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自分に合わせた運動が気軽にできるトレーニングルーム。自分に合わせた運動が気軽にできるトレーニングルーム。
健康でスッキリしたボディを手に入れよう！健康でスッキリしたボディを手に入れよう！

大学入学直後の「課外活動オリエンテーション」でも毎回、紹介されている
トレーニングルーム。学生・教職員が体力づくりやシェイプアップに自由に
利用できます。もっと大学の施設を活用してもらうためにも、ここでどんなこ
とができるか、表紙にも登場していただいた金井規徒さんと輪島ひろみさん
にトレーニングルームを体験をしてもらいました。指導していただいたのは
ゴールドジム所属の白田豊トレーナーです。

トレーニングルームには各種トレーニングマシンがあり、専門の
トレーナーが安全な器具の使用方法やトレーニング方法を丁寧に
指導してくれます。また、希望すれば目的に応じたトレーニングメ
ニューの作成や食生活についての相談にも応じてくれます。まだ一
度も、トレーニングルームを利用したことのない2人。この日担当の
白田豊トレーナーの指導で初めてのトレーニングが始まりました。
「急に激しいトレーニングを行うのはケガのもとです」と白田ト
レーナーのアドバイスを受けて、まずはウォーミングアップ。スト
レッチと有酸素運動から始めます。約10分、体を温め筋肉を伸ばし
た後、いよいよマシンを使ったトレーニングに移ります。

最初の筋トレはスクワット。まずは正しい器具の使用方法とフォー
ムを習得しましょう。金井さんは20kgのバーベルを肩に背負うよう
に支えて、まずは10回を１セット。女性には重過ぎるので、輪島さ
んはスミスマシンを使用し、10kgのバーで行います。回数を少しず
つ増やせば下半身の筋肉が締まります。
「スクワットは下半身の基礎筋力を作ります。下半身のトレーニン
グには最も効果的です」と白田トレーナー。

特集

文学部英語英米文学科2年
金
かな
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徒
と

さん
出身校：沼田高等学校（群馬県）

中学時代はサッカー部に所属、高校では3年間生
徒会の書記を務めた。現在は学外のバレーボー
ルチームで、留学生や他大学の学生と楽しみな
がら汗を流しています。

スクワットで下半身の基礎筋力作り

ストレッチでじっくり身体を温めて

短期大学部歯科衛生科2年
輪

わ

島
じま

　ひろみさん
出身校：東海大学付属望星高等学校（東京都）

高校2年生までは水泳をしていたスポー
ツウーマン。現在はマネージャーとして
剣道部に所属。トレーニングルームは今
回初めての体験です。
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利用時間：	 平日16時30分～19時30分（土曜日、休・祝日、本学休業日等を除く）
注意事項：	（１）トレーニングウェア等を着用すること
	 （２）トレーニングシューズを履くこと
	 （３）飲み物は、フタのついた容器で持ち込むこと

トレーニングルームの利用について

トレーニングルームは体育館の3Fにあります 体育館の1階と2階にはシャワールームを完備。ト
レーニングが終わったら汗を流してスッキリ

器具の概要
ウェイトトレーニングマシーン（ベンチプレス・バタフライマシン等）
フリーウェイト（バーベル・ダンベル等）
カーディオマシン（エアロバイク等）
スラックライン

トレーナー　奥
おく

村
むら

　紫
し

乃
の

さん
趣味はショッピングとウェイトトレーニング。トレーナーに
なったきっかけは、中学・高校とハンドボール部に所属し、ト
レーニングが好きだったからです。

トレーナー　白
はく

田
た

　豊
ゆたか

さん
大学時代まで野球部に所属し、ピッチャー
として活躍。当時からマシントレーニン
グを始め、現在はボディビルの大会にも出
場。また、横浜DeNAベイスターズのファ
ンであり、25番筒香選手のユニホームを
着て横浜スタジアムで応援しています。

トレーナー　髙
たか

村
むら

　洋
よう

介
すけ

さん
クロスフィット、ストロングマン、ライフセービングなどの競技
に参加し、趣味はサーフィン、パドルスポーツ、クライミング、登
山など多才なアスリート。昨今のトレーニングブームの中、正し
くトレーニングを行えている人が少ないと感じ、トレーニングの
基本を広めたいとの思いからトレーナーとして活動しています。

