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グローバルスタディーズ学部

学部長あいさつ

「さぁ～秋学期が始まります！」
SGS Newsletter 第22号をお届けします。
秋の卒業式は9月20日（水）に挙行され、新たに10名がめでたく社会人
となりました。さらに、入学式では編入生2名、留学生1名、帰国生1名の
計4名を受け入れることができました。これで、2017年度の入学者数は
188名（昨年166名）と過去最高の入学者数を受け入れることになりまし
た。今後、3年次編入生に対してはゼミナールの選択から科目履修など出
今後のスケジュール
10月5日(木)～10月11日(水)
秋学期

履修登録確認期間

10月9日(月・祝)

来る限りスムーズにSGSに溶け込めるようお手伝いさせていただきます。
さらに、もう半年もすると英語教職課程（英語科目高等学校・中学校一種

学部長

安田 震一
（ヤスダ シンイチ）

免許）およびゼミナールの一期生が卒業いたします。
2017年度もグローバルスタディーズ学部にとってさらなる変化の年に

William Shang
（ウィリアム シャング）

体育の日（授業あり）

なりそうです。まず、藤沢市、藤沢市観光協会との協力連携の一環として藤沢のレディオ湘南が台湾の国営放

10月26日(木)～11月1日(水)

送局（台湾国際放送RTI）と提携していることから、本学部が3月に提携した台湾の真理大学に9月11日から

秋学期

履修登録中止期間

11月3日(金・祝)
文化の日・学園祭の準備（授業なし）
11月4日(土)・5日(日)
学園祭「SGS Festa」

協会と本学部の三者連携、セーリング、日本の観光地、日本に期待することなどの発表を行い、両大学の学生
は台湾国際放送の記者の取材を受けておりました。さらに、2回目となりました沖縄名桜大学研修（写真②）
では、沖縄に来るインバウンドの三分の一は台湾からの観光客である、と授業で学び、今度は台湾側からその
理由を聞くことができました。SGSはこうした接点を大事にしています。

11月6日(月)
学園祭の後片付け（授業なし）
11月23日(木・祝)
勤労感謝の日（授業なし）
12月2日(土)
TOEIC試験
12月23日(土・祝)
天皇誕生日（授業あり）
12月26日(火)～1月4日(木)
冬季休業期間
1月5日(金)
秋学期

17日にかけて学生16名の研修団（写真①）を派遣することができました。真理大学にて藤沢市、藤沢市観光

授業再開

1月8日(月・祝)
成人の日（授業なし）

6月末に立ちあげた「I Love 湘南 Project」の一環として「多言語メニュー作成支援」プログラムが8月7日
（月）に正式にスタートいたしました（写真③、④）。このプロジェクトに参加したゼミ生は、夏休みを返上
して頑張ってくれました。9月に入り、これまでのゼミ生に2年生および1年生が加わり、混合チームで江の島
の店舗にて聞き取り調査を行い、メニューの多言語化に取り組みました。
今後も多言語メニュー化を進めながら藤沢市北部の農産物や畜産業などの調査、江の島や藤沢に欧米人観光
客を誘致する活動、年明けには「七福神めぐり」および「エノシマ・トレジャーハント」などの支援のための
学生派遣など4つのプロジェクトが動いております。それ以外にも2018年のプレプレ大会から江の島のヨット
ハーバーに日本文化を紹介するコーナーが設立され、そこに学生が作成した生け花を展示するプロジェクト、
昨年に引き続き2回目となる「2017年ぶらりゴミ拾い」などにも学生の参加を呼び掛けております。本学部と
しては、こうしたプロジェクトに積極的に皆さんが関わることで社会人と接触しつつ成長することを大いに期
待しております。
また、10月6日（金）には、（公益財団法人）湘南産業振興財団の『創業・新事業進出フォーラム』に初め
て参加させて頂くことになりました。こちらでは、上述した多言語メニュー作成支援プロジェクトの取り組み
を紹介し、興味を示してくださる企業、団体を含め、産業界とともに地域の問題に取り組み、願わくは問題を
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解決することによって支援の輪を広げることを目指しております。地元とともに藤沢・湘南地域での活動に貢
献することが本学部の目的でございます。当然ですが、オリンピック・パラリンピック、セーリングのワール
ドカップ、新たに2019年のラグビーのワールドカップ主催への支援も全学的に取り組む所存でございます。
研究の面では日本国際文化学会の事務局が湘南キャンパスに設置されると同時に2018年7月に学会の全国大会
開催校に指名されました。本年度もこれまで以上の展開がみられると期待していただければ幸いです。SGSは
皆様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ると共に地域貢
献に取り組みながら進化していく所存でございます。
ご子息、ご令嬢の学習を家庭の方でも見守って頂き、何か気になることがございましたら、大学へご一報い
ただければ、対応させていただきます。これが少人数制の利点ですので、最大限に活用していただければ幸い
です。

