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将来のこと。
第52回紫雲祭
大切な自分の進路、将来について一緒に考えよう。

実行委員がオススメする紫雲祭の歩き方。

わたしのふるさと自慢
つるみんなり隊

クラブ活動PickUP!
第48回全日本歯科学生総合体育大会
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学生に寄り添い、就職活動を全面支援
就職率も年々アップへ
──キャリア支援課って、何をす
るところですか。

西村　主な仕事は、学生の就活支
援です。求人情報の収集・告知に
始まり、個別の就職相談、講座形
式の就職ガイダンスや学内合同企
業説明会の開催など、数々のサ
ポートを行っています。
　これらの仕事を一手に担ってい
るのが、総勢10名のスタッフで
す。そして、そのスタッフのうち
6名は厚生労働省指定のキャリア
カウンセラー（有資格者）です。
以前は、就職相談に来た学生に
一律的な指導で接することもあり
ましたが、組織改革を進め、2013
年度からはキャリアアドバイザー
を公募。新たに4名の人材を外部

──学生との個別相談を重視して
いるそうですね。

西村　就職活動では入社したい
「こころざし」を企業に伝えるわけ
ですが、そのためには本人の興味
関心や自分でも気づいていない気
持ちを探る必要があります。就職
ガイダンスや履歴書添削、面接指
導も大切な支援です。キャリア支
援課では個別相談を重視し、十人
十色である学生の気持ちを「一緒
に」考え、自信を持って選考の場
面へ送り出せるよう支援していま
す。
また、就職を希望する文学部の
4年生全員を対象に、キャリア支
援課のスタッフが手分けして、「電
話掛け作戦」も年に４回、実施し
ており、就職状況を確認するとと
もに求人情報なども提供していま
す。ここまで手厚く学生の就活を
支援している大学は、全国的にも

から採用し、学生の気持ちに寄り
添い傾聴を基礎とした就職相談を
行っています。

少ないのではないでしょうか。

──そうした努力が実り、就職率
も年々アップしているそうですね。

西村　3年前に80％だった文学部
の就職率（就職希望者に占める決
定率）が、昨年度は94％でした。
ここ数年、就職率は右肩上がりで
す。もちろん、景気の動向なども
あり、キャリア支援課の努力の結
果だけではありませんが、就職率
のアップは嬉しい限りです。
キャリア支援課では、就活支援
のほかにも、主に1、2年生を対象
に、個別相談を通して、将来の進
路や目標について一緒に考える、
「なりたい自分」探しのお手伝いも
しています。
また、キャリア支援課の出入り
口もガラス張りに改修し、明るく
なりましたので、学年問わずいつ
でも気軽に相談にお越し下さい。

キャリア支援課スタッフがお待ちしています（前列左から藤川・佐野・乙川・高橋・渡井、後列左から西村・村田・守田・小嶋・佐々木）

大切な自分の進路、将来について一緒に考えよう。のこと。

将
来

長い夏休みが明け、学生たちが大学に帰って来ました。閑散としていた
キャンパスも、賑わいを取り戻し、活気に満ちています。
３月からスタートした今年の就職活動も、はや終盤戦へ。本学では入試
キャリアセンター事務部のキャリア支援課が、学生たちの就活を全面的に
バックアップしています。
学生に寄り添い、ともに就活を戦うパートナーとしての役割に徹するこ

とで、就職率（文学部）アップなどの成果を上げているキャリア支援課の仕
事について、チームリーダーの西村さんに聞きました。

特集1

キャリア支援課チームリーダー
西村　勇気
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文学部ドキュメンテーション学科4年
松井　洋輔さん
出身校：長岡大手高等学校（新潟県）
内定先：日本アスペクトコア株式会社

文学部日本文学科4年
立石　徳子さん
出身校：相模原青陵高等学校（神奈川県）
内定先：シンコール株式会社

文学部文化財学科4年
髙橋　侑己乃さん
出身校：酒田西高等学校（山形県）
内定先：株式会社荘内銀行

後輩へのアドバイスを

面接はうまくいきましたか

就職活動は、いつ頃から
始めましたか

３年次の12月からです。まず就
職サイトに登録し、会社選びから始めました。
その一方で、インターンシップや会社説明会
にも参加し、３月末までに志望先の会社を８
社程度に絞り込みました。

