会長あいさつ

参加したみなさんが︑必ずもう一人に声

ています︒来年のパーティーには︑今日

会をますます充実させていきたいと思っ

っくりと楽しんでください︒今後︑同窓

介会長が﹁今日は懐かしい顔を探してゆ

パーティーではまず︑同窓会の金子裕

活躍のおかげ︒

これも卒業生の

るようになった︒

学﹂ですと言え

はって﹁明海大

就職試験で胸を

金子 裕介

明海大学浦安キャンパス同窓会会長

取り巻く

お互いの健闘を

とスピーチし︑

ながると思う﹂

在学生の夢につ

私たちの活躍が

いるようです︒

界中で活躍して

んの近況を聞くと︑明海大の卒業生も世

と楽しい時間を過ごしましょう︒みなさ

くみんなで集まったのだから︑ワイワイ

そして︑鮫島伸一副会長が︑﹁せっか

ました﹂と来賓のあいさつを述べた︒

在意義の重要性が認識される時代となり

が︑﹁少子化が進む中︑
同窓会の役割と存

こう﹂と︒歯学部同窓会の高瀬直副会長

後援会といっしょに︑明海大を支えてい

と強くなれる組織だと思っている︒教育

までも続けてほしい︒
また︑
同窓会はもっ

ーティーはとても意味があるので︑いつ

や恩師が懐かしく感じる︒このようなパ

﹁社会に出ると︑大学で一緒に学んだ学友

中田俊一会長が

に教育後援会の

と話した︒さら

ばってください﹂

これからもがん

環境をみる
と︑かつて
東側と言わ
れていた諸
国が︑自由
主義社会の
一員となり︑
ＩＴの進展
によって時間的・空間的・文化的な距離
感が薄れてくるなど︑世界は西も東もな
いボーダレスな単一市場へと突き進んで
います︒この結果︑激化する企業間競争
は言うに及ばず︑大学もまた︑優劣を競
う環境に身を 置 く こ と と な り ま し た︒
し
かも︑
長引く景気 低 迷 や 少 子 化 問 題 な ど
の特殊事情がこれに加わり︑わが母校明
海も決して安心していられる状態ではな
このような大競争時代になってきた今

いものになっています︒
日︑大学を見守り︑大学の発展をサポー
トしていくのは卒業生である私たちの役
割なのです︒決して大変な事ではありま
せん︒みなさんが家庭人︑社会人︑企業
人として自立し︑主体的に自らが輝いて
活躍している姿が大学を支えているので
す︒そして︑その力を大きいものへと結

ャンパス事務部部長が︑大学院博士課程

続いて学校側を代表して西垣登浦安キ

っぱいだった︒

しい雰囲気でい

はなごやかで楽

杯︒パーティー

祈って全員で乾
同窓会では︑これからも元気に活動を

の設置や︑
図書館の完成など︑
この一年の

をかけて︑さらに大きな同窓会にしてい

進めて参ります︒そして︑より多く卒業

本学の出来事を報告︒﹁本学の在校生も︑

きましょう﹂とあいさつ︒

生同士の交流がもてる場を提供できるよ

び付けるのが︑同窓会活動の本質である

2001年度の浦安キャンパス同窓会パーティーが、
平成13年11月３日
に、明海クラブ・レストランニューマリンズで行われた。関東を中心に、
北海道、青森、福井、石川などの地域から約三百人の卒業生が集まった。
と考えます︒

懐かしい顔がいっぱい。2001 年度浦安キャンパス同窓会パーティー
う努力します︒
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たな試みが参加者の関心を引いて

