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第24号  

9月18日(火) 
  オリエンテーション 
9月19日(水) 
  入学式/卒業式/秋学期入学生健康
診断 
9月24日(月) 
  振替休日（授業あり） 
9月27日(木)～10月3日(水) 
  秋学期 履修登録期間 
10月4日(木)～10月10日(水) 
  秋学期 履修登録確認期間 
10月8日(月・祝) 
  体育の日（授業あり） 
10月20日(土) 
  TOEIC試験 
10月25日(木)～10月31日(水) 
  秋学期 履修登録中止期間 
11月2日(金) 
  学園祭の準備（授業なし） 
11月3日(土)・4日(日) 
  学園祭「SGS Festa」 
11月5日(月) 
  学園祭の後片付け（授業なし） 
11月8日(木) 
  特別研修日（一部授業あり） 
11月23日(金・祝) 
  勤労感謝の日（授業あり） 
12月1日(土) 
  TOEIC試験 
12月24日(月・祝) 
  天皇誕生日（授業あり） 
12月25日(火)～1月4日(金) 
  冬季休業期間 
1月5日(土) 
  秋学期 授業再開 
1月12日(土) 
  TOEIC試験 
1月14日(月・祝) 
  成人の日（授業なし） 

写真① 昆明・上海研修（8/18～8/24） 藤沢友誼館にて 

写真②沖縄（名桜大学）研修（8/27～9/2）首里城にて 
写真③ハノイ研修（9/9～9/15）ベトナム国立大学

にて 

写真④ 多言語メニュー作成支援プロジェ

クト 藤沢市役所にて 
写真⑤ 多言語メニュー作成支援プロジェク

ト 藤沢市役所にて  

写真⑥ 日本国際文化学会主催ICCO資格認

定セミナーに参加した4年次生の田邊輝宏君 

「さぁ～秋学期が始まりました！ 」 
 

 SGS Newsletter  第24号をお届けします。 

 秋の卒業式は9月19（水）に挙行され、新たに8名がめでたく社会人となり

ました。さらに、入学式では留学生2名、帰国生1名の計3名を受け入れること

ができました。これで、2018年度の入学者数は188名（昨年188名）と2年連

続で過去最高の入学者数を受け入れることになりました。交換留学生は、13名

受け入れることになりました。今後、留学生を含めた秋入学生のオリエンテー

ションにて科目履修など出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・中学校一種免許）およびゼミナールの2期生が卒業いたします。 

 2018年度のグローバルスタディーズ学部は、藤沢市、藤沢市観光協会との

協力連携をさらに関係を強化する年になりそうです。その一環としてまず8月

18日（土）から24日（金）にかけて12名の学生を昆明・上海研修団（写真①）に派遣することができました。昆

明市は藤沢市との姉妹都市であるため、今後は観光の促進と留学生の交流促進につながることでしょう。今回の研

修内容は、10月1日（月）の第7回SGSシンポジウムにて報告させていただきます。 

 また、第3回目となりました沖縄名桜大学研修（写真②）では、例年通り平和学習、セーリング、沖縄の観光やイ

ベント、制度などについて名桜大学の先生方の講義を受けました。沖縄研修に関しては11月の学園祭中にパワーポ

イント報告が行われます。この研修では、沖縄の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、来年の春休みの台湾研修では今度はその理由を聞くことができます。SGSはこうした接点を大事にしています