就活で一番力を入れた
ことは何ですか

面接対策です。どんな質問にも答え
られるよう、対策本を参考に想定問答集を
作り、繰り返しシミュレーションを行いまし

た。キャリア支援課で面接指導
も受け、自信をもって本番に臨むことが
できました。面接では大きな声で、
しっかり自分の意見を述べる
こと。それが面接官に好印象を与え、内
定への道だと、強く感じました。

就活中の息抜きは？

就活では落ち込むことも多く、息抜きや気
分転換は絶対に必要です。僕はカラオケで大
声で歌い、ストレスを全部吐き出しました。

面接で1、2回ミスしても、絶対にあき

らめないで。面接官は失敗よりも、
そこから巻き返す活力の方に
注目しています。

会社選びは、どのように？

室内インテリアに興味があったので、就
職サイトなどで関連企業を調べ、気に入った
15社ほどにエントリーしました。

後輩へのメッセージを

就活で過密なスケジュールは、体に少なか
らずストレスがかかってしまいます。心身が
疲れ過ぎ、体調への悪影響や失敗の元にもな
りますので、できるだけ避けましょう。それ
より就活を楽しむくらいの余裕を持ちましょ
う。それとSPI試験（適性検査）を実施する企

業が増えているので、SPI対策もしっ
かりしておくべきです。

就活では何に一番力を
入れましたか

就活の入り口で、自分の魅力を強くアピー
ルしておくことが大事と考え、履歴書やエン
トリーシートは何度も書き直し、気合いを込
めて記入しました。先生から「字には人柄が
出るよ」と言われたので、文字も一字一字て
いねいに書きました。
もう一つ、力を入れたのが面接対策です。

キャリア支援課で面接レッス
ンを受け、入退室の際の礼儀
作法から面接時の姿勢、話し
方などまで事細かく指導して
いただき、本番で大いに役立
ちました。
面接では、高校時代から5年間続けている

アルバイトの経験も生きました。特に「今は
店長代理を任されている」という話が、面接
官に好印象を与えたようです。

どうして志望先に金融機関
を選んだのですか

大学院に進学するつもりで、3年次の後半
まで就職のことは全く頭にありませんでした。
ところが、急に就活することになり大慌て。
就活準備は全然していないし、希望の業界や

会社も分かりません。そこで、どうやっ
て志望先を決めたらいいのか、
キャリア支援課へ相談に行きまし
た。
また、就職サイトの性格分析や適職診断
で、公務員や金融の仕事が候補としてあがっ
たこともきっかけのひとつでした。その後、
大学主催の金融セミナーに参加して、最終的
に志望先を銀行、それも地方銀行に決めまし
た。

就活で力を入れたことは？

SPI試験対策です。お金を扱う銀行では、
計算能力が必須です。でも、文系の私は数学

が大の苦手。それで大学図書館から
SPI試験の対策本を借りて、主
に数学の勉強に力を注ぎました。

事前にキャリア支援課で、しっ
かり面接指導を受けていたの
で、本番でも落ち着いて、笑
顔で質問に答えられました。就活の取り組
みは出遅れたのですが、６月初めには第一志
望の銀行からなんとか内定をいただけました。
後輩の皆さんは是非、早い段階からしっか

りと準備をして、就活に臨んで欲しいです。

内定を獲得した学生に就職活動のポイントを聞いてみよう！
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１日目の本部企画は声優、金元寿子さんのトークショー（記念館ホー
ル／開場12時、開演12時30分）。「機動戦士ガンダム・鉄血のオルフェン
ズ」のアトラ・ミクスタ、「暗殺教室」の倉橋陽菜乃、「美少女戦士セー
ラームーンCrystal」の水野亜美／セーラーマーキュリー役などで活躍の金
元さんに、役について、声優の仕事について、興味深い話が聞けます。ま
た、世界中のフェスティバルで多彩な楽器演奏で人々を湧かせている大道
芸人のEPPAIさんによるパフォーマンス（記念館1階えんにち会場／ 3回公
演11：00 ～ /14:00 ～ /16：00 ～・無料）も楽しみです。

２日間を通し、記念館のホールや１号館各教室など
で行われる部活動・サークルの発表や展示を行ってい
ます。一年間重ねた練習や作品作りの成果をご覧くだ
さい。總持寺参道の模擬店やフリーマーケット、記念
館の縁日やポスター展、図書館の貴重書展示も充実し
ています。