ホームページを紹介するなど︑新

プロジェクターを使って同窓会の

り上がるグループもあった︒また︑

アルバムを囲んで懐かしい話に盛

ルバムの展示コーナーが設けられ︑

す︒友達に会いた

子と一緒に参加で

﹁１歳６ヶ月の息

・英米語学科︶

︵１９９２年卒業

て︑最高です﹂

﹁料理がおいしく

・経済学部︶

ても楽しかった︒

会に参加して︑と

です︒初めて同窓

﹁ゼミの先輩後輩

・経済学部︶

︵１９９６年卒業

ぜ？﹂

増えないのはな

にあまり参加者が

えているはずなの

いた︒
かったので子連れ

︵２０００年卒業

パーティー終了後︑金子会長は

今年は︑会場に各年度の卒業ア

﹁年々参加者が増え︑今年は昨年

﹁初めて同窓会に参加しました︒仕事帰

︵２００１年卒・経済学部︶

ました﹂

﹁学校がきれいになっていてびっくりし

ていた︒

きないか︑検討している﹂と話し

新しくできた学生ホールが使用で

た︒来年はもっと広い会場が必要︒

の一・五倍くらいの参加者があっ

︵１９９８年卒業・不動産学部︶

年も来ます﹂

﹁久しぶりに友達に会えてうれしい︒来

︵２０００年卒業・日本語学科留学生︶

しかったです﹂

﹁留学生の出席者が少なくて︑少しさみ

︵１９９７年卒業・日本語学科︶

でした︒来年も来ます﹂

﹁知っている人にあまり会えなくて残念

︵１９９１年卒業・経済学部ほか︶

﹁パーティーの企画がよい﹂

﹁もっとたくさんの人に来てほしい﹂

ので︑これからも続けてください﹂

﹁毎年参加しています︒とてもて楽しい

︵１９９６年卒業・英米語学科︶

で来ました﹂

います﹂

強しておけばよかったと︑今になって思

となるとなつかしい︒在学中にもっと勉

室はあまり好きではなかったけれど︑今

に教室ものぞいてみたい︒学生時代︑教

そのままなので安心した︒パーティー後

ぶん変化していた︒でも学内の雰囲気は

書館ができていたし︑周囲の環境もずい

た︒久しぶりに学校に来たら︑新しい図

﹁同窓会のパーティーに参加してよかっ

︵１９９８年卒業・不動産学部︶

強したことが︑役に立っています﹂

ったのは︑大学の授業の時︒明海大で勉

ています︒コンピューターに初めてさわ

﹁現在︑コンピューターを使う仕事をし

︵１９９９年卒業ほか・経済学部︶

生にも来てほしいですね﹂

また来年もやってください︒できれば先

参参加加者者にに聞聞ききままししたた

﹁また来年も
会いましょう﹂

りです︒料理がおいしくていいですね﹂

﹁同級生と結婚して︑今日は子連れで来

︵１９９８年卒業・英米語学科︶

んとしているからだと思います﹂

れだけの同窓生が集まるのは組織がきち

らの同窓会の副会長をしていますが︑こ

明海大の前に短大を卒業していて︑そち

しています︒毎年盛況ですごいですね︒

明海祭には仕事がない限りは来るように

﹁学園祭実行委員会に所属していたので︑

︵１９９７年卒業・英米語学科︶

ました︒毎年来ていますが︑卒業生は増

同窓会パーティ
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たこと︒この説明会は不動産学
部の学生を対象にしたもので︑
教授や就職指導課と会社が連携

