だ い が く え ん じょう

「大 覚 円 成

ほ う お ん ぎょう じ

報 恩 行 持 」 感 謝を忘れず

ひ

と

真 人 となる

93
2018.10.5

発行／鶴見大学
鶴見大学短期大学部
編集／総務課

〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見2-1-3

https://www.tsurumi-u.ac.jp

学校法人 総持学園
鶴見大学

大学院 歯学研究科（博士課程）歯学専攻
文学研究科（博士前期・後期課程）
日本文学専攻・英米文学専攻・
文化財学専攻・ドキュメンテーション専攻
歯学部 歯学科
文学部 日本文学科・英語英米文学科・
文化財学科・ドキュメンテーション学科

鶴見大学短期大学部

保育科
歯科衛生科
専攻科 保育専攻・福祉専攻

鶴見大学附属中学校・高等学校
鶴見大学短期大学部附属三松幼稚園

CONTENTS
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「ブック・カフェ」
で
会いましょう。

第54回紫雲祭 心を燃やせ！ Highになれ！
クラブ活動 PickUP! 平成30年度

神奈川大学野球秋季リーグ戦

２部リーグ優勝に向けて６戦全勝と快進撃！！
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夏季／第50回

わたしのふるさと自慢
Open your heart

全日本歯科学生総合体育大会

津々浦々

Open your life キャリア支援課からのメッセージ

“キャリア” とは “人生そのもの”。将来のことを一緒に考えてみませんか。

英語多読ランナーたちのオアシス

ブック・カフェで本を読みながら談笑する学生と深谷先生。

特集

秋の日、
「ブック・カフェ」
で
会いましょう。
2015年春、ブック・カフェのオープン当初は、訪れる学生は少な
かったという。それが2018年現在、ブック・カフェからは、学生た
ちの笑い声も聞こえてくる。本好きの学生を一人でも増やし、英語
の本を読んで感動してもらえるようにとの切実な思いから立ち上げ
たブック・カフェ。多読を通した英語力・読書力強化のよりどころ

NAVIGATER
文学部英語英米文学科
ふか

や

もと

こ

深谷 素子准教授

として、
いま注目されている。
ブック・カフェって、
なに？

として読むのではありません。物語として読ん

学生たちに開放するブック・カフェ。毎週水曜

で、
『おもしろい！』
、
『感動した！』という原書体

日、午後１時から２時半までのオフィスアワー

験をしてもらうこと。そこを最終ゴールにして

に週1回オープンする。ブック・カフェを思い

います」

立った経緯を、深谷先生に聞いた。
「多読が英語学習において効果があることは

そこまで学生を導くのは、容易なことではな
い。周到な計画性が求められる。多読の場合、

わかっていました。英語はできるようになりた

丁寧に個人指導しないと、うまく続けられない

いけど、方法が見つからなくてあきらめてしま

というのが定説になっているのだ。

う学生さんは少なくありません。あるいは、方

１年生に渡している多読ガイドを見せても

法が間違っていれば、上達しません。そこで1

らった。
『オックスフォード・リーディング・ツ

年生必修のリーディング授業に多読のメソッド

リー』のシリーズが網羅されている。180冊読み

一人では不可能なことも、ここに来れば成し

を取り入れました。しかし困ったことに、２年

終わると71,221語。その遥か先の100万語を

遂げることができる、ミラクル・ブック・カ
フェなのであった。

生になると、多読が途絶えてしまいます。それ

めざすには、ともに伴走してくれる指導者の存

なら、２年生になっても多読が続けられるよう

在が欠かせない。どういう本をどのように読み

にと、希望する学生がいつでも参加できるブッ

進めればいいのか。コーチ役の深谷先生がアド

ク・カフェをオープンしました」
あともうひとつ、先生の頭を悩ませていたの

2

もいいです。日本語に訳しながら、英語の勉強

ここは、深谷准教授が本学６号館の研究室を

バイスしてくれる安心感は、多読ランナーに
とってなによりの支えになる。

生の意欲をはかる大事な指針になります」

ポストモダニズム絵本の魅力
「
『I WANT MY HAT BACK』という絵本は、
すごくシュールなんですよ。
『どこいったん』と
いう日本語訳で、長谷川義史さんという絵本作