昨年から始まり好評だった「ミス・ミスターコンテ
スト」は今年も実施します。紫雲祭では予めエント
リーした候補者の写真やアンケートの回答を載せたポ
スターを見て、来場者が投票するシステムなので、恥
ずかしがり屋さんでも大丈夫。今年はミス鶴見大学、

ミスター鶴見大学に、「男装・女装コンテスト」も加
わります。発表は23日の後夜祭で。優勝賞品もしっか
り用意しました。

もう一つの新しい企画は「大学紹介ラリー」です。
大学の学部学科や施設のことを知りながら進めるスタ
ンプラリーです。参加者の方にとって、楽しみながら
鶴見大学を知っていただける絶好の機会になると思い
ます。

それから21日夕方の前夜祭では準備をしている学生
だけでなく、大学を訪れる一般の皆さんにも温かいカ
レーライスをお替わり自由で提供しています。

「進撃の巨人」のアルミン役に次いで、沢村真司役で出演した
「闇金ウシジマくん Part3」が９月に公開。さらに、来年公開予

定の「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」ではエンヴィー役
など、映画や舞台、バラエティーでも活躍している本郷奏多さん
のトークショー（5号館1階教室／開場：14時30分、開演：15時）。
出演作ごとに異なるさまざま役をどんな気持ちで演じているの
でしょうか。本郷さん自身の話も聞けるかもしれません。トーク
ショーのチケットに関する情報は紫雲祭のホームページで随時更
新中です。

第52回 紫雲祭
今年のテーマ：こつこつ育てる笑顔の実

「来場者や参加団体の皆さんに紫雲祭を通してたくさんの笑顔を広げていきたい」と
抱負を語る実行委員長、関根昂

たか
大
ひろ
さん（日本文学科２年）。今回のテーマは「52」回

の語呂にあわせて「こつこつ育てる笑顔の実」ですが、「大学生にも、高校生にも、家
族連れにも、あらゆる年代の人に楽しんでもらいたい」と、本部企画のトークショー
の２日間連続開催など、これまでにないチャレンジで実行委員会は紫雲祭を盛り上げ
ます。今年の紫雲祭の見どころを追っていきましょう。

特集2

人気声優の目から見たアニメの楽しみ方と
世界を笑顔にした面白音楽パフォーマンス

男装・女装コンテストと大学紹介ラリー。
新企画に加え、学生の発表や模擬店も充実

話題作への出演が次々に続く
俳優本郷奏多さんを迎えて
役作りと自身の思いを聞く

金元寿子さん

本郷奏多さん

EPPAIさん
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部活も遊びも勉強も!?いつも全力で楽しむのが弓道
部流。(｀・∀・´)ｴｯﾍﾝ!!

今年も「矢場」を出店します。「矢場」とは、弓矢
を使って的を射抜いていただく、簡単なゲームです。

「武道なんかしたことない」
「子ども連れでも大丈夫？」

そんな方でも大丈夫！遊び方は、部員が優しくお教
えいたします！

僕たち文学部バドミン
トン部ではワッフル屋さ
んを出店しています！

文学部という名前がつ
いていますが、実際は全
学部の学生が楽しくバド
ミントンをやっている部
活動です！（ガチで強い人もいます！）

紫雲祭では毎年参道にてワッフルを販売しています、味・
食感ともに素晴らしいものに仕上がっています！紫雲祭の中
でも金メダル級です！！

カワイイ・カッコイイ部員たちがやさしく接客を致します
ので是非お越しください。

また、大学に対する疑問・質問もお答えしますので気楽に
お越しください。

紫雲祭ではそれぞれの部活がそれぞれの色を出して素敵な
お店・発表を行っておりますので存分にお楽しみください！

私たち天文部は、初めて参道に出店します。今回は参道で白玉ぜんざ
いを販売します。昨年までは、校内の教室でカフェやノンアルコールBar
を出店していたので、今までとは少し違った天文部になっています。