トレーニングは継続して行うことにより、見た目の変化だけで
はなく、様々な効果があります。一生の財産となる正しく効果
的なトレーニング方法を身につけ、健康で活力のある人生を手
に入れましょう！

身体を鍛えたい方、ダイエットをしたい方
など、是非、トレーニングルームに来てく
ださい！女性の学生・教職員の皆さんも大
歓迎です！一緒にトレーニングしましょう。

バーベル トレッドミル

シットアップ
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レッグプレス
ローバック／
アブドミナル

バランス
ボール

ステップマシン エアロバイク

エアロバイク

入口

クールダウンはトレッドミルで。有酸素運動で脂肪の燃焼に効果
があります。自分の歩きやすい速度にスピードを合せます。リラッ
クスさせる意味で、好きな音楽を聞きながら行うことも効果的。
「筋トレを行う時は水分をたくさん摂

と

ること、たんぱく質も多めに
摂
と

るといいです」。食事についてのアドバイスをトレーナーから真剣
に聞く二人。筋肉や関節を痛めないためにも、指導を受けながら始
めるのがベスト。
「意外に親しみやすくて、時間があれば、また、やってみたいです
ね」と笑顔で語る二人。心地よい疲れを味わっていました。

リラックスしながらクールダウン

ベンチプレスは男性は大胸筋の筋力アップ、女性はバランスのと
れた美しいシルエットに欠かせません。
そして、デットリフトは下半身と上半身を一気にシェイプアップ。
初めて行う場合は10～20kgから始めましょう。手は逆手と順手に
し、スクワットのイメージで猫背にならないように気を付けながら垂
直に上げ下ろしをします。
「スクワット、ベンチプレス、デットリフトの3種目をビッグ3と言い
ますが、筋トレはこれだけでも十分です」と白田トレーナー。

ベンチプレスとデットリフトで筋力アップ

ウエスト周りが気になる人は、仰向けになってボールを両膝に
挟み上に向かって曲げます。下腹部のシェイプには、仰向けに
なって両足を垂直にあげて下ろす腹筋運動が効果的。足を下ろす
時に床に着く手前で止め。それを繰り返します。

白田トレーナーおすすめ
家でもできるお手軽トレーニング

パ
ワ
ー
ラ
ッ
ク

ス
ミ
ス

マ
シ
ン

ベンチプレス台

ベンチプレス デットリフト
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今年の紫雲祭はイベント企画のトークショーの他、部活
動、サークルの発表、子どもたちに人気のある「えんにち」
などおなじみのイベントはもちろん、お休みしていた「お化
け屋敷」が復活します。また、参道を彩る模擬店には新し
い団体も出店。その他、フリーマーケットや図書館での貴
重書展示など、例年以上にワクワクがたくさんです。
「男装・女装コンテスト」では、「あなたや友達の隠され
た魅力を引き出してみませんか？」と実行委員会は学生に
エントリーを呼びかけています。
実行委員長は榎本志穂さん（日文３）。「去年、私は実行委
員からはずれ、外から紫雲祭を見て、“もっとこんな風にで
きれば” と、感じることがありました。それを今年、実行委
員会のみんなと実現させていきたいと思っています」。	
副委員長として、委員長を支えるのが昨年の委員長、関
根昂大さん（日文３）。「何としてでも、みんなの笑顔を引き
出します」と強い決意を語ります。
今年の実行委員は少数精鋭で、その半数が１年生。初め

ての紫雲祭準備に大きな戦力として取り組んでいます。
「後夜祭の担当です。喜んでもらえるビンゴの賞品を委
員みんなで選びました」と菊池優希さん（文財１）
「高校３年生の時に訪れた紫雲祭はサークルの出し物や
模擬店やえんにちが楽しくて、来年は絶対に実行委員にな
ると決めていました。えんにちでは子どもたちにたくさん
喜んでほしいです」と、草間彩奈さん（保１）。
大松史さん（英文１）は「入学式の日のリーフレットを見て、

実行委員会に入りました。トークショーが楽しみです。忙
しいほど、達成感は大きいのではないかと思います」。そ
れぞれに紫雲祭への思いがあります。
２日間、キャンパスにはどれだけの笑顔があふれるで
しょうか。

昨年に引き続き、「男装・女装コ
ンテスト」を開催します。開催期間
中、えんにち会場ほかにエントリー
学生の写真やプロフィールを掲示。
ご来場のみなさんの投票で決まりま
す。発表は後夜祭で。