写真① 台湾研修 提携校の真理大学 両大学の代表の集合写真 写真② 沖縄 名桜大学研修

写真③ 多言語メニュー作成支援 藤沢市観光センター

写真④ 多言語メニュー作成支援 片瀬江ノ島駅

2017年9月11日（月）～17日（日）

2017年9月12日（火）

2017年9月15日（金）

2017年8月20日（日）～25日（金）

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９回後援会定期総会が、6月16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28年度の事業報告・決算報告・監査報告、平成29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29年度の役員を後援会役員会で選
出し、会長に中村広氏が選出された旨の発表があり承認されました。また副会長3名、監事2名、理事21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、長期および短期の留学をした学生による留学体験報告会、そして、成績関連、留学、就職関連、学生生
活の部屋に分かれて個別相談会が行われ、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。

秋卒業式と秋入学式
平成２９年９月20日(水)に秋学期の卒業式と入学式を行いました。
卒業式では、卒業生10名を盛大に送り出しました。式中には学部長が卒業生との思い出を語る
場面もあり、本学らしいアットホームで手作り感あふれる式典になりました。
また卒業式後には、懇親会を行い、教職員と懇談し在学中の思い出話はつきませんでした。
入学式では新入生11名を迎えました。皆緊張した面持ちで臨んでいました。留学生1名、帰
国生1名、編入学生２名、交換留学生7名が本学で学びます。１日も早く本学での生活に慣れて
多くの在学生と交流することを楽しみにしています。
新入生は入学式前日の19日(火)からオリエンテーションに参加し、21日(水)からは早速授業を受講しています。

藤沢市市民講座
藤沢市との協定に基づく市民講座も本年で8年目を迎えることになりました。今年の共通テーマ
は「グローバルな視点を持って地域を考える」とし、全３回を開講しました。
第１回目９月2日(土)は、安田震一学部長が「欧米人から見た藤沢・湘南地域―歴史から見た提
言」というテーマで、藤沢・湘南地域の歴史を紐解き、欧米人とのつながりについて講義しまし
た。
第２回目９月９日(土)は、藤田寛久非常勤講師が「湘南藤沢と戦争、台湾少年工、戦後東アジ
ア」という講義をおこないました。台湾少年工の歩んだ軌跡を辿りつつ、湘南藤沢を東アジアとい
う広い視点から考えていきました。
第３回目９月１６日(土)は、田中孝枝専任講師が「世界遺産は誰のものか？－文化人類学からの
アプローチ」というテーマで文化人類学の観点から世界遺産について考え、地域の文化財の保護と
活用、観光の持続可能性について議論しました。
この市民講座は、毎年楽しみにされている方も多く、アンケートでも高い評価を得ることができました。