ように思う︒

本間⁝自分の時代も留学生は少なかった

なかったからだと思いますけど︒

した︒同じ学部︵不動産︶に留学生が少

ず︑留学生との交流は全くありませんで

は大学在学中多くの人と知り合いになれ

佐藤⁝私も本当にそう思うけど︑私自身

すべての人︒

先生︑職員を含めた大学生活で出会った

北瀬⁝やっぱり人間関係が一番︒友人︑

は感謝しています︒

違う人たちと︑多く関われたことに今で

大学に入りました︒明海大学では国籍の

いうとんでもない高校でしたが︑進学し

石川⁝私が卒業した高校は進学率ゼロと

きく強くなれるのかな︑と思っています︒

としてつなが り を も て ば︑
明海大学が大

とですが︑卒業生同士がもっとビジネス

会にでて活躍することはもちろん良いこ

ったと思う︒明海生ＯＢとして一人で社

機会があり︑お互いがプラスになり良か

たが︑パートナーとしてビジネスをする

学を卒業した後に別々の会社に務めまし

北瀬君と知り合えたこと︒北瀬君とは大

川島⁝僕が大学で得た一番のものとは︑

植え付けられました︒高校は百

一期生だったので︑開拓精神を

他のことを言うと︑私は学部の

大学の友達だと思います︒その

のこと︒一生の友達というのは

本間⁝友人を得たのはもちろん

ですね︒

れは大学で得られなかったこと

れることなく卒業しました︒こ

したが︑４年間一切ちやほやさ

ちやほやされる﹄と思っていま

いこと﹃これはどう考えても︑

も︑女性の比率が１割しかいな

済学部にしろ不動産学部にして

大学を受験したかというと︑経

またまた余談ですが︑何で明海

たがそちらは落ちましたけど︒

このとき経済学部も受験しまし

まま受験して入学していました︒

一番上に明海大学があってその

人が書いていたのを写したら︑

提出するときに︑たまたま隣の

んだわけでなく︑学校に進路を

談ですが︑大学入試も真剣に選

苦労もせず就職できました︒余

いましたが︑そのおかげで余り

くれました︒不況だと言われて

し︑かなり早い時期に実施して

佐藤⁝もう一つには︑大学で開催してく

何も始まらない状態だった︒昨

た︒自分で動いて作らないと︑

もなんでも︑何もない時代でし

何かしようとしても︑物にして

くこと︒先輩たちもそうでした︒

きいのが︑自分で切り開いてい

さんあり︑その良い面の一番大

もありましたが︑良い面もたく

のもありました︒それは悪い面

０度違うので︑びっくりするも

学に入学︒そのギャップは１８

が︑卒業後はできて間もない大

年を超える歴史ある学校でした

国といわれていますがちょっと遅れてい

すぐに納得してもらえます︒日本は先進

テートサイエンスを学んでいるといえば︑

す︒ですのでアメリカの人にリアルエス

ートサイエンスがあり同じ地位にありま

法学部や経済学部と並んでリアルエステ

不動産学はなじみがない︒アメリカでは

にやっている︒日本ではご存知のように

動産学の研究が進んでいて 校あり熱心

がっています︒アジアでは韓国が一番不

学でいくつかあります︒ちょっとずつ広

が卒業した日本大学の大学院や新しい大

けです︒学科とか専攻単位でみると︑私

＊

ると思います︒

＊

海大学だけですよね︒

川島⁝今でも不動産学部って明

なかった︒

勉強もあったが︑そうするしか

本の制度とは違い︑意味のない

アメリカの制度なので︑全く日

いました︒ただ︑不動産制度が

した︑数少ない本とかを使って

アメリカの教科書を日本語に訳

も教科書が間に合わないので︑

書がいっぱいあります︒先生方

調査の手伝いなどしたり︑記者の方も大

新聞社の千葉支局とも交流があり︑世論

安を中心に飛びまわっていました︒朝日

選挙の候補者へのインタビューなど︑浦

いました︒思い出としては︑浦安の市長

ていて本格的なタブロイド版を発行して

たかというと︑高校時代新聞部に所属し

当に価値のあることでした︒なぜ入部し

学生が自主的に活動するということは本

原稿を提供したりしていました︒学内で

新聞やミニコミ紙などの方と知り合い︑

本間⁝ＶＯＩＣＥ︲Ｍの制作を通じて︑

学部やサークルを通して︑
学ぶべきことが多かった︒

＊

年︑大学に戻ってみると︑いろ

んな物がそろっている︒自分達

の時代は教科書さえ一冊もなか

った︒恥ずかしい話ですけどね︒

アメリカはリアルエステートサ

本間⁝学部としては明海大学だ

イエンスが発達していて︑教科

１３

人・物・仕事？
それぞれが明海大学で
得たものとは︒

れた会社説明会がきっかけで就職ができ
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インターネットで呼びかけた新企画 酒場でトーク 。５人が名乗りを上げ、ここ銀座の
一角にある居酒屋に集合した。その目的は、『みんなにとっての明海とは』を語ってもら
うため。サークルや部活に所属していた人、所属しなかった人。勉強した人、勉強しなか
った人など。思い出交じりの熱いトークが 2 時間 30 分繰り広げられた。

学に遊びに来ていただき︑色々なことを
教えてくれました︒外とのつながりが広
がるのでとても勉強になりました︒
石川⁝僕は夜間に専門学校に通っていた
のでどこにも所属はしていませんでした︒
でも倫理の福田先生の話がおもしろくて︑
足を運んではお茶を飲みながら色々な話
を聞かせてもらいました︒先生には大変
お世話になったと思う︒
北瀬⁝学友会副会長のとき学友会費とし
て︑かなりな金額を預かっていました︒他
の大学ではない大胆なシステムだと思う︒