ので、来年の春休み中に実施予定の藤沢翔陵高等学校との合同台湾研修に興味を持っていただければ幸いです。 

さらに、9月9日（日）から9月15日（土）にかけて初めてのベトナム、ハノイ研修を開催いたしました（写真

③）。この研修では、11名のSGS生がベトナム国立大学ハノイ校にて英語で発表、さらには「ベトナム史」および

「ベトナム語」の授業を受けることができました。世界遺産に関してはハロン湾やハノイ市内のタンロン遺跡を見

学し、ホーチミン廟その他を参観しました。 

昨年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」プログラムを8月8日

（月）から9月7日（金）、計14日間実施いたしました（写真④、⑤）。このプロジェクトに参加した学生は、夏休

みを返上して頑張ってくれました。今年は17名の学生が参加し、その中でも1年生が10名頑張ってくれました。今

年は藤沢市役所の5階会議室をお借りして藤沢駅北口および南口のレストランのメニューを多言語化させていただき

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つのプロジェクが動いております。それ以外にも2018年のセーリングワールド杯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SGS生が作成した生け花を展示するプロジェクト、今回が3回目

となる「2018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19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』に昨年に続

き参加させていただくことになりました。このフォーラムにおいては、上述した多言語メニュー作成支援プロジェ

クトおよびその他のプロジェクトなど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の支援も全学的に取り組む所存でございます。 

研究関連では、日本国際文化学会の事務局が昨年湘南キャンパスに設置され、今年は7月7日（土）～8日（日）に

全国大会を開催させていただき、初日に91名2日目は93名が参加してくださいました。今回の全国大会では4年生

の西田良太君をリーダーとしてSGS生13名が運営を手助けしてくれました。さらに同学会が認定するICCO（文化

交流創成コーディネーター）資格に今年は本学部から4年生の田邉輝宏君（写真⑥）が挑戦してくださいました。 

最後になりますが、ご子息、ご令嬢の学習をご家庭でも見守っていただき、何か気になることがございましたら、

大学へご一報くださいますようお願いいたします。大学でしっかり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。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。  

 学部長  安田 震一 
        （ヤスダ シンイチ） 

       William Shang 
        （ウィリアム シャング） 



 平成30年９月19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8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16名を迎えました。皆緊張した面持ちで臨んでいました。帰国生1名、留学生2名、

交換留学生13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18日(火)からオリエンテーションに参加し、20日(木)からは早速授業を受講し

ています。 

 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10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29年度の事業報告・決算報告・監査報告、平成30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30年度の役員および会長を後援

会役員会で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、橋詰博

樹教授による「I Love 湘南 Project」説明とご報告、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   

 藤沢市との協定に基づく市民講座も本年で9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1日(土)は、田中孝枝専任講師が「持続可能な観光に向けた課題～観光公害から考える」という

テーマで、観光地の問題と解決方法の検討について世界の事例も紹介しながら講義しました。 

 第２回目９月8日(土)は、韓準祐専任講師が「観光まちづくりの可能性を探る～滋賀県高島市新旭町針江地区の

実践を中心に～」という講義をおこないました。外部から求められる理想的な「里山」像を意識しながら、内部で

生じる軋轢や葛藤の緩和にも取り組んでいる彼らの実践を概観しました。 

 第３回目９月１5日(土)は、小松加代子教授が「女人禁制の行方～聖俗とジェンダーの視点の交差する場所か

ら」というテーマで伝統といわれているものの多くは、近代に形作られたものが多いことに留意しつつ、宗教的な

理由とされているものが、実は世俗的な理由と混同されていることなどを問題として論じました。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。 