現在、ドラマや映画で活躍中の、女優の川口春奈さんの
トークショーを行います。「今、メディアで活躍している
方はお客さまに喜んでもらえるので」と話す関根副委員長。
ドラマ「愛してたって、秘密はある。」をはじめ、映画「好
きっていいなよ。」や「一週間フレンズ。」で人気急上昇中の
川口春奈さん。舞台の裏側からプライベートなことまでお
聞きします。「お客さまも参加できるようにしたいと考えて
いる」とのことなので、皆さんお楽しみに！
2017年10月22日(日)　開場14：00 開演15：00 ～
鶴見大学記念館地下2階記念ホール
■チケットの詳細はホームページ・Twitterで

後夜祭は「ポスターコンテスト」と
「男装・女装コンテスト」の結果発表
と表彰、毎年賞品が話題の「ビンゴ
大会」。今年は今までと一味違いま
す。最後まで残っていると、きっと
いいことがあるはずです。

いつも賑やかな記念館1階えんにち会場。お馴染みのプラバ
ン、射的、ストラックアウト、ひも引き、宝釣りなどの屋台がお
祭り気分を演出します。今年はストラックアウトの「標的」をリ
ニューアル。おかしの景品も子どもたちに人気です。
また、全国各地で紙芝居
で笑顔と元気を届ける「紙
芝居師なっちゃん」の紙芝
居もあります。保育科や
文学部の学生も気になり
ますね。紙芝居は両日と
も、11：30〜、13：30〜、
15：30〜の３回公演。

10月21日(土)・22日(日)開催

【男装・女装コンテスト】

詳しくはホームページやツイッターでお知らせしています。
http://ccs.tsurumi-u.ac.jp/shiunsai/

【トークショー】

【後夜祭】

【えんにち】

紫雲祭実行委員のメンバー

鶴見の丘に「鶴見の丘に「笑笑
しょうしょう

嬉嬉
きき

到到
とうとう

来来
らいらい

」」
今回の紫雲祭のテーマは『笑嬉到来』。紫雲祭に訪れる人々はもち
ろん、発表や模擬店をしている学生、紫雲祭に関わる全ての人が互いに

「笑顔」や「嬉しい」という温かい気持ちを贈りあっていただきたいという委
員一同の想いが込められています。実行委員は夏期休業期間中も準備に余念
がありません。直前の様子をのぞいてみました。

第53回

【紫雲祭HP】 【ツイッター】
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文化部連合 　
【写真部】6/18　撮影会 実施〈葛西臨海公園〉、7/30　写真美術館見学 実施〈東京都写真美術館〉
【軽音楽部】7/8・9　新入生歓迎ライブ 実施〈Live House GIGS YOKOHAMA TSURUMI〉

体育部連合 　
【鶴見シューティングクラブ】6/24　百穴トリプルトラップ　参加　自己記録更新〈百穴射撃場〉、7/29・ 8/21　百穴トリプルトラップ　参
加〈百穴射撃場〉、8/13　トリプルトラップ成田大会　参加〈成田射撃場〉

【ラグビー部】6/10・11　メディカルセブンス2017　ボウルカップ：ベスト４〈熊谷ラグビー場〉
【少林寺拳法部】7/15　昇級試験 実施〈鶴見大学体育館〉

夏季

今年の歯学体夏期大会は、
7月31日(月) ～ 8月10日(木)
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49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1部門、
夏期15部門の16部門に約
160名の学生が出場し、健
闘の結果、総合成績で17位
の成績を収めた。

第49回
第49回歯学体成績

【総合成績】　17位（29校中）
【夏期大会】
サ ッ カ ー 部 門 団体総合　9位　（28校中）
ゴ ル フ 部 門 団体総合10位　（23校中）
バドミントン部門 団体総合　3位　（25校中）
バレーボール部門 団体総合　7位　（19校中）
剣 道 部 門 団体総合　5位　（25校中）
ヨ ッ ト 部 門 団体総合　3位　（8校中）

※得点部門を掲載

【団体・個人成績】
◆ゴルフ部門 女子団体　7位　女子個人　6位　島崎理子（歯1）
◆バドミントン部門  男子団体　1位
 男子シングルス　1位　●●　●（歯3）　2位　飯田　歩（歯4）
 男子ダブルス　1位　飯田　歩（歯4）・●●　●（歯3）　ベスト8　武宮康三（歯