白玉ぜんざいに使っている白玉は月を、粒あんは宇宙をイメージして
おり、食べて美味しい、見て楽しい一品です。

模擬店では、白玉ぜんざいの販売
に加え、観測会や活動中の写真展示、
部活の紹介もする予定ですので、そ
れだけでもぜひお越しください。

また、ぜんざいを買っていただ
いたお客様にはオマケをつけたいと
思っています。なくなり次第終了し
てしまうので、お早めにどうぞ！

みなさんこんにちは！吹奏楽部です。
私たちは紫雲祭や演奏会に向けて日々
練習を重ねています。

今年の紫雲祭では、私たち鶴見大
学吹奏楽部だけでなく、横浜市立大学
吹奏楽部の皆さまにもご協力いただき、
合同での演奏を予定しております。他
大学を交えての演奏は、普段とは少し
違った雰囲気をお楽しみいただけるの
ではないでしょうか？ジブリ映画など
の楽曲やJ-POP、アンサンブルなどた
くさんご用意しております。少ない人
数での演奏とはなりますが、素敵な演
奏をお届けできるように精一杯練習し
ております。部員一同、皆様のお越し
をお待ちしております。

こんにちは！コンピュータ同好会改め、コンピュータ部
です。

私たちは紫雲祭で毎年一番くじやお菓子の販売、ゲーム
やデジタルイラストの展示などをしています。

今年は、同好会から部活にアップグレードしたので、活
動内容もアップグレードし、マスコットキャラクターの作
成やPRアニメーション動画の作成も行いました！

コンピュータ部･･･と聞くと、専門知識が必要なように
感じてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。それぞ

れ苦手な部分を補い合っ
て、みんなで一つの作品
を作っていると、自分の
できることの意外な可能
性を知ることが出来たり
します。そんな私達の作
品を、是非見に来てくだ
さい。

お待ちしています。

トークショーのチケット前売り販売は、学内販売が9月20日(火) ～ 10月
11日(火)。平日の12:10 ～ 12:50（記念館前広場）、13:00 ～ 18:00（学生支
援センター）。一般販売は9月24日(土) ～ 10月20日(木) e＋（イープラス）で。
当日券も紫雲祭本部で用意しています。
◎金元寿子トークショー：前売（学内）500円／（学外）700円／当日700円
◎本郷奏多トークショー：前売（学内）700円／（学外）1000円／当日1000円
http://ccs.tsurumi-u.ac.jp/shiunsai/event/

プチ弓道体験！

まるでベルギーの味！？

天文部、参道初参戦‼

素敵な演奏お届けします！

活動アップグレード！

第52回 紫雲祭
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青森県・八戸市

学園の公式マスコットキャラク
ター、双子の鶴「つるみん」と「つ
るたん」は、大学50周年・短期大
学部60周年を記念して誕生しまし
た。兄のつるみんは、大本山總持寺
に居候しながら鶴見大学に通ってい
ます。妹のつるたんは短期大学部の
学生で、女子学生寮に住んでいます。
ふたりはオープンキャンパス、鶴見
区や總持寺などのイベントにも積極
的に参加して、学園のPRに一役買っ
ています。文房具、ハンカチ、バッ
グなど、オリジナルグッズも多数作
られ、学生や教職員のみならず、地
域の皆様からも愛される立派なキャ
ラクターに成長しました。

そんなつるみんとつるたんをサ
ポートしているのが、「つるみんな
り隊」と呼ばれる学生たちです。各
学部・学科からおよそ30名が集ま

私のふるさとは青森県の東南に

位置する八戸市です。太平洋に面

していて、りんごよりも海の幸で

あるイカやホタテが多く獲れ、

2012年のB‐1グランプリで優勝し

た、八戸せんべい汁は郷土料理の

一つです。お祭りといえば、ねぶ

たではなく八戸三社大祭があり、

７月末から８月にかけて、人形山

車を作り各町内を練り歩きます。

近くには種差海岸があり、夏は

海水浴をしたりバーベキューをし

たりと地元の人々に愛されていま

す。また、海岸を一望できる葦毛

崎展望台やウミネコの繁殖地、蕪

島があります。私が通学していた

高校も蕪島に近く、雨で水たまり

ができると校庭にウミネコが集ま

り、学内外で積極的に活動していま
す。今年度も新入生から新たな仲
間を迎え、最大の活躍の場でもある
オープンキャンパスに参加しました。
つるみん、つるたんと共にお揃いの
Tシャツで来場者を出迎え、写真撮
影、オリジナルグッズや名刺の配付、
会場案内などたくさんの仕事に毎回
全力で取り組んでいます。

マスコットキャラクター誕生と同
時期に結成された「つるみんなり
隊」の活動は今年で４年目となりま
す。現場では不慣れな新入生に上級
生がしっかりと指導し、仲間同士で
の連携も抜群で、ひとつのチームと
して４年間で大きく成長しています。
今後は、グッズの開発にも関わって
いく予定です。つるみん、つるたん、
そして「つるみんなり隊」の今後の
活躍にどうぞご期待ください！