 藤沢市市民講座 

今 年 も 、11月3日(土)・4日(日)にSGSFesta」 を 開 催 し ま す 。 今 年 で12回 目 と な る 学 園 祭 の テ ー マ は 、

「Visualize」です。ビジュアライズとは、「想像する」、「視覚化」という二つの意味があります。この二つの言葉

どおり、学園祭実行委員が心に描いた学園祭を、目に見える形にしたいという思いでテーマを設定しました。 

今回の学園祭は、子供から大人まで「あらゆる世代に楽しんでもらう」を合言葉に、多数の企画をご用意させて頂

いております。新たな企画としては、フリーマーケット、ブロックを使ったキッズルーム、児童対象のEnglish教室な

どがあります。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提供する「世界の屋台村」を開催します。

また、 お菓子とコーヒー・紅茶を飲みながら世界を感じることのできる“Study abroad café”を開催します。この

コーナーは、国際交流委員会が中心となり本学の日本人学生、留学生、地域の外国人が共同企画しています。また、

保護者の皆様対象に、11月4日(日）13：00から留学から帰国した学生による体験報告型パネルディスカッション、交

換留学生による母校紹介もあります。その他、ゼミ、サークルでの発表なども目白押しになっています。 

今年の学園祭実行委員会は、学園祭実行委員長の西川貴洋君をはじめ2年生が中心ですが、慣れない部分を情熱と団結

力で補って取り組んで参りました。学園祭当日、保護者の方をはじめ多くの方の御来場お待ちしております。 

 ◇◆ 第12回学園祭“ＳＧＳ Ｆｅｓｔａ”を開催します ◆◇  

昨年度から1年生向けの初年次教育として「『志』スタートアップ」という授業を実施しています。準必修科目とし

て1年生は全員が受けるものです。大学生として学んでいく上で必要な心構えを学ぶことが中心ですが、学生同士の

コミュニケーション強化も意図しています。6月20日、21日の授業では入学時オリエンテーションの振り返り研修

として、藤沢市出身の南流石氏をお招きし同氏が振り付けた地元藤沢の応援ソング「キュンとさせるこのまちで。」

（通称：キュンダンス）」を全員が踊るという内容を実施しました。最初は戸惑っていた学生も身体を動かす内に和

気あいあいとした雰囲気となり、普段以上に親睦を深めていました。 

 藤沢市市民講座 

 『志』スタートアップ 



  

 

 

ナンヤンポリテクニック（シンガポール）Study Tour受入れ  
 9月29日(土)～10月5日(金)に、交換留学提携先であ

るナンヤンポリテクニック(シンガポール)から36名(学

生34名、教員2名)のStudy Tourを受け入れました。 

滞在中、学内では授業のみならず、日本文化の体験（浴

衣を着てのお茶体験）を行いました。また、本学の学生

が引率して辻堂にある藤沢市藤澤浮世絵館や横浜市にあ

る防災センターを訪れました。 

 本学の学生が海外の学生と交流することによって、文

化や価値観の違いを感じ、日本人としてどうあるべきか

を考える機会にりました。 

第12回湘南台七夕まつり 
 毎年恒例となっている湘南台七夕まつりが、7月1日(日)から

7月7日(土)まで、湘南台駅地下通路で行われました。企画段階

から当日のMCまでEPU(学生会イベントプロモーションユニオ

ン)代表の吉田善哉君(２年)が担当しました。また、7月1日(日)

は、SGSのサークルより「音多摩（軽音）」、「Jazzサーク

ル」、「Free Style Football Circle ＆ Tama Dance Club」

が、イベントで演奏や演技をしました。会場の観客から多くの

拍手喝采が寄せられました。 

国際交流センター 

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13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。  

今回、来日している留学生の出身校は下記のとおりで

す。  

「海外交換留学生出身大学」 

ナンヤンポリテクニック(シンガポール)4名、ロイヤ

ルメルボルン工科大学(オーストラリア)3名、ビヌス

大学(インドネシア)2名、義守大学(台湾)2名、国立

曁南国際大学(台湾)1名、真理大学(台湾)1名です。 

海外留学について 
  

 グローバルスタディーズ学部の留学プログラムは、海外研修(Hop)、短期留学(Step)、長期留学(Jump)の三段階に分けて提供しています。それぞれ

下記の通り説明会を開催いたします。 

六会中学校の文化祭への出店  

 多摩大学の近隣に隣接する六会中学校の六陵祭(文化祭)にEnglish 

Caféを出店しました。学園祭実行委員のメンバーが事前に手作りで

用意した、「世界遺産の写真を使った神経衰弱ゲーム」、「英語での

国旗当てゲーム」などを提供し、多くの来場者(352名)に大変喜んで

頂きました。 

Free Style Football 世界大会3位   
グローバルスタディーズ学部のFree Style Football サークル所属の村井幸介君 (3

年)、天笠雄斗君(3年)がチェコのプラハで行われたSuperball 2018(フリースタイル

フットボール世界大会)において、ダブルルーティン部門(2人でのパフォーマンス)