◇◆

第11回学園祭“ＳＧＳ

Ｆｅｓｔａ”を開催します

◆◇

11回目を迎える学園祭が今年も11月4日（土）、5日（日）の二日間にわたって開催されます。今年のテーマは【Happy!～みんな笑顔にSGS～】です。
お越しいただいた皆様にHappyになっていただくために、学園祭実行委員会メンバーを中心とした学生達が、先ず一番に楽しみ笑顔が溢れる学園祭にしたい！
という思いから決められたテーマです。
出店では、1年生を中心としたAEPクラスが世界各国の代表的な料理でおもてなしします。
藤沢市の協力により、ふじキュンやしょもたんなど多くのゆるきゃらが来校し、みんなでふじキュンダンスを踊るイベントや、神奈川県吹奏楽コンクールで
見事金賞を受賞し、神奈川県代表として関東大会に出場した、藤沢市立六会中学校の吹奏楽部による迫力ある演奏も楽しめます。もちろん本学の音楽系サーク
ル（ジャズ、アコースティック、軽音楽）も演奏します。
サークルやゼミの出展では、日頃の活動報告や、テニスコートを使って豪華景品が当たるストラックアウトやパターゴルフなどが楽しめます。他にもまだま
だ多くのイベントや出展がありますので、思う存分楽しんで飛び切りの笑顔になって下さい。

国際交流センター
ナンヤンポリテクニック（シンガポール）Study

秋からの交換留学生
9月から1月までの期間、多摩大学が協定を結んでいる海外の大学から

Tour受入れ

7名の交換留学生が来日し、湘南キャンパスで学んでいます。

9月23日(土)～29日(金)に、交換留学提

今回来日している留学生の出身校は下記のとおりです。

携先であるナンヤンポリテクニック（シン

ナンヤンポリテクニック（シンガポール）2名、国立曁南国際大学

ガポール）から39名(学生37名、教員2名)

（台湾）3名、ビヌス大学（インドネシア）1名、東国大学（韓国）1名

のStudy Tourを受け入れました。

秋の長期留学

滞在中、学内では授業のみならず、浴衣
を着てのお茶体験を行いました。また、本

8月から2名の学生が長期語学留学で、サンディエゴ州立大学（アメリ

学の学生が引率して江の島・鎌倉ツアーに

カ）、ビクトリア大学（カナダ）へ出発しました。また、引き続き1名

出かけました。防災体験や日本庭園の訪問

の学生が長期交換留学として国立曁南国際大学（台湾）で留学生活を

も行い、日本の文化や日本人の国民性など多くのことを学んだことと思います。

送っています。

夏の短期留学
8・9月に22名の学生が短期語学留学をしました。留学先は下記のとおりです。
ロンドン大学（イギリス）6名、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ）2名、クライストチャーチ工科大学（ニュージーランド）1名、開南大学
（台湾）1名、漢陽大学（韓国）2名、ELS Language Center San Francisco（アメリカ）2名、ELS Language Center Vancouver（カナダ）6名、ELS
Language Center Sydney（オーストラリア）2名

第11回湘南台七夕まつり
7月1日（土）、2日（日）毎年恒例となっている湘南台駅
地下イベント広場で行われた第11回湘南台七夕まつりにお
いて、両日とも多摩大学学生会執行部の学生が司会の大役を
勤 め ま し た。（1日 目 ： 当 時 学 生会 長
目：1年生

田 村 里 佳 子、2日

森島玲奈、後藤向日葵）

尚、2日目のサマー・ユニバーシティ・フェスティバルで
は多摩大学の音楽3サークル（ジャズサークル、温故知新、
音多摩）が演奏し、会場を盛り上げました。

日

程

イベント（内容）

10月14日（土）、15日（日）

湘南台まつり出展

10月21日（土）

ぶらり六会ゴミ拾い

10月28日（土）、29日（日）

湘南台ファンタジア

11月18日（土）

藤沢ワイン祭り（藤沢商工会議所青年部主催）

11月26日 （日）

イルミネーション湘南台2017

第12回藤沢宿・遊行の盆「遊行ばやしコンテスト」
7月22日（土）に藤沢駅北口の遊行通り4丁目商店街で開催された遊
行ばやしコンテストに、今年は多摩大学から留学生を中心として16名
の学生が参加しました。藤沢市人権男女平和課から参加の4名の外国人
を含めて「TAMA University with International team」というチー
ム名で遊行ばやしコンテストに参加し、参加した22連のうち2連に与
えられた審査員特別賞を受賞しました。当日は65,000名（主催者発
表）の参加があり、翌日もJCOMの特番で大きく発信されました。