りました。

青森は私の地元、南

部地方と弘前や青森市

などの津軽地方、恐山

や大間のマグロで有名

な下北地方に分かれ、

地方によって特色も違

い、特産品、伝統など

が豊富で、同じ県民同

士でもお互いの地域性

に驚くことがあります。

冬は大陸からの湿った

空気で日本海側の津軽地方には雪

がたくさん積もりますが、南部地

方には湿気のない山背という風が

吹き、雪は少なくても、もっと寒

い日が続きます。方言も南部弁、

津軽弁、下北弁の三つが存在して

います。

自然豊かで海の幸も美味しく、

夏はカラッとした暑さで冬は美し

い銀世界が広がる。そんな青森県

に、ぜひ一度足を運んでみてくだ

さい。

青森県

八戸市

わたしの
ふるさと
自　慢

三陸復興国立公園の種差海岸。広がる天然の芝生と波打
ち際の岩礁の景色はスコットランドの海岸線のよう
（写真提供／八戸市観光課）

短期大学部歯科衛生科2年
濱野　桃花さん
出身校：鶴見大学附属高等学校（神奈川県）

短期大学部歯科衛生科2年
田中　沙英さん
出身校：立川女子高等学校（東京都）

文学部文化財学科3年
井坂　麗和さん
出身校：座間総合高等学校（神奈川県）

文学部日本文学科3年
今川　奈月さん

出身校：八戸工業大学第二高等学校（青森県）

文学部文化財学科3年
古川　史哉さん
出身校：稲取高等学校（静岡県）

取材に参加してくれたメンバー
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今年の歯学体夏期大会は、7月30

日(土) ～ 8月12日(金)の期間に開催

され、全国の歯科学生が参加し、23

部門の競技において、酷暑の中熱戦

が繰り広げられた。

第48回歯学体は、本学歯学部お

よび短期大学部歯科衛生科から、冬

期2部門、夏期16部門の18部門に約

210名の学生が出場し、健闘の結果、

総合成績で14位の成績を収めた。

課外活動REPORT（夏季）
文化部連合　【児童文化部みつる会】7/29　東北巡業（劇・ヘビダンス） 〈下田保育園、渋民保育園、城山保育園〉【演劇部】7/2　平成28年　新人公演　実施〈鶴見大学5号館　5-101〉【生物部】6/18　
ラットの解剖 実施〈鶴見大学動物実験棟〉【写真部】6/19　撮影会 実施〈江ノ島〉【手話サークルJSL】6/6､7/4　手話教室　実施〈末吉いづみ保育園〉【軽音楽部】7/9･10　新歓ライブ 実施〈CLUB 
TOPS TSURUMI〉【吹奏楽部】8/16･19･21･26　合奏 参加〈横浜市立大学　金沢八景キャンパス〉【情報バリアフリー推進会】8/6　第34回開発教育全国研究集会 参加〈JICA地球ひろば〉
体育部連合　【少林寺拳法部】7/23､9/17　昇級試験 参加〈鶴見大学体育館〉【鶴見シューティングクラブ】8/7　三進会・トリプルトラップ成田大会　参加〈成田射撃場〉､ 8/18 ～ 20　平成28年度　
JOCジュニアオリンピックカップ、全日本ジュニア・学生選手権　参加〈ぐんまジャイアント総合クレー・ライフル射撃場〉【ソフトテニス部】8/6　第73回鶴見区民ソフトテニス大会　参加〈入船公
園テニスコート〉【バドミントン部（文）】8/8 ～ 11　第51回全国私立短期大学体育大会　参加〈小田原アリーナ〉

インターンシップの経験が生きた
同業種への就職活動
教職課程を履修していたの

で、2年生までは授業が忙しく、
インターンシップまで気が回り
ませんでした。3年生となり、
相談した教員からの勧めもあ
り、夏休みにインターンシップ
に参加しました。
インターンシップ先は、普段

のアルバイトでは経験できない
業種が良いと考え、受入れ先一
覧の中から金融業界に絞り、銀
行や信用金庫について調べまし
た。私は商店街を支えるという
ことに関心があったため、地域
密着型で地域貢献を第一とする
信用金庫を選びました。そし