で3位になり、表彰台にあがりました。 

 

 海外研修 短期留学 長期留学 

留学期間 2018 年度 春休み期間 2018 年度 春休み期間 2019 年度、春学期若しくは 1 年間 

説明会日時 
10 月 10 日(水) 

10 月 18 日(木) 

10 月 8 日(月) 

10 月 16 日(火) 

説明会は、7 月、9 月に 

3 回開催しました。 

申込締切日 11 月 9 日(金) 
第Ⅰ期 10 月 26 日(金) 

第Ⅱ期 11 月 9 日(金) 

交換留学は終了致しました。 

一般留学 11 月 9 日(金) 

※2018年度春休み期間出発海外研修は、シンガポール研修とベトナム研修を予定しております。 

2018年度春学期Best Library Patron Awardの発表を9月18日のオリエンテーションで行いました。Best Library 

Patron Awardは、学期中の貸出冊数の上位3名に賞状と副賞を贈呈する制度です。今回は1位が122冊、2位が78冊、3

位が38冊でした。2位と3位の冊数に開きがありますが、それは「延滞の督促メールを受け取るのは3回まで」という

ルールにより、対象外となってしまった学生が多かったからです。（貸出規則はきちんと守って利用しましょう。） 

読書の秋到来！課題や自主学習のための本はもちろん、小説やエッセイなどの読み物も多数取り揃えてお待ちしてお

ります。皆さん、秋学期のBest Library Patronに奮って挑戦してみてください！ 

 

 図書館より 



 本学部4年生（9期生）の9月20日現在の内定率は71.6％です（表１）。近年の採用活動の大幅な後ろ倒しによる影響で、学生の就職活動の期間は長期
化しています。求人状況は活況で8月下旬に入ってからも中堅・中小企業を中心に多くの求人、合同企業説明会の情報がまだまだ大学にも届いており、秋学
期はこれらの求人を活用し学内説明・選考会の実施、さらに外部での合同企業説明会への誘導、多摩キャンパスとの合同企業説明会への誘導などの他、個別
指導を強化し、学生が満足できる進路先決定を目標に卒業時ぎりぎりまでフォローしてまいります。 

3年生に対しては秋学期も大小合わせて約20回のキャリア支援講座を実施します。秋学期にはホテル業界や航空業界を希望する学生向けのサービス・エア
ライン講座も開講します。また、夏季休業期間中には２、3年生がインターンシップに計17名が参加（表２）し、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。 