ふじキュン♡来学
グローバルスタディーズ学部では今年度より1年生に対して、大学での学びを続けていく上で必要な心構え、考え
方などを伝える「『志』スタートアップ」という授業を行っています。授業の中では数回、外部講師の方を招いて観
光に関係する日本文化の紹介や地域の実情などについてもご講義いただいています。6月29日には藤沢市経済部観光
シティプロモーション課の方に来学していただき、藤沢市の現状と課題、シティプロモーションにかける思いなどを
語っていただきました。「キュンとするまち。藤沢」をキャッチフレーズに活動する同課が公式マスコットキャラク
ターとしている「ふじキュン♡」も同行し、学生に挨拶をしてくれました。ヨットの耳がチャームポイントのふじ
キュン♡の愛らしいしぐさに学生も「カワイイ！」の声。藤沢観光プロモーションの一端を感じてもらえたのではな
いかと思います。

大学協力祭出展およびボランティア
ボランティア

キャリア支援課

別表1

本 学 部4年 生 （8期 生 ） の8月31日 時 点 の 内 々 定 率 は

No. 日程

名称

趣旨

6

9/26、9/27

第3回ガイダンス（本格始動 秋の講座の詳細説明）

全体像

7

10/3、10/4

①応募書類ー自己分析-PREP法による自己PRの作成の仕方

書類対策

53.4％です。昨年度からの就職活動の時期の後ろ倒しの

8

10/10、10/11

②応募書類ー自己分析-自己PRを完成させる（最終形にします）

書類対策

影響により学生の就職活動は長期化傾向にあるものの企

9

10/17、10/18

③自己PR作成ー「仕事に求められる力」

書類対策

10

10/24、10/25

④自己PR作成ー「伝える軸と文章にする流れ」

書類対策

11

10/31、11/1

⑤自己PR実践ー志望動機作成の準備（面接で聞かれなくても準備するのはなぜかのか…）

書類対策

12

11/7、11/8

業界研究の仕方

全体像

13

11/28、11/29

「採用に利用される秋冬のインターンシップとは？」その具体的活用方法

書類対策

行っていった結果だと思われます。求人状況は活況で、8

14

12/5、12/6

志望動機を完成させます

自己分析の総括

月下旬に入り、中堅・中小企業を中心に多くの求人情報

15

12/12、12/13

模擬面接会①

120分版 ※スーツ着用

書類対策

16

12/19、12/20

書類のミスを回避！落ちないエントリーシート＆履歴書

実践訓練

1/9、1/10

第4回就職ガイダンス
・得た情報の振返り（模擬面接会②の申込説明、学内・学外合説申し込み説明あり）
・企業研究：「企業説明会」攻略講座
・欠席届、卒業見込み
・4点セット書類について

全体像

1月中旬

（予定）就活用 写真撮影会（予約制／所要時間30前後で撮影終了します）
＜※詳細は11月のキャリア支援講座内でアナウンスします＞

書類対策、
みだしなみ

2/8

第5回就職ガイダンスー最終回

全体像

2/20、2/21

模擬面接会②（2回目） 90分+120分版 ※スーツ着用

実践練習

「SPI3」対策講座（問題の趣旨と、採用試験でどう使われるかを知る！）

筆記試験対策

スーツ着こなし講座

みだしなみ

ヘアメーク講座

みだしなみ

業採用活動のスパンが短く一社当たりの選考期間は短い
のが特徴です。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

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、

17

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(別表1)で、秋学期はサービス業や航空・関連施
設業界希望者向けのサービス・エアライン講座も開講予