勝さん
いつも考えていました︒その時に交渉の

れだけ楽しませることができるのかを︑

れだけ利益がだせるか︑少ない予算でど

実行委員会を通して︑少ないコストでど

佐藤⁝一応はね︒戸籍上はね︒大きくい

川島⁝女か？

なので︑向こうから見れば女は女なんで︒

か︒どうしたって大学生それも女子大生

ないけど︑物怖じしなくなるよ︒神経が

佐藤⁝もともとの性格もあるのかもしれ

しました︒

聞いたら﹃明日から﹄
︒
退社してすぐ転職

そうですか とは言わないもん︒

太くなる︒

若いお姉ちゃん

ていうぐらい︒だからこちらと

本間⁝先程も 大学で知り合った友達は

一生の友達 と言いましたが︑社会に出

川島⁝学友会会長としての僕の役割は︑

質のせいか同じようなもの︒

と思う︒勤めている不動産業界も古い体

るかが楽しかった︒私にあっていたんだ

由な自分

せるし︑そういう意味では １００％自

まったく利害関係がなく色んなことが話

害が絡んできます︒学生時代の友達とは

てからの人間関係は︑どこかでお金や利

と向きあって話せるのがいい︒

事務的なこととみんなの話を聞くことだ

しては︑どこまで最初からガツガツいけ

がきた

佐藤⁝初対面の人だと

北瀬⁝本当にそう︒値切られても あっ︑

10 期生 日本語学科／在学中から
WEB に関する個人事業に関わり、
卒業後に有限会社を立ち上げる。
現在はシステム会社にて営業となる。

うとね︒

北瀬和馬さん

川島⁝わかった︒わかった︒

5 期生 不動産学科／大学院、と 2
年間の社会人を経て現在明海大学に
てドクターコースを先攻中。

楽しさを覚えました︒どれだけ値切れる

本間
のか︒どれだけなめられないでいけるの

佐藤奈奈海さん

うちの会社に

った︒社会にでて営業になってみてその

さんの長所になっているように感じまし

代の良かったという経験が︑
そのままみな

川島⁝色々話を聞かせてもらい︑大学時

といわれ﹃いつからですか﹄って

げで営業先の今の会社に
来い

上げ︒緑風会︵不動産学部同窓会︶も来

認知活動としてはホームページを立ち

年にはホームページを立ち上げます︒い

未だ創生期

といった感じですが︑理事会を開くなど

プンにしていきたい︒

して様々な事項を検討しています︒また︑
立も目指しています︒

ずれにしても同窓会の活動をもっとオー

佐藤⁝同窓会の現状況は

これからの同窓会は？

た︒それぞれ大学で何かを得たんだなと︒

経験がすごく役にたっている︒そのおか



佐藤⁝すごいよね︒現金を預かっている
んだもんね︒
石川⁝金額はいくらぐらいだったの？
北瀬⁝通帳に０がいくつもあった︵笑︶︒
お金のより良い使い方︒あと無駄を省く
コスト意識︒このお金を使って学生にど
れだけ有効に還元できるかを考えていま
した︒今︑実際の仕事で人件費などのコ

8 期生 不動産学科／卒業後、賃貸
物件を中心に扱う不動産関係の仕事
に就く。同窓会理事。

名簿の整理を進め支部︵学部ごと︶の設



ストを意識できるのは︑その経験があっ
たからだと思う︒あとは２部生がもっと
楽しく通える大学にしたかったが︑今思
えばあまり２部生には還元できなかった
ように思う︒
佐藤⁝私も北瀬さん同様卒業パーティー









2002 年 3 月 31 日
第7号
明海大学浦安キャンパス同窓会会報

4

石川⁝まだ手紙の方が良いかもしれませ

にもなんないし︒

佐藤⁝アクセスしてもらわないと︑なん

石川⁝そうです︒

本間⁝受け身ですよね︒

メだと思う︒

伝が必要︒ホームページだけではまだダ

やすく知らせればいいのでは︒あとは宣

石川⁝収支決算など︑数字上でもわかり

のではないでしょうか︒

も一般の会員にはわからないことが多い

北瀬⁝学友会活動もそうですが︑同窓会

おもしろいものができるかもしれません︒

どんな役割があるのか検討していけば︑

回ごとの役割をはっきりさせて︒手紙も

発行しようという案がでました︒一回一

川島⁝前回の理事会では︑会報を年２回

れる︒また︑コストも下がりますし︒

い人も多い︑その点はがきだとすぐ見ら

は良くないと思います︒封筒だと開けな

いいと思うのですが︑固い内容ばかりで

石川⁝ズバリこれ︑というものがあれば

もらえると思いますか︒

佐藤⁝どんな内容の手紙にすれば読んで

んね︒
佐藤⁝そろそろ卒業生の中にも企業の中
で偉くなっている人がいると思う︒
北瀬⁝決済権を持っている人とか︒
佐藤⁝そう︒人事権とか︒名簿にそうい
った情報を入れておけばおもしろいので
は︒営業で困ったときに 買ってくださ