4）・小口瑛弘（歯2）
◆バレーボール部門 男子　5位
◆柔道部門 無差別級　2位　伊藤綾介（歯2）
◆剣道部門  団体　5位　弐段以上の部　ベスト8　尚原弘治（歯2）
◆陸上競技部門 男子110mハードル　2位　飛田大樹（歯3）　男子砲丸投　4位　飛田大樹（歯3）
 男子走高跳　4位　前田洋貴（歯3）　男子走幅跳　8位　紙谷　昌（歯4）
 男子4×100m走　8位　紙谷　昌（歯4）・飛田大樹（歯3）・前田洋貴（歯3）・有

馬　颯（歯1） 
 女子3000m　1位　宮澤奈央（衛1）　5位　河出佑実子（衛3）
◆水泳部門 男子50mバタフライ　6位　古賀義教（歯3）
◆ヨット部門 スナイプ　3位　寺崎堅登（歯4）・内藤寿明（歯3）

鶴見大学剣道部は総勢約30人と決して大所
帯ではないものの、昨年の全日本歯科学生総合
体育大会（デンタル）での個人優勝など、輝かし
い足跡を残しています。
練習は体育館1階の武道場で月・水・金の週

３回、17時から19時30分まで。
「高校時代は部活で剣道をやらされている感
覚がありましたけれど、鶴見大学の剣道部は自
分でメニューを考えたり、改善しなければなら
ないところを修正していく、集中して剣道がで
きるところがいいです」。
小学校６年生からずっと剣道を続けている主
将の岡田さんは自主性に任されている鶴見大学
剣道部の練習をこう評します。
一昨年デンタルで優勝した尚原さんは幼稚園

時代から竹刀を振ります。高校時代は関東私学
の大会で団体戦３位、都大会準優勝で、関東大
会にも出場しました。伝統校の厳しい練習を振
り返りながら、「大学では自分たちで練習をし
ているので、自分で自分の剣道を改善するとい
う面白さが出てきました」と語ります。
歯科衛生科の中で唯一のプレーヤーの髙山さ

んは、文学部卒業後、社会人経験を経て、歯
科衛生科に入学。文学部時代も剣道部に在籍し、
卒業後もOGとして部と関わりを持ち、そして、
再入部という異色の部員です。「温かい雰囲気
の剣道部なので、また入部しようと思いました」

「以前は歯学部の女子の先輩が強くて、第14
回春季関東医科系大学女子剣道大会で準優勝、
デンタルも個人戦で３位でした。私は当時文学
部だったので出場できませんでしたが、独特の
雰囲気でいつも出たいと思っていました」。念
願叶って、今年デンタルに初出場。
強くなるためにはもっと部員を増やすこと。

「初心者でも僕たちが教えますから、気軽に
来てください。スポーツ推薦制度もあります」。
今は、部のアピールに力を入れています。
「今年の大会では自分の弱い部分が出てしま
いました。デンタルでは来年は必ず優勝を、医
歯薬系の大会でも去年以上の成績を収めます」
尚原さんの力強い言葉が道場に響きました。

自主性の中から自分を鍛えることの面白さ自主性の中から自分を鍛えることの面白さ

剣道部

先輩たちの実績に追いつけ先輩たちの実績に追いつけ

短期大学部歯科衛生科1年

髙
たか

山
やま

　真
ま

実
み

子
こ

さん
出身校：松本県ヶ丘高等学校（長野県）

文学部日本文学科3年

岡
おか

田
だ

　奎
ふみ

哉
や

さん
出身校：沼津城北高等学校（静岡県）

歯学部歯学科2年

尚
なお

原
はら

　弘
こう

治
じ

さん
出身校：郁文館高等学校（東京都）

女子部員はマネージャーが多く、プレーヤーは文学部と
歯科衛生科が一人ずつ。練習では男子と竹刀を交えるこ
とも多い
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が、どの地域も台風や地震が比較
的少なく、住み良い県と言われて
います。
　また、私の住んでいた周南市の
海沿いは、一帯が工場地帯であ
り、美しい工場夜景を身近に感じ
られることでも有名です。

