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学部長あいさつ 

「さぁ～秋学期が始まります！」 
 

 SGS Newsletter  第20号をお届けします。 

 2016年度は、164名の新入生を迎えて4月1日にスタートしました。

入学に先立ち、新入生の多くは高校３年生の10月から入学前学習（計

6回）に参加してきました。そのこともあり友だちの輪が入学前にで

き、SGSで求められる基本学力、英語力や勉強方法などについてある

程度理解したうえでオリエンテーションに臨み、そして4月6日（水）

からの授業開始とスムーズに移行できました。 

 オリエンテーション期間中には英語教職課程（英語科目高等学校一

種免許）説明会が行われ、多くの学生が出席しました。3年生対象の説

明会には6名、2年生対象の説明会には11名（新規3名）が参加し、新

入生対象の「教職課程説明会」には23名もの参加者となりました。今

年から3年生になる学生には教育実習の準備が本格的に始まりました。

これに伴い教職支援室の設置も完了し、新任の金本先生が指導に当たっております。 

 秋卒業式は9月21日に挙行されました。合計11名がめでたく社会人となりました。さらに、秋学期に

は2名の編入生が入学してくれました。今後、編入生に対してはゼミナールの選択から科目履修などス

ムーズにSGSに溶け込めるようサポートして参ります。 

 

 春学期および秋学期を通して、今年度の新たな取り組みについて幾つかご紹介いたします。 

 全学的には「大いなる多摩学会」が7月16日（土）に創立記念総会を開催いたしました。本学会は研

究者の研究促進や研究発表を行う場とした学会とは異なり、多摩地域および湘南・藤沢地域の問題を解

決する、または地域社会と一緒に物事を考えることを目的としております。本学部では藤沢市、藤沢市

観光協会との三者連携を踏まえた活動を考えております。 

 ２点目、保護者の皆さんに向けて、留学から戻ってきた学生が留学で得たことを発表する機会を設け

ました。6月18日（土）の後援会総会にて発表の場を提供し、日頃の努力の成果を英語で報告してもら

いました。次回は、夏休み中に短期留学した学生を対象に11月の学園祭（SGSフェスタ）で発表会を行

うことを予定しております。 

 次に、今年1月5日（火）に包括協定を結んだ沖縄県名護市の公立名桜大学へ8月21日（日）から26日

（金）の間、19名の学生と4名の引率教員を派遣しました。平和学習、観光、マリンスポーツなどにつ

いて学ぶ非常に充実したプログラムでした。名桜大学研修に関しては堂下ホスピタリティ・マネジメン

ト・コース長がこのニュースレターの中で詳しく報告いたしますので、ここでは省略させていただきま

す。 

 今年の11月に中華人民共和国、雲南省の昆明市と藤沢市との姉妹都市提携35周年記念行事が開催さ

れます。この行事には、藤沢市長、商工会議所より約60名が参加する予定です。多摩大学も藤沢市、藤

沢市観光協会との三者連携を踏まえ、本学部からも3名の教職員が参加いたします。記念行事を通じ

て、日中友好、藤沢市と昆明市との文化交流に役立ちたいと考えております。この記念行事に関して

は、11月12日（土）～13日（日）の学園祭でパネル展示にて報告させていただきます。 

 最後に、本年もホスピタリティおよび観光系のシンポジウムを9月29日（木）、18：30から藤沢商工

会館ミナパークにて開催いたします。ここでは、上述した名桜大学研修報告、そして寺島学長の「時代

認識と観光・ホスピタリティ～湘南・藤沢のインバウンド戦略～」と題した基調講演がございます。皆

さんにも出席していただければ幸いです。 

 本年度はこれまで以上の展開がみられるとご期待ください。SGSは皆さんとともに手作り感あふれる

学生指導、充実した留学制度、就職先の開拓などを視野に入れ、地域貢献に取り組みながら進化して参

る所存でございます。 

発行責任者： 

 学部長  安田 震一 
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 学部長  安田 震一 
        （ヤスダ シンイチ） 

9月22日(木)   

  秋分の日（授業あり）  

9月29日(木)～10月5日(水) 

  秋学期 履修登録期間  

10月6日(木)～10月12日(水) 

  秋学期 履修登録確認期間 

10月10日(月・祝) 

  体育の日（授業あり）  

10月27日(木)～11月2日(水) 

  秋学期 履修登録中止期間  

11月3日(木・祝) 