と思っています︒同窓会がそのネットワ

関係していくのか︑考えていければいい

ただいている︑みなさんが納入したお金

☆そうです︒同窓会はこの会報をご覧い

ずっと思ってきた︒貧乏性だから︒

川島⁝明海大学にはゼネラリストで言え

ークの大きな中心となれるように︒

できると思います︒それにどう同窓会が

ば経済学部︑スペシャリストで言えば不

で運営されています︒ 積極的に とは

なんてお願いしたりして
︵笑︶
︒

動産︑外国語学部が存在し︑お互いの交

佐藤⁝でも同窓生は︑自分が納めたお金

い

流をもっと深くすれば﹁明海﹂という存

ではないでし

忘れているの

で同窓会が運営されているということを

に︒︵編集委員︶

ださい︒明海大学のさらなる発展のため

言いませんが︑ぜひとも知恵をお貸しく

のでは︒

考えていない

でみんな深く

石川⁝そこま

今後の目標︑はたまた 何で結婚しない

や日本経済について︑その他みなさんの

んが仕事上で関わっている中国情勢の話

さて︑トークはこの後も続き︑石川さ

といった個人的な話⁝︒いずれにし

の

分のお金が使

なあ︒私は自

うね と再開を約束した︒

ても同窓生同士仲良く また飲みましょ





在だけで︑世の中のあらゆることが解決
9 期生 中国語学科／大学在学中に
2 年間神田外語学院の夜学に通い、
在学中からキャリアアップを図る。
現在外資系の企業に勤務。



佐藤⁝そうか

ょうか︒

9 期生 中国語学科卒／卒業後いっ
たん物流業に入るが営業先で声をか
けられ、その企業の営業となる。
同窓会理事。

われていると

5



石川一秀さん

川島信一さん
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不動産鑑定士第二次試験に
本学から６人合格
この後合格者は２年間の実務経験を経

２年在学中の中井将之さんほか︑不動産

これから受験する人は︑ぜひすばらしい

のアドバイスもあり︑助けられました︒

集中しました︒仲間にも恵まれ周りから

ーの方々も迎えた懇親会が開かれ︑各地

場者がホームステイするホストファミリ

フォーラム終了後は︑コンテストの出

ばらしい﹂とコメント︒

ました︒和気あいあいとした雰囲気もす

職員とともに巡回するシステムは感心し

教員がリーダーとなって引率し︑学生︑

﹁授業以外は協力してもらうのが難しい

ルールが確立しているのでしょう﹂
︒
また

域ごとに歌や踊りを披露するなど︑和や

といった意見が多数あった︒

かな雰囲気の中︑真の意味での国際交流

参加した学生は﹁かなりゴミが少なく

なってきました﹂
︒
大学側も﹁このキャン

学内や通学路であるシンボル

トしたクリーンキャンペーン︒

にクリーンキ

力して定期的

治会などと協

からず高まったと思う︒今後は周辺の自

が図られた︒

ロードを清掃するとともに︑

ャンペーンが

ペーンをきっかけに︑学生の意識は少な

歩行禁煙やゴミのポイ捨ての

できれば﹂と

月６日にスター

日は

平成 年

禁止を呼びかけ︑

月

１２０人が参加するなか︑福

れた︒

の感想が聞か

殻が落ちてなく大変驚いた︒

﹁構内にゴミやタバコの吸い

視察した教職員の一人は

察に訪れた︒

岡工業大学の教職員４人が視

１１

２名だが今回は６名が合格者した︒

上の実務補習終了後︑第三次試験の受験

て不動産鑑定士補になり︑さらに１年以

平成 年不動産鑑定士試験第二次試験
資格を得て合格すると不動産鑑定士とな
本学の現役では３人目の合格者となっ

れる︒

合格者が発表され︑現役学生１人を含む
本学関係者６人が合格した︒
不動産鑑定士試験は国家試験の中でも︑
た竹内さんは﹁出題の範囲が広く︑問題
量も多いので︑同じところを何回も復習
絶対に４年間で合格しよう と勉強に