四季折々の楽しみ方
椎木　私は東京よりも北に行った
ことがありませんが、山形は寒そ
うですね。
太田　冬は積雪も多く、毎朝、除
雪車が出ています。スキー場は、
雪が深い冬だけではなく、春にな
るとオープンするところもあるの
で、長い期間ウィンタースポーツ
を楽しめます。出

で
羽
わ
三
さん
山
ざん
の鳥

ちょう
海
かい
山
さん

の雪が解け、お婆さんの形になる
と、田植えが始まります。
　春には鶴岡公園の桜、夏には赤
川花火大会、秋には芋煮会や鳥海

ふるさとの特徴
太田　椎木さんは、山形にはどん
なイメージがありますか。
椎木　さくらんぼ、かな。
太田　よく、言われるんですが、
さくらんぼは内陸部の山形市の名
産品で、私の住む日本海沿いの庄
内地方は、庄内メロンや庄内柿の
方が有名です。東北ではどこも秋
になると芋煮がありますが、芋煮
も山形市内は「牛肉・醤油味」、庄
内地方は「豚肉・味噌味」と全然違
うんです。
椎木　太田さんは山口にどんなイ
メージがありますか。
太田　海と山に囲まれ、自然が豊
かなイメージです。
椎木　そうですね。山口県は瀬戸
内海沿岸、内陸山間、日本海沿
岸、大きくはこの３つの地域に分
けられます。自然豊かな県です

山の紅葉、冬は雪遊びと一年を通
して、充実しています。赤川花火
大会は全国の花火師が腕を競い合
い、観客の投票で「心に残る花火
ランキング」が決まります。クラ
ゲの種類の多さで有名な加茂水族
館もあります。
椎木　山口県には日本三名橋の一
つである錦帯橋がありますが、日
本のさくらの名所100選にも選ば
れた春はもちろん、緑の夏や紅葉
の秋、雪をかぶった冬と、四季そ
れぞれに美しい風景を見せていま
す。秋芳洞の鍾乳洞も奥が深く、
LEDの光が洞窟に神秘的に輝きま
す。秋吉台もカルスト台地として
有名です。
　日本海側は断崖の海に突き出し
た岬に123基の鳥居が続く元

もと
乃
の
隅
すみ

稲
い
成
なり
神社が、「CNNが選ぶ日本で美

しい場所31選」にも選ばれていま
す。

地元に戻れば方言で
太田　山口県で美味しいものは何
ですか。
椎木　瓦そばです。蕎
麦を瓦の上で炒めてつ
ゆにつけて食べます
が、家庭ではフライパ
ンで炒めて作ります。
私も好きです。意外に
知られていないのが、
外
うい
郎
ろう
です。わらび粉を

原料としており、味も上品で、お土
産にも人気です。
太田　庄内地方特産の「だだちゃ
豆」は絶品です。夏は毎日食べま
す。「んめの～」って。「美味しい」
は「んめの～」。「食べなさい」は「け
～」、「食べよう」は「こ～」…。「雨
がすごい」は「雨、ごんげだ」と、
山形では言います。
椎木　山口では「すごい」は「ぶ
ち」。「すごく面倒くさい」は「ぶち、
せんない」って。
太田　地元に戻ると言葉も戻りま
すね。私は、卒業後は地元山形の
保育園に就職する予定です。正
直、学生時代を過ごした横浜か、
生まれ故郷である山形にするか悩
みましたが、山形での就職を選び
ました。仕事を庄内弁でできるの
は少し気楽です。
椎木　私はあと４年間大学がある
ので、進路もこれからです。保育
士になっても大学で学んだことを
忘れずに、頑張ってください。
太田　ありがとうございます。

山形と山口、地方の色が出るお国自慢山形と山口、地方の色が出るお国自慢
鶴見大学に全国から集まった学生たち。今回は「山」つながりで、山形県と

山口県出身の２人の学生に、それぞれのふるさとのよさを語ってもらいまし
た。さぁ、どんな自慢が飛び出すのでしょうか。

短期大学部保育科2年

太
おお

田
た

　美
み

緒
お

さん
山形県東田川郡庄内町
出身校：鶴岡中央高等学校（山形県）

歯学部歯学科2年

椎
しい

木
ぎ

　由
ゆ

華
か

さん
山口県周南市
出身校：AICJ高等学校（広島県）

四季折々に見どころが。
「だだ茶豆」は絶品です

誰もが知る錦
きん

帯
たい

橋
きょう

と秋
あき

芳
よし

洞
どう

。
ソウルフードは「瓦そば」

㊤だだちゃ豆（写真提供／庄内観光コンベンション協会）
㊧赤川花火大会（写真提供／庄内観光コンベンション協会）
㊨鶴岡公園の桜（写真提供／山形県庁広報室）

㊤岩国の錦帯橋　㊧秋芳洞の百枚皿　㊨瓦そば

山形県

山口県
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そこが知りたい、そこが知りたい、
インターンシップインターンシップ