遅れてしまいましたが、５月に
は志望業種を金融関係、旅行会
社、不動産に絞り活動を始めま
した。
内定を頂いたさわやか信用金
庫の面接試験ではインターン
シップのことも話題に上がり、
同業種だったこともあり、話の
きっかけとなりました。最終面
接は教育実習と重なりました
が、理由を説明し、面接試験の
日程を配慮していただきました。
就職活動ではインターンシッ

プ先と同じ金融業界を志望した
ため、働き方を具体的にイメー
ジして、面接試験に挑戦できま
した。
２年生の時には「忙しいから
できない」と思っていましたが、
忙しくても参加すればよかった

て、かながわ信用金庫のイン
ターンシップに参加させていた
だきました。
期間は５日間でした。初日は
信用金庫のことや業務内容につ
いてレクチャーを受け、その後
は伝票の仕分けなどの事務業務
を行い、更に担当の方に付いて
お客さまの訪問もしました。そ
して徐々に仕事の流れをつか
み、３日目にやっと仕事がわか
るようになりました。５日間の
期間はとても短く感じられ、充
実した就業体験でした。
４年生での教育実習もあり、
周りの学生に比べ就職活動が出

と後悔しています。後輩の皆さ
んにはできるだけ早く（2年生）
からインターンシップを経験す
ることをお奨めします。就職活
動にもきっと生かされますよ！

文学部英語英米文学科4年

成澤　江梨奈さん
出身校：大和南高等学校（神奈川県）

インターンシップ先：
かながわ信用金庫

内定先：さわやか信用金庫

第48回

第48回歯学体成績
【総合成績】　14位（29校中）
【夏期大会】
硬 式 野 球 部 門 団体総合5位 （14校中）
卓 球 部 門 団体総合9位 （20校中）
バドミントン部門 団体総合7位 （25校中）
柔 道 部 門 団体総合優勝 （17校中）
剣 道 部 門 団体総合3位 （25校中）
ヨ ッ ト 部 門 団体総合4位 （8校中）

※得点部門を掲載。

【団体・個人成績】
◆卓球部門	 男子団体 4位
 男子新人戦 ベスト4 望月瑛人（歯1）
◆バドミントン部門  女子団体 4位
 女子シングルス 4位 渡鍋杏里（衛1）
◆柔道部門	 団体（5人制） 優勝
 90kg級 優勝 貝守　武（歯3）
 　〃 3位 川上正晃（歯6）
 無差別級 3位 増山晃弘（歯4）
 　〃 3位 伊藤綾介（歯1）
 無段の部 3位 岩渕裕俊（歯3）
◆剣道部門	 団体 3位
 弐段以上の部 優勝 尚原弘治（歯1）
 優秀選手賞  佐々木眞芳（歯6）
◆弓道部門		 女子団体 3位
◆陸上競技部門	 男子110mハードル 1位 飛田大樹（歯2）
 男子400mハードル 3位 飛田大樹（歯2）
 男子4×100m走 6位 小原慶之（歯5） 紙谷 昌（歯3）
   飛田大樹（歯2） 前田洋貴（歯2）
◆水泳部門	 男子50mバタフライ 4位 古賀義教（歯2）
◆ヨット部門	 スナイプ 6位 寺崎堅登（歯4） 内藤寿明（歯3）

団体戦で見事優勝を果たした柔道部の皆さん



ホームページURL　http://www.tsurumi-u.ac.jp
携帯用サイトURL　http:// i.tsurumi-u.ac.jp

各種お問い合わせ先
●成績・各種届出・学生生活・
　学納金について

文学部教学課
短期大学部教学課
歯学部教学課

☎045-580-8212
☎045-580-8215
☎045-580-8203

●奨学金について 学生支援センター ☎045-580-8217
●進路（就職）について キャリア支援課 ☎045-580-8225
●入試について 入試課 ☎045-580-8219
●健康に関すること・健康診断について 保健センター ☎045-580-8283
●歯学部附属病院に関するお問い合わせ
　　　　　　　　　初診のお問い合わせ 初診科

☎045-580-8503
☎045-580-8540

●広報について 総務課 ☎045-574-8627

I N F O R M A T I O N 　 〜 イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 〜

