学生が参加した。

このセミナーはさまざまな企業

の採用担当者が会社概要・仕事内

容・採用情報などを学生に直接伝

える場であり、例年多くの学生がこ

こでの出会いをきっかけに就職内

定を獲得している。

今回は新型コロナウイルス感染

症対策を講じ、密にならないよう間

隔を広く空け、学生の参加は人数制

限を設けての開催となった。コロナ

禍で企業の採用計画も不透明と言

われているが、多くの企業から本セ

ミナーへの参加希望の申し入れが

あり、商社、IT、小売、運輸、不動

産など多岐にわたる業種の企業が

59社参加した。

参加した学生は、久しぶりに行わ

れた対面の就職支援行事とあって、

熱心にメモをとりながら企業の話

を伺っていた。また、参加企業から

は「意欲のある学生ばかりで感心し

た」「メモをしっかりととれる学生、

聞く姿勢ができている学生、積極的

に質問できる学生の前で説明がで

きて良いセミナーだった」「卒業生

が当社で活躍しているので、また明

海生を採用したい」という声が聞か

れた。

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年次から

キャリア教育を行っているほか、３

年次からは就職ガイダンスやさま

ざまな講座・セミナーなどの就職

支援行事を開催し、就職活動に挑む

学生たちを万全の体制で支援して

いる。

間隔を広く空けて行われたセミナーの様子

学内企業セミナー 明海生を積極採用する企業を招く
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オープンキャンパス
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（HT）／保健医療学部

10月11日（日）、11月3日（火・祝）

オープンキャンパス
坂戸キャンパス 歯学部

10月10日（土）、12月6日（日）

https://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 049-279-285212月20日（日）

入試相談会　要予約

10月18日（日）： 経済学部
12月20日（日）： HT学部（HTM、GMM）、保健医療学部

One Dayセミナー　開催時間は学科によって異なる 要予約

要予約

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。
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。

詳細は必ず入学者選抜試験要項をご確認ください。資料請求は本学公式HPから。https://www.meikai.ac.jp

2021年度入学試験日程一覧
■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

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

総合型選抜（AO）

Ⅲ期
第1次 10月5日（月）～10月16日（金） 10月25日（日） 10月29日（木）

第2次 - 11月6日（金）
小論文郵送必着 11月12日（木）

Ⅳ期

第1次(GMM以外)
10月26日（月）～11月6日（金）

11月15日（日）
11月19日（木）

第1次(GMM) 11月14日（土）

第2次 - 11月27日（金）
小論文郵送必着 12月3日（木）

Ⅴ期
第1次 11月16日（月）～11月27日（金） 12月6日（日） 12月10日（木）

第2次 - 12月18日（金）
小論文郵送必着 12月24日（木）

総合型選抜
（スポーツ･文化）

A日程 10月5日（月）～10月9日（金） 10月25日（日） 11月1日（日）

B日程 11月30日（月）～12月4日（金） 12月19日（土） 12月24日（木）

外国人留学生
特別入学試験 B方式

GMM以外
11月9日（月）～11月20日（金） 12月5日（土） 12月10日（木）

GMM第1次

GMM第2次 - 12月19日（土） 12月24日（木）

※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

●お問い合わせ　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

総合型選抜（AO） 10月1日（木）～10月17日（土） 10月24日（土） 11月2日（月）

総合型選抜 Ⅰ期 12月1日（火）～12月14日（月） 12月19日（土） 12月24日（木）

●お問い合わせ　歯学部入試事務室 ＴＥＬ：049-279-2852

※HTM=ホスピタリティ・ツーリズム メジャー、GMM＝グローバル・マネージメント メジャー