単 11/17
発
開 11月下旬
催
12月上旬

定です。また、この夏季休業中には2、3年生がインター

12/21、22

学内合同企業セミナー（1回目）

実践練習

ンシップに合計28名が参加しており（別表2参照）、引き

2/13、14、15

学内合同企業セミナー（2回目）

実践練習

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

3月上旬ころ

（調整中）無料バスツアー＜マイナビ MEGA就職EXPO＞

実践練習

を行う予定です。

3/14、15、16

学内合同企業説明会（1回目）

実践練習

備考

事前申込制
（別途案内）

事前申込制
（別途案内）

別表2
企業名

人数

業種/分類

企業名

人数

業種/分類

企業名

人数 業種/分類

1

株式会社ディーインクリエイティブ

1 情報サービス業

7

株式会社ＡＮＡスカイビルサービス

3 空港サービス

13 株式会社ユーミーネット

4 不動産

2

スクワイヤ外国法共同事業法律事務
所

1 法律事務所

8

株式会社コルコバード

2 WEBサイト

14 公益社団法人 藤沢市観光協会

2 官公庁・団体

3

大安興業株式会社江の島ボウリング
センター

1 ボウリング場

9

株式会社ティーエヌエス

1 情報サービス業

15 特定非営利活動法人 留学協会

2 官公庁・団体

4

日本水産観光株式会社鎌倉パークホ
テル

認定特定非営利活動法人地球市民ＡＣＴ
16
かながわ

2 官公庁・団体

2 ホテル

10 株式会社トーコン

1 物流
2 飲食
2 教育

5

ヒルトン東京ベイ

1 ホテル

株式会社トランジットジェネラルオ
11
フィス

6

株式会社ＡＤＣＥＥ

1 情報サービス業

12 株式会社パソナフォスター

韓

準祐

先生

Junwoo Han

私は、2017年４月１日付でグローバルスターディーズ学部に専任講師として着任しました。韓国の全羅南道順天市という小さな地
方都市で生まれ育ち、2000年に立命館学園が設立した立命館アジア太平洋大学に入学し、大分県別府市で主に国際関係、メディ
ア、観光について学びました。同大学を卒業してからは、立教大学院観光学研究科に進学し、観光学専攻で修士及び博士号を取得
しました。大学院では、大分県由布院温泉と滋賀県針江地区の観光まちづくりに焦点を当て、持続可能な地域開発のモデルを探る
研究を行いました。
グローバルスターディーズ学部では、ホスピタリティ・マネジメントコースの専門科目「観光Ⅱ」「癒しの文化論」「アジアと地
域社会Ⅱ」と語学「韓国語Ⅰ」を教えています。「韓国語Ⅰ」では、韓国語の文字・ハングルの構造や特徴や子音・母音の発声及び書き方を習う等基礎から学
ぶことができます。語学の授業ではありますが、韓国の社会や文化についても理解を深められるように努力しています。専門科目においては、受講生が自ら考
え、議論し、発信できるような環境づくりを心がけています。ホスピタリティ・マネジメントコースに所属する学生のみならず、国際教養コースの学生にとっ
ても興味を持って受講できる科目にしていきたいと思っております。最後に、学生委員会またハラスメント委員会のメンバーとして、学生の声をしっかり拾い
あげられるよう努力いたします。

OpenCampus2017
オープンキャンパスでは模擬授業に加えまして、保護者様向けプログラムや入学試験に関する個別相談会などを行っております。キャンパスや在学生および教職員の雰囲
気を体感していただけるイベントとなっておりますので、お知り合いのかたなどへご紹介していただけますと幸いです。

10/29sun、11/4sat,5sun：学園祭、11/26sun いずれも13:00~開始
お申し込みはこちら↓

（事前予約特典有！）

ハロウィン×オープンキャンパス

ふじキュン♡とチャドマレーンさん（7/30OC）

模擬授業風景