  文化の日（授業なし） 

11月11日(金) 

  学園祭準備（授業なし） 

11月12日(土)・13日(日) 

  学園祭「SGS Festa」 

11月14日(月) 

  学園祭の後片付け（授業なし） 

11月23日(水・祝) 

  勤労感謝の日（授業あり） 

12月3日(土) 

  TOEIC試験 

12月23日(金・祝) 

  天皇誕生日（授業あり） 

12月26日(月) 

  秋学期 年内授業打ち切り 

12月27日(火)～1月5日(木) 

  冬季休業期間 

1月6日(金) 

  秋学期 授業再開  

今後のスケジュール 

グローバルスタディーズ学部 

第20号  



 2016年夏季は「現代観光研究I」・「ホスピタリティ・マネジメント特別講義II」が開講し、8月21日（日）から26日（金）まで、ホスピタリティ・マネジ

メントコースの学生19名が引率教員4名とともに名桜大学（沖縄県名護市）を訪れました。名桜大学では、平野貴也教授による「マリンレジャーの歴史、セー

リングの原理と競技種目、ルールについて」、伊良皆啓上級准教授による「沖縄観光」・「イベント＆コンベンション」の講義を受講しました。平野先生の

授業では、実際に組み立てたセーリングに乗る体験をしながら競技について教わり、伊良皆先生の授業では多摩大学が東京オリンピックで藤沢市と協力する

ことを見据えて、国際イベントの準備・運営の重要点等も説明していただきました。名桜大学の学生の多くは実習や帰省で不在でしたが、沖縄の伝統芸能

「エイサー」を踊っている学生達と交流できたSGSの学生もいました。沖縄滞在中には、多くの女子学生が戦争の犠牲になったことを語り継ぐひめゆり平和

祈念資料館や、沖縄で戦死した人々の名前を刻んだ記念碑もある平和祈念公園を訪れ、平和な時代に大学生でいられることの意義を皆で考えました。また、

首里城や斎場御嶽、中城城といった世界遺産を訪れ琉球王国の文化・歴史を学び、沖縄本土復帰直後に開催された沖縄国際海洋博覧会跡地に設置された海洋

博公園にも訪れて沖縄の観光への造詣を深めました。  

 後援会定期総会・懇親会を開催 
 グローバルスタディーズ学部第８回後援会定期総会が、6月18日(土)1３時から湘南

キャンパスにて開催されました。 

 総会では、平成2７年度の事業報告・決算報告・監査報告、平成28年度の事業計画と

予算について審議され、参加の皆様（委任状含む）のご承認をいただきました。また、

平成28年度の役員を後援会役員会で選出し、会長に森山章彦氏が選出された旨の発表が

あり承認されました。森山会長からは副会長3名、監事2名、理事18名（常任理事含む）

の紹介がおこなわれ、総会は終了いたしました。その後、安田震一学部長による学部現

況、公益社団法人 藤沢市観光協会 奥村裕美インバウンド担当課長による「多摩大学＆

藤沢市との観光連携の取り組み」、長期および短期の留学をした学生9名による留学体

験報告会、「SGSのキャンパスライフと社会人生活」をテーマに２名の卒業生を迎えてのパネルディスカッションが行われ、有意義なひとときとなりました。 

 その後カフェテリアで懇親会がおこなわれ、会員の皆様、教職員が多数参加し、会員同士の親睦を深めたり、教職員との懇談で充実した時間となりました。 

 協定校・名桜大学での集中講義   

 多摩大学グローバルスタディーズ学部は、今年、10周年を迎えました。 従来からの英語教育、コミュニケーション向上に加え、インバウンドに対する

「おもてなし」、ホスピタリティに積極的に取り組んでいます。本シンポジウムでは、この取り組みや昨年11月に締結した藤沢市、藤沢市観光協会、多

摩大学の観光連携等協力協定をもとに、観光・ホスピタリティ、そして、湘南・藤沢

のインバウンド戦略について皆様とともに考えていきたいと思います。  

 