しました︒周囲が就職活動をする中で︑

学部卒業生の向原野信克さん︵１９９６

勉強仲間をつくるべきですし︑そうしな

２６

司法試験︑公認会計士試験と並ぶ文系の
合格者は不動産学部４年在学中の竹内

年卒︶︑巴山信幸さん︵１９９８年卒︶関

ければ現役合格は難しいと思います﹂と

１１

３大難関試験︒
靖治さん︑大学院不動産研究科前期課程

哲郎さん︵１９９９年卒︶河田将明さん
話した︒

だけです。大学生活
最後の日を、
思い残す
ことなく楽しんでほ
しい」
と乾杯の挨拶。
その後、
大盛り上がり
の中、
料理を囲みなが
ら学生最後の時を楽しんだ。
学生時代を振り返って、「仲間のことを思いやる心の
大切さを知った」とラクロス部の学生たち。
日本語学科の学生は「オーストラリアへの留学、みん
なとのディスカッションなど、学生時代に起こったこと
の全てが楽しかった。そしてなにより勉強の楽しさを感
じることができた。これからも更に勉強を続けて、日本
語教師として頑張っていきたい」と意気込みを話した。

︵２０００年卒︶︒で︑例年︑第二次試験

フォーラムは︑世界４地域︵オー
ストラリア・韓国・中国・台湾︶の
コンテストで上位入賞した高校生
人︑大学生２人による国際日本語ス
ピーチコンテストを柱に︑大学・高
校の教員を招いての２つの学術的な
シンポジウムを行なう３部構成で実
施された︒４地域の代表による今回
のコンテストは︑いわばグランプリ
を決定するもので︑それにふさわし
いハイレベルなスピーチが披露され

１
１
８時間に及ぶフォーラムだったが︑

た︒
来場者からは好評で﹁日本語指導の

１３

3 月 23 日
（土）
、
学位記授与式の後、ヒルトン東京ベイ
「クリスタル」で卒業パーティーが開催された。
開宴に先立ち宮田侑理事長は「明るい海と書いて明海
大学。海とは外国、国際社会を指します。国際社会をフ
ィールドに、社会で活躍さ
れることをお祈り申し上げ
ます」と挨拶。
金子裕介同窓会会長は
「今日、
言いたいことは一つ



参考になった﹂﹁次回も参加したい﹂

明海大学浦安キャンパス第 6 回卒業パーティー開催

!

の合格者は在学生︑卒業生をあわせ１〜
月 日︑浦安キャン パ ス で︑明
本語教育国際フォ ー ラ ム２００１﹂
が開催された︒後援 は︑千 葉 県・千
葉県教育委員会・国際交 流 基 金・財
団法人日本教育協 会・ＮＨＫ千 葉 放
送局・財団法人日航財団︒世 界 各 地
域の日本語スピーチコンテス ト 優 秀
者を集めた﹁国際大 会﹂は︑わ が 国
で初めての試みであり︑大き な 反 響
を呼んだ︒
当日は︑日本語教育関 係 者 やＮＨ
Ｋなどの報道関係者︑地域住 民 な ど
４００人を超える来場者で大 講 義 室

わが国初の試み『日本語教育国際
フォーラム 2001 開催』

クリーンキャンペーン効果で、
大学がきれいになってきている !