教育振興支援寄附金募集
　鶴見大学は、建学の精神「大覚円成
　報恩行持」にもとづき、宗教的信念
のある有為の人材を育成する教育をお
こなっています。「鶴見大学教育振興
支援寄附金」は、学生が主体的に自ら
の能力を発揮して地域社会の発展に貢
献し、感謝や奉仕の心を学ぶ教育活動
に供することを目的とし、募集させて
いただいております。この趣旨にご賛
同いただき、多くの皆様に特段のご支
援を賜りますよう、衷心よりお願い申
し上げます。
◎お問い合わせ先
鶴見大学総務部総務課
電話 ０４５（５７４）８６０８
FAX ０４５（５７４）８６８８

図書館より

第144回鶴見大学図書館貴重書展
中古文学会50周年記念連携企画
「平安文学、どれが流

る

布
ふ

本
ぼん

？なにが異
い

本
ほん

？─物語を中心に─」
　平安文学では、同じ作品でも伝本によって本
文が異なり、広く流布したか、稀少で珍しいか
で「流布本」「異本」と区別します。しかしその
区別が大事な論点を見えなくする場合もあり
ます。
　今回は、貴重書それ自体を楽しめる展示とし
つつ、そうした問題提起の場のひとつともする
予定です。
会　期： 10月19日（水）～11月19日（土）

会　場： 図書館1階エントランス
※日曜・祝日は閉館。但し紫雲祭期間中の10月
23日（日）は展示のみ催行（9：00 ～17：30）。
講演会　「幻の『小

こ

式
しき

部
ぶの

内
ない

侍
し

本
ほん

（狩
かりの

使
つかい

本
ぼん

）』─その
復元はどこまで可能か？─」
講　師： 久保木秀夫（本学文学部准教授）
日　時： 11月5日（土）14：00 ～16：00
会　場： 図書館地下1階ホール
※参加費無料・事前申込不要

冬のキャンパス見学会（全学科同時開催・申込不要）
本学の雰囲気を気軽に体験していただける「冬のキャン
パス見学会」を開催いたします。本学学生が学生生活の
中での体験談を交えながら、各施設をご案内します。
ぜひご参加ください。
日　時： 12月17日(土) ①13：30 ②14：00
 ①②いずれかの時刻までに受付にお越しください。
 （13：00 ～受付開始）

受験生のための個人相談会
（紫雲祭期間中）

紫雲祭においでの受験生や保護者
の皆様が、個別に進学相談できる
コーナーです。各学科の教職員が
丁寧にお答えいたします。
日　時： 10月22日（土）・23日（日）
 10：00 ～16：00

キャンパス見学（常時受付、要申込）
施設見学、入試相談など、係員がご案内いたし
ます。
受付期間： （月）～（金） 9：00 ～16：00
 　　（土） 9：00 ～12：00

大学からのお知らせ

鶴見大学　鶴見大学短期大学部　平成29年度入試日程　 インターネット出願が可能です

入試制度
鶴見大学

鶴見大学短期大学部
歯学部 文学部

推薦入試
(一般公募)

【1期】
【2期】

11月6日（日）
11月27日（日） 11月6日(日)

【1期】11月3日（木）
【2期】11月27日（日）
【3期】12月11日（日）

ＡＯ入試 【2期】
【3期】

10月30日（日）
12月4日(日) 【2期】10月16日（日）

試験入試
【1期】
【2期】
【3期】

1月27日(金)・28日(土)　※両日受験可
2月28日（火）
3月17日（金）

【1期】

【2期】
【3期】

2月2日(木)・3日(金)
※同一学科の両日受験可
2月17日(金)
3月6日(月)

2月1日（水）

大学入試
センター試験
利用入試

【1期】

【2期】

《個別学力試験》
1月27日(金)・28日(土)
※いずれか1日選択
2月28日（火）

《個別学力試験なし》 　

その他の入試
《外国人留学生試験》11月27日（日）
《編入学試験》
【1期】1月28日（土）
【2期】2月28日（火）

《奨学特待生選抜試験》1月29日（日）

《社会人特別選抜》2月2日（木）

《社会人特別選抜》
【1期】10月16日（日）
【2期】11月3日（木）

※東日本大震災により被災された受験生に対して、平成29年度入学試験の入学検定料を全額免除します。

出願方法や受付日程等、詳細は募集要項または本学ホームページにてご確認ください。
インターネット出願URL ▼https://ientry.tsurumi-u.ac.jp/tsurumi/index.aspx

【鶴見大学図書館ブログ】