  寺島実郎学長基調講演「時代認識と観光・ホスピタリティ～湘南」  

  日時：2016年9月29日（木曜日）18：30～20：30  

  会場：藤沢商工会館ミナパーク（JR、小田急、江ノ電藤沢駅より徒歩約5分）  

お申し込み  

電話、FAX、メールのいずれかの方法にて住所・氏名・年齢・職業・

電話番号を添えて「シンポジウム」係まで  

【電話】0466（82）4141  

【FAX】0466（83）7917  

【メール】sgs-fun@gr.tama.ac.jp 

 グローバルスタディーズ学部10周年記念シンポジウム 

 本年も11月12日(土)・13日(日)に学園祭「SGS Festa」を開催します。10周年の今年は、テーマも「世界の10周年」と題して、世界のさまざまな10

年の出来事を取り上げていきます。 

 ゲストはまず、若手代表として”Shout it Out”が熱いライブを届けてくれます。このバンド、大阪府堺市出身で2012年に結成、「未確認フェスティバ

ル2015」で応募総数3,254組の中から見事グランプリを獲得しました。現在、活動の拠点を東京に移し、ブレイク寸前のバンドです。 

また、講演では上田比呂志(うえだひろし)さんが登壇。この方は大手デパート三越に入社後、1万人を超える社内応募者の中から選抜され、フロリダの

ディズニーユニバーシティでディズニーマネジメント（ディズニーウェイ）を学ばれました。現在はディズニーウェイをとり入れたおもてなしに関する

講演などを精力的にこなし、世界的に活動されている方です。SGSの得意とするホスピタリティについて、ディズニーウェイと絡めてお話いただけるこ

とでしょう。 

 出店では恒例となった世界の料理を1年生が中心となってご提供します。また、”Ｓtudy abroad café”として、お菓子と温かいコーヒー・紅茶を飲み

ながら、世界を感じることのできるコーナーを開催します。留学から帰国した学生による体験報告もあります。今年も学生が熱心に準備に取り組んでい

ますので、是非ご来場ください。 

 ◇◆ 第10回学園祭“ＳＧＳ Ｆｅｓｔａ”を開催します ◆◇  



海外研修（DISCOVER  ASIA  STUDY  TOUR） 
 

昨年に引き続き海外研修を実施します。より多くの学生からの申込みをお待ちしています。 

 

  ・グアム研修（グアム大学での研修） 

    日程：2017年2月5日（日）～2月10日（金）（5泊6日） 

  ・台湾・台北台中研修（協定校である国立曁南（ちなん）大学での研修） 

    日程：2017年2月第3週～2月第4週（6-7日間程度） 

  ・シンガポール研修（協定校であるナンヤンポリテクニックでの研修） 

    日程：2017年3月5日（日）～3月13日（月）（7泊9日） 

  ・マカオ・香港研修（協定校であるマカオ大学等での研修） 

    日程：2017年3月12日（日）～3月18日（金）（5泊7日） 

 

申込期間：9月20日（火）～10月21日（金）  

研修費用：160,000円 

最少催行人数：グアム研修は15名、グアム以外の研修は10名 

問い合わせ先：国際交流センター事務課 電話番号：0466-21-7731 メールアドレス：international@gr.tama.ac.jp 

学生会主催イベント 
 春学期は、学生会主催イベントが4回開催され、各イベントでは熱い議論や熱戦が繰り広げられ盛り上がりを見せました。ここ数年、参加学生の数が減

少傾向にあるため、一般学生に対して積極的に参加して学生間の親睦を深めるよう促しています。 
 

■春学期開催 学生会主催イベント 

右記の中から、World Caféについてご紹介します。 

［World Café］ 

 テーマを決めて、グループごとにディスカッションし、発表するという形式

で行います。今回のテーマは、「多摩大学の新しい留学プログラムを作ろ

う！」。3グループに分かれ、現状の留学プログラムに新たな魅力を加えるには

どうしたらよいかを議論しました。優勝は「複数の国でインターンシップを経

験する」プログラムです。それぞれの国のホスピタリティを経験することで、

国による違いを理解しようというチャレンジングな点が評価されました。このグループには図書券が賞品として贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★湘南台七夕まつり★  
 ７月2日(土)、3日(日)に湘南台駅地下特設会場にて、「第10回湘南台七夕まつり」が開催されました。例年、グローバルスタディーズ学部を中心とし

た学生が当日の運営を任されています。昨年に続き、七夕まつりの司会として本学学生が指名され、見事に進行を務めました。 

3日に行われた大学生フェスティバルでは湘南台近隣にある3大学(多摩、日本、文教)が参加しました。本学からは、軽音楽バンド「たむら」、ジャズバ

ンド「Jazzy Jazzy Jazzy」の2団体がパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げていました。 