いつ受けられるのですか？
市川　インターンシップという言
葉は知っていたのですが、どう
やったら参加できるのですか。
村田　2年生と3年生の夏季休暇
中に参加できます。2年生で参加
したい場合、1年生の12月の説明
会に参加し、登録をします。
和田　僕は2年生の時には「まだ大
丈夫だろう」と思い、本腰を入れ
たのは3年生になってからでした。
早めに行動していればよかったと
今になって後悔しています。
村田　2年生と3年生で別の企業
に参加する学生もいますし、夏季
休暇中に日程を調整して2つの企
業に参加する学生もいます。

希望者の登録は
前年12月の説明会で
市川　夏季休暇中に行われるイン
ターンシップに、なぜ、そんなに
早くから、説明会や登録があるの
ですか。
村田　それには理由があって、参
加するにあたり教職員が社会人マ
ナーや履歴書の書き方を一から丁
寧に指導しているからです。12月

就きたい仕事を見つけよう
市川　まだ、私はどんな仕事に就
きたいか明確ではないので、イン
ターンシップを希望する企業もわ
かりません。
村田　そのような学生こそ、イン
ターンシップに参加してほしいで
す。事前の業界研究や就業体験の
中で職業に対する自分自身の思い
込みも払拭できます。これまで気
づかなかった自分の性格や適職が
見つかるかもしれません。
和田　僕は就職は販売職が希望で
したが、営業職の仕事にも興味が
あったので、サービスに重点を置
くガス会社のインターンシップを
選びました。そこで自分の興味・
関心や新たな可能性についても実
感することができました。
村田　それが重要です。事務職希
望の学生がインターンシップ先の
方に「キミは営業に向いている」と
言われ、営業職として就職した例
もあります。興味がない職種でも
参加してみるのはいい経験です。

外部のインターンシップと
どう違う
和田　就職サイトや企業が直接公
募するインターンシップもありま
すが、大学のインターンシップと
どう違うのですか。
村田　就職サイトや企業が公募す
るものは全国の学生から応募があ
るので、倍率がかなり高いです。
鶴見大学のインターンシップや大
学が窓口になる横浜インターン
シップ※に挑戦したほうが参加で
きる可能性が高いでしょう。キャ
リア支援課での事前指導もありま
すから、就職活動へのつながりを
考えても効果的だと思います。
和田　僕も就職活動では履歴書で
苦戦しましたが、そういう意味で
も、もっと早い学年からインター

ンシップに参加していればよかっ
たと思いました。

こんな企業や団体で
受けられます
市川　どんな会社でインターン
シップが受けられますか。
村田　いろいろな業種、企業があ
ります。特にホテル業界は英語力
を生かしたい学生に人気があり、
今年は6社の受入先がありました。
また、司書や学芸員を志望する学
生には、公立図書館や博物館など
もあります。パソコンが得意な学
生にはIT業界もあります。プログ
ラミングができることが強みです
ね。その他にも着物のレンタルや
不動産業、塾や金融機関もありま
す。
和田　毎年受入企業が増えていま
すね。
村田　これからも学生が希望する
企業を増やせるように努力してい
きます。
市川　インターンシップのことが
分かってきました。12月の説明会
が楽しみです。

の説明会後、2・3月には履歴書を
書く面談期間を設けています。面
談を通して自分の強みやインター
ンシップで学びたいことなどを一
緒に掘り下げていきます。マナー
講座もあります。
市川　まるで就職活動ですね。
村田　模擬就職活動といってもい
いでしょうね。