未来に夢を…宇宙をテーマに

１３

２
４

海大学と朝日大学の主催 に よ る﹁日

１
１

を埋めつくした︒
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最新情報をスタッフの方に聞いてみま

ダンスといった︑身体を動かして楽しむ

育・教養●実務・ビジネス●生活・趣味

する生涯学習︑生涯教育の場として●教

クール的な存在︒また︑地域住民が利用

や技術・技能を修得するためのダブルス

の健康を増進する場と︑より幅広い教養

が半額︑音楽スタジオ︑カルチャールー

会員特典はまだまだあり︑各講座受講料

０００円︒

り

入館料がお得なフリーパスチケットもあ

費５１５０円︒１回の入館料が４００円︒

利用料金は︑入会金は無料で一人月会

講座が毎日開かれている︒

●健康・スポーツの４つのカテゴリーで︑

ムなどのレンタル施設が割り引きになる︒

した︒﹁オープンカレッジは︑本学学生

現在約１５０の講座を開いています︒ス

高倉翔学長は告辞で﹁﹃二十一世紀こそ

学院生 名︒別科日本語研修過程 名︒

産学部３４３名︑歯学部１１１名︒ ※大

中国語学科 名︶経済学部６３６名︑不動

本語学科１０３名︑英米語学科２７３名︑

れた︒卒業者は︑外国語学部４４８名︵日

スで︑２００１年度学位記授与式が行わ

３月 日︵土︶︑明海大学浦安キャンパ

をここ ろ に

という 学 歌

る 何 か を﹄

たちに で き

ために

類
︵ひ と︶
の

ひとつ

ぎる 何か

また︑﹃ああこの世界を一度だけ通り過

ンスへと転換する担い手になってほしい︒

私

歳以下の方は３０００円︒

歳以上の方なら月何回利用しても１

ポーツ講座はテニスと水泳が人気で︑テ
ニスは２０００年にコートが増えて全
面になり︑講座の内容もさらに充実して
きました︒この２つの講座は応募者が多
いため︑抽選が行われています︒教養講
座では本学講師陣が教える︑簿記や宅地
建物取引主任者といった資格取得講座︒
英会話︑中国語︑韓国語︑フランス語な
どの語学講座など︒趣味の講座では他で
はあまりない︑中国墨彩画の受講生が多
いですね﹂
この他マルチスタジオではエアロビク
ス︑ヒップホップ︑ラテンエアロ︑フラ

は平和の世紀へ﹄という願いもむなしく︑

刻みなが ら︑

人

今日は苦難に満ちた危機的な状況に置か

１１

れている︒しかしこの世紀の危機をチャ

浦安キャンパス学位記授与式 １５３８人の巣立ちの日

何かひとつ 人類
︵ひと︶
のために

1993 年に開設された明海大学オープンカレッジ。
学生のと
き良く利用した人。 そんなのあったっけ？ という人まで、
もう一度大学に戻って身体を鍛えたり、勉強してみませんか。
３９

７
７

６０

E-mail m-open@meikai.ac.jp
※月曜日休館︵祝日の場合は翌日が休館

となります︶

ዻዻ ᨼᨼ ࢸࢸ ᚡᚡ

これは私個人の後日談と言うべきでし

ょう︒実はこの会報が出る頃には私は既

もしれません︒しかし︑僅か２年間では

すことができ︑仕事としてはこれからか

に会社を退職しております︒秋から夜間

式の終盤には︑﹁宮田賞﹂の授与式が

ありますが社会経験を胸に︑もう一度勉

人のために何ができるかを考え続け︑こ

行われ︑不動産学部では二部の小西京子

強をしたいという思いが強く︑退社を選

の専門学校に通うことにしたからです︒

歳が受賞︒小西さんは二年生のと

自力の新規開拓にもそれなりの結果を出

さん

れからの人生を歩んでほしい﹂とメッセ

き︑学内で脳内出血︑さらにくも膜下出

びました︒

今があるのでしょうか？ そしてこれか

われた︒その後︑後遺症が残り二十度の

幅しか見えない半盲状態︒文字が読めな

編集委員 川島信一

会を盛り上げていきたいと思います︒

もっと声を集めるきっかけを作り同窓

らは何が必要なのでしょうか？

ップの成績を残し４年間で卒業した︒

ご主人の寿朗さんのサポートを得て︑ト

しまったが︑発病後三カ月で大学に復帰︒

い︑書けない︑一人歩きも困難になって

卒業生の皆様はどのような経験をし︑

血を併発し倒れるというハプニングに襲

ージを贈った︒

電話０４７・３５５・５１１５

してくれます︒

思 っ た 方 は 電 話 ま た は E-mail
で資料請
求をしてください︒パンフレットを郵送

もう一度明海大学で学んでみよう︑と

かを始めてください﹂

ただけます︒ぜひ大学に戻って新しく何

ので︑落ち着いてゆったりと利用してい

理に拡大する︑といったこともしません

のスポーツクラブとは違い︑会員数を無

金もかなりリーズナブルです︒また︑他

﹁大学が運営している施設ですので︑料

６０

６
５

２
３

４９
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