国際交流センター 

日  程 イベント（内容） 

4月4日（月） 新入生歓迎パーティー 

5月14日（土） 遠足（江ノ島・江ノ島水族館） 

6月16日（木） World café 

7月9日（土） SGS杯ボウリング大会 



 本学部4年生（7期生）の8月31日時点の内々定率は

57.8％です。景気の好転もあり昨年より12ポイントほ

どプラスに転じています。昨年度から繰り広げられた就

職活動の時期の後ろ倒しの影響はあるものの、企業・学

生ともに前年度の採用（就職）活動戦線の反省を踏まえ

て、早め早めに対策と準備を行っていった結果だと思わ

れます（別表1参照）。8月下旬に入り、中堅・中小企

業を中心に多くの求人情報がキャリア支援課に届く一

方、企業からは秋採用の計画予定も伝えられてきていま

す。今後キャリア支援課は、就職活動中の4年生に対し

ては個別指導を強化し、卒業ぎりぎりまで学生と企業の

マッチングを図り、同時にできるだけ納得のいく就職先

が得られるまでフォローを続けてまいります。 

 3年生に対しては秋学期も引き続き「就職支援講座」

を実施予定で、秋学期は航空・関連施設業界希望者向け

のエアライン講座も開講予定です。また、この夏季休業

中には2、3年生がインターンシップに合計30名が参加しており（別表2参照）、引き続き職業選択の幅を広げられるような支援とアドバイスを行う予定です。  

 「大場先生はどうして英語教師になったの？」と学生からよく尋ねられます。私は大学の時、喫茶店のウェイトレス、銀行

で株券数え、会社でOL、スーパーで試食販売など、沢山のアルバイトを経験しました。その中でも一番楽しかったのが塾講師

と家庭教師でした。そして大学４年次に教育実習で母校を訪れ教壇に立ったのがもう楽しくて、そのまま教育の道へ進みまし

た。皆が就職活動で忙しくしている中、私はゼミ担当教員から大学院に進んで仏文学を極めるように薦められていましたが、

その当時は結局進学せずに就職したことは正しかったと今でも思います。 

 え、仏文学？！…そうです、実は私の大学時の専攻は仏文学で、大学ではフランス語と英語の教員免許両方を取得しまし

た。おかげで大学は４年間土曜の午後までみっちり通い、単位を取りまくりました。よく遊びよく稼ぎよく勉強もした充実の４年間でした。中等教育で

は、フランス語教師の仕事は未だにほとんどないので、私は取得した免許を活かして英語教師になりました。しかし、英語は大学での専門科目ではなかっ

たので、勉強しなおす必要性を感じ、私は２年間働いて貯めたお金でロンドン大学大学院教育研究科に留学（進学）しました。帰国してから中等教育で教

師をしながら、コロンビア大学大学院修士号も取得しました。 

 人生の次の転機は、当時勤めていた某インターナショナルスクールの経営が傾いてしまった時です。次の仕事を探さなければならなくなった時、同僚が

「大場先生は修士号も持っているし、大学で働いたらどうですか？」と私に助言しました。それを真に受けて国立大の教員公募に応募したところ、何と受

かってしまい、以後研究者人生が始まってしまいました。なんてアバウトなのでしょう。 

 そしてまたまた、大学教員になるには勉強が足りなかったので、またしても意を決してロンドン大学大学院に出戻りました。現在も学生として籍を置

き、博士論文を執筆中です。 

 このように私はなんとなく就職し、なんとなく学位を取り、なんとなく結婚をして子どももいるのですが、良く言えばその場その場で臨機応変に対応し

て乗り切った気もします。私は自分自身「ずっと一つのところに就職していたわけではないし、ふらふらした人生だなあ」と反省しているのですが、友人

に言わせると「ずっと英語教師を続けていて偉い」のだそうです。人生色々ですね。 

教員紹介 大場 智美 先生 Tomomi Ohba  

キャリア支援課 

OPEN CAMPUS 2016 【事前予約で特典あり！】 
多摩大学のオープンキャンパスは、在学生によるプログラムや、実際の授業を体験できる模擬授業など内容が盛りだくさんです。質問や不安なこと