高橋 順子 先生 Junko Takahashi 

キャリア支援課 

表１：4年生（8期生の内定先(抜粋）） （2018年8月31日現在） 

製造業 （株）廣済堂、(株)三共製作所、神明電機（株）、スズキ（株）、(株)徳力本店 

建設業 （株）小泉、(株)日本ハウスホールディングス 

情報通信業 アイティーシージャパン（株）、アドックインターナショナル（株）、(株)アプリコット、 

アンドール（株）、インターネットウェア（株）、（株）キング・テック、ＣＬＩＮＫＳ（株）、 

（株）セラク、（株）トラント、日本ソフトウェアマネジメント（株）、（株）ハートソフト、 

（株）ビジョン 

運輸業、郵便業 小田急電鉄（株）、（株）ジェイ・エス・エス、日本郵便、ワールドエンタプライズ（株） 

卸売業、小売業 アイ・ティー・エックス(株)、アペックスグループ、（株）オアシスライフスタイルグループ、 

（株）杏林堂薬局、ＪＫホールディングス（株）、（株）ジャパンビバレッジホールディングス、 

（株）スズキ自販湘南、（株）ゾフ、田中興産(株)絵里奈事業部、（株）ＴＡＰインタートレー

ド、 

（株）ニトリ、（株）ネクステージ、（株）花菱、（株）羽田エアポートサービス、（株）ビックカ

メラ、 

（株）馬里奈、ムーンオブジャパン（株）、（株）ルームワン、（株）ロピア 

金融業、保険業 いちよし証券、住友生命保険、第一生命保険（株）、明治安田生命保険相互会社 

不動産、物品賃貸業 （株）ティーケーピー、（株）ＤＩＰＳ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ミライフ(株) 

宿泊業、飲食サービス業 （株）帝国ホテル、（株）星野リゾート・マネージメント、ザ・テラスホテルズ（株）、 

ルートインジャパン(株)、（株）シャノアール、（株）すかいらーく、（株）王将フードサービス、 

（株）物語コーポレーション、（株）にっぱん 

医療、福祉 （株）サンケイビルウェルケア、(株）ベネッセスタイルケア 

教育、学習支援業 ジェイ・マックス（株）、（株）ティルウィンド 

専門・技術サービス業 （株）平山 

生活関連サービス業 （株）エイチ・アイ・エス、（株）コシダカ、（株）シーズ・ラボ、高見（株）、 

（株）ブライダルプロデュース 

複合サービス事業 さがみ農業協同組合、横浜農業協同組合 

その他サービス業 アサヒ飲料販売（株）、（株）アサンテ、（株）エイジェック、トランスコスモス（株） 

企業名  業種/分類 

株式会社ホテルニューグランド  1名 ホテル 

藤沢商工会議所 2名 官公庁・団体 

公益財団法人日本フィランソロピー協会 1名 文化団体 

株式会社タウンニュース社 1名 広告業 

スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 1名 法律事務所 

大安興業株式会社江の島ボウリングセン

ター 

1名 ボウリング場 

認定特定非営利活動法人地球市民ＡＣＴ

かながわ 

1名 官公庁・団体 

特定非営利活動法人 留学協会 1名 官公庁・団体 

公益社団法人 藤沢市観光協会 1名 官公庁・団体 

ヒルトン東京ベイ 1名 ホテル 

非営利活動法人JIAOLIU鎌倉 2名 NPO団体 

株式会社ロイヤルパークホテル 1名 ホテル 

株式会社ティーエヌエス 1名 情報サービス業 

日本水産観光株式会社鎌倉パークホテル 1名 ホテル 

ユーミーらいふグループ 1名 不動産取引業 

表2：インターンシップ派遣先 

教務委員長の高橋です。 

アルバイトのやりすぎで学業に支障、朝起きられない、集中力がない 

本学部が2007年に開設して以来、前身の湘南国際女子短期大学に引き続き教鞭をとらせていただいております。担当してい

る科目は英語関連の基礎科目と英語教員免許取得を目指す教職科目です。昨年度からは教務委員長を拝命し、担当する授業

外の学生と接触する機会も増えました。本学の学生は挨拶がきちんとできる明るい学生が多いと、外部の方々から高評価を

受けることが多々あります。たいへんうれしいことです。学生の中には、週5日もアルバイトをしている勤労学生がいます。

こちらは健康と単位取得に影響しないかと少し心配です。大学は大学院や専門学校に進学する学生を除けば、大半の学生に

とって最後の教育機関です。学生の身分で過ごせる期間に、大学でなければ経験できないことに持ち前の明るさと積極性で

どんどん挑んでいってほしいと願ってやみません。 

OPEN CAMPUS 2018 【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前予約ページはこちら→https://www.tama.ac.jp/admission/go/opencampus/index.html 

【日程】 

10月28日（日） 

11月3日（土）4日（日）学園祭 

11月25日（日） 