「何となく」が動機でも
市川　和田さんは、どんな動機で
インターンシップに参加したので
すか。
和田　最初は何となく応募しまし
たが、社会人はどうやって仕事を
しているのか、アルバイトと社会
人の違いは何かを、インターン
シップで学びたいと思いました。
参加の前と後では気持ちや考え方
が大きく変化しました。
村田　もちろん就職活動が不安で
参加する学生もいますが、はじめ
は軽い気持ちで参加する学生も多
いですね。参加のきっかけは様々
ですが、働くことへの意識が変わ
ることは間違いありません。
　英語英米文学科は単位としても
認定されています。

※横浜インターンシップ･･･地域経済
の担い手となる学生の職業意識を高
めるため、横浜市内10大学と市内の企
業、横浜商工会議所が連携したインタ
ーンシップ制度。

インターン
シップって、
なに？

どんな
メリットが
あるの？

皆さんはインターンシップを知っていますか？学生が企業での就業体験を
通じて、職業への関心を高め、「自分の適性や適職は何か」を見極めながら、
就職活動や進路のきっかけをつくるのがインターンシップです。鶴見大学
では学生の参加を推奨しています。これから参加を考える１年生の市川鈴
さんが、昨年参加した和田稔さんと、キャリア支援課の村田海さんにいろ
いろな疑問や質問について聞きました。

文学部英語英米文学科1年

市
いち

川
かわ

　鈴
りん

さん
出身校：逗葉高等学校（神奈川県）
大学ではフィットネス同好会に所属。
趣味は将棋とバドミントン。英語力を
高めるため大学在学中に長期留学をす
ることが目標。夏期休業期間中も英語
の集中講座を受講。「毎日、充実してい
ます」。

文学部日本文学科4年

和
わ

田
だ

　稔
みのる

さん
出身校：日本工業大学駒場高等学校（東京都）
趣味は料理とオーディオ。就職は株式
会社イトーヨーカ堂に内定。大学１年
生から地元のイトーヨーカ堂でアルバ
イト。お客さまから「ありがとう」と
いわれることにやりがいを感じ、就職
も小売業に。

キャリア支援課

村
むら

田
た

　海
かい



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

図書館貴重書展
「シンデレラ・コレクション」

『シンデレラ』は、シャルル・ペローという
フランス人が出版した物語がもとになってい
ます。300年程前に英語に翻訳され、さらに高
価な書物の形ではなく「チャップブック」と
いう小さな簡易本の形で一般市民に伝わった
ことが人気を得る第一歩となりました。それ
がのちに絵本に発展することになります。本
学図書館所蔵の『シンデレラ』のチャップブ
ックは世界に誇れるコレクションです。今で
は手に入らない貴重な作品ばかりですから、
この機会に是非ともご覧いただきたいと思い

ます。（歯学部 学内教授 木村利夫）
会　期：10月17日(火) ～10月31日（火）
会　場：図書館1階エントランス
※日曜は閉館。但し紫雲祭期間中の10月22日

（日）は展示のみ催行（10：00～16：30）。
入場無料

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16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21日（土）・22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30年度入試日程　 インターネット出願が可能です（外国人留学生特別選抜を除きます）

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5日（日）
11月26日（日） 11月5日(日)

【1期】11月3日（金）
【2期】11月26日（日）
【3期】12月10日（日）

ＡＯ入試 【2期】11月19日（日） 【3期】10月15日（日）

試験入試
【1期】
【2期】
【3期】

1月26日(金)・27日(土)　※両日受験可
2月14日（水）
3月16日（金）

【1期】

【2期】
【3期】

2月2日(金)・3日(土)
※同一学科の両日受験可
2月16日(金)
3月5日(月)

2月1日（木）

大学入試
センター試験

利用入試

【1期】

【2期】
【3期】

《個別学力試験》
1月26日(金)・27日(土)
※いずれか1日選択
2月14日（水）
3月16日（金）

《個別学力試験なし》 　

その他の入試

《進路再発見入試》　　11月26日（日）
《社会人特別選抜》　　11月26日（日）
《外国人留学生試験》11月26日（日）
《編入学試験》
【1期】1月27日（土）
【2期】2月14日（水）

《編入学試験》
【1期】11月5日（日）
【2期】2月16日（金）
《奨学特待生選抜試験》1月28日（日）
《社会人特別選抜》2月3日（土）

《社会人特別選抜》
【1期】10月15日（日）
【2期】11月3日（金）

※	東日本大震災及び大規模自然災害等による「災害救助法」適用地域において被災した場合は、入学検定料が全額免除になります。

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】