は、個別相談で懇切丁寧にご対応いたします。保護者の方だけでもご参加いただけます。ご近所の方、後輩の高校生、お知り合いに是非ご紹介いただ

きますようお願いいたします。 

事前予約ページはこちら→http://www.tama.ac.jp/opencampus 

 
オープンキャンパス 

開催日程 

別表１：7期生の内定先                                             （2016年8月31日現在） 

製造業 （株）和光ケミカル、(株)プレッシオ、（株）丸山製作所、（株）がまかつ 

建設業 （株）クリマテック、（株）ヨコソー、ホームテック（株）、東光電気工事（株）、藤田商事（株）、（株）トーガシ 

情報通信業 

（株）Wiz、デジタル・インフォメーション・テクノロジー（株）、(株)ラクス、コンピュートロン(株）、コムテック
（株）、アイレックス （株）、（株）日本インサイトテクノロジー、（株）DNPメディアクリエイト、（株）ボード
ルア 

運輸業、郵便業 （株）アウテック、（株）ゆりかもめ、スカイマーク（株）、（株）スターフライヤー 

卸売業、小売業 

(株)饒田、(株)グローバル、(株)ジェイデバイス、協和医科器械（株）、JXトレーディング(株)、(株)東急ストア、(株)
スクロール、(株)ヨドバシカメラ、(株)東急ストア、(株)イオンリテール、(株)レッドバロン、インディテックス
（INDITEX）、(株)かねま、Abercrombie & Fitch、(有)ヴィーブトシ、(株)赤ちゃん本舗、(株)イーグルリテイリン
グ、(株)シーマ、(株)イーグルリテイリング、ディーゼルジャパン(株)、(株)キャンストアオペレーション、まいばす
けっと(株)、(株)ノジマ、(株)レッドバロン、(株)コスモネット、アウディジャパン販売(株)、（株）ジオン商事 

金融・保険業 (株)ケーユーホールディングス、スターツコーポレーション(株)、明治安田生命保険（相） 

不動産業 （株）ユーミーネット、（株）シティートータルプラン 

飲食店、宿泊業 

アパホテル（株）、ルートインジャパン（株）、（株）ローズホテルズ・インターナショナ、ル、森トラスト・ホテル
ズ＆リゾーツ （株）、（株）HUB、（株）オーイズミダイニング、 
（株）すかいらーく、（株）ダイヤモンドダイニング、（株）ブロンコビリー、（株）シャノアール 

医療、福祉 池上セントラル歯科、メディカル・ケア・サービス（株） 

教育、学習支援業 チモロ(株)、（株）ティルウィンド 

サ
｜
ビ
ス
業 

専門サービス 萬世リサイクルシステムズ(株) 

生活関連サービス業 （株）イービーエム、（株） エイチ・アイ・エス 

娯楽業 （株）ラウンドワン、（株）マルハン 

その他のサービス業 （株）ハンデックス 

  国内インターンシップ_実習企業名 (2016年度_春学期） 人数 業種    国内インターンシップ_実習企業名 (2016年度_春学期） 人数 業種 

1 アパマーケティング株式会社 1 メーカー（電車グッズ）  13 富士屋ホテル株式会社 1 ホテル 

2 アメリカンスクールインジャパン 2 教育  14 リゾートトラスト株式会社 1 ホテル 

3 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 1 法律事務所  15 株式会社ＡＮＡスカイビルサービス 1 空港サービス 

4 一般社団法人 日本ワーキングホリデー協会 2 官公庁・団体  16 株式会社ＮＫＳ能力開発センター 1 教育 

5 株式会社アクティブライフ 1 スポーツクラブ  17 株式会社コルコバード 1 Ｗｅｂサイト 

6 株式会社キング・テック 1 商社（デバイス）  18 株式会社さんこうどう 1 印刷 

7 公益財団法人 日本フィランソロピー協会 1 官公庁・団体  19 株式会社ジープラス・メディア 1 求人サイト運営 

8 公益社団法人 藤沢市観光協会 2 官公庁・団体（観光案内所）  20 株式会社タウンニュース社 1 フリーペーパー発行 

9 トレンドマスター株式会社 1 メーカー（おもちゃ）  21 株式会社八芳園 1 結婚式、宴会等企画 

10 日本水産観光株式会社鎌倉パークホテル 2 ホテル  22 株式会社ホライズンリゾートパートナーズ 1 ウェディング 

11 認定特定非営利活動法人 地球市民ＡＣＴかながわ/ＴＰＡＫ 2 ＮＰＯ・ＮＧＯ  23 株式会社ユーミーネット 2 不動産 

12 ヒルトン東京ベイ 1 ホテル  24 株式会社横浜ベイホテル東急 1 ホテル 

別表２：インターンシップ先 