は、本を読まない学生が多すぎるという現実。

ところで、ブック・カフェには、約束事がひ

本を読むよろこびに目覚めさせたいという強い

とつある。来訪する学生は、ウィークリー・レ

家が大阪弁で翻訳しています。その原著がこれ

思いがあった。

ポートを深谷先生に週１回提出すること。

です」
と深谷先生が１冊の絵本を示してくれた。

「多読は最初は 簡単な本から読み始めます

「レポート用紙には、本のタイトルや語数、

絵本には文法のようなものがある。ハッピー

が、100万語を達成したあたりで、たとえば『赤

読んだ感想やメモを記入する項目があります。

エンドだったり、主人公の成長物語であった

毛のアン』の原書を読む。
『ハリー・ポッター』で

これは多読を継続していくうえで、達成度や学

り。しかし、近年そんな期待を裏切る絵本が多

く出版されている。ナンセンスものやストー

子ども同士、犬２匹が一緒に遊んで、家路につ

「ブック・カフェは、多読の指導やアドバイ

リー性のないものなど、不確実な現代社会の空

くという日常生活のひとコマを描いている。特

スだけではありません。お茶を飲みながら、絵

気感を映したポストモダニズム絵本だ。

別なことは何一つ起こらない。親子４人の登場

本や小説の話で盛り上がったり、本を読んだり

人物が、それぞれの視点で公園での出来事を語

して、自由にこのスペースを使ってもらってい

いて、学生たちにも、なにかおもしろい本が

るわけだが、話す内容はまったく異なる。同じ

ます。ポストモダニズム絵本と同様、ブック・

あったら紹介してと声をかけていたんです。そ

時間と場所を共有しているはずなのに、それぞ

カフェで過ごす時間は、学生一人ひとり違って

して、男子学生が紹介してくれた一冊がこの

れが別の時間を生きているかのよう。そこか

いていいんです。英語の本をもっと読めるよう

ジ ョ ン・ ク ラ ッ セ ン が 書 い た『I WANT MY

ら、読者は、事実（真実）は決してひとつではな

になりたい。本の世界をもっと知りたいという

HAT BACK』
だったのです」

いことにも気づかされる。多読の世界から少し

人なら大歓迎です」
。

「そういう絵本をなるべく集めたいと思って

ア ン ソ ニ ー・ ブ ラ ウ ン の『Voices IN THE
PARK』
は、２組の親子が近所の公園を訪れて、

離れた絵本の楽しみ方も、ブック・カフェには
用意されている。

『Voices IN THE PARK』
の一場面。
ポストモダニズム絵本の
『I WANT MY HAT BACK』
くまさんのお気に入りの帽子が消えた。

さて、赤い帽子をかぶったうさぎさん、
いったい、どこへ消えたのでしょうか。

あ る 日のティ ータイム
ブ ッ ク・カフ ェで、思 い思いに本に親しむ。
ブック・カフェに集った文学部英語英米文学科のみなさんの声をひろってみました。

多読の学び、
これで終われない。

多読は、
毎日の
生活のリズムです。

いし はら

浅山 郁美さん（4年）

わ

か

こ

あさ やま

石原 和加子さん（4年）
出身校：横須賀総合高等学校（神奈川県）
ヘミングウェイの『老人と海』を原書で読みまし

いく

「継続こそ、
力なり」で
継続中。

み

ます

出身校：白山高等学校（神奈川県）
２～3年生のときは、ほぼ毎週通っていました。

こ

たく

み

増子 拓海さん（3年）
出身校：中央農業高等学校（神奈川県）
私は教員志望ですが、卒論は「多読」がテーマで

た。日本の本と同じようにふつうに読めている感覚

多読に出会わなかったら「自堕落」な生活をしていた

す。長文読解力は多読のおかげで、とても自信がつ

がありました。多読は200万語までもう少しです。

と思います（笑）
。限られた時間のなかで、電車の中

きました。いま毎週水曜日のブック・カフェには他

この秋、ブック・カフェに通って達成したいと思い

で本を読むと決め、それが生活のリズムにもなって

の授業があり参加できません。それでもウィーク

ます。卒業後は英会話教室の講師として、子どもた

いました。ブック・カフェで過ごす時間は幸せなひ

リー・レポートの提出は継続しながら、先生の指導

ちに英語を教えます。

とときです。

を受けています。

読書から映画、
音楽に興味をもつ。

見慣れない
英語表現が新鮮です。

西川 未来さん（4年）

にし かわ

竹生 花帆さん（3年）

出身校：瀬谷西高等学校（神奈川県）

出身校：住吉高等学校（神奈川県）

み

き

たけ

お

か

ほ

もともと読書は好きだったんですが、日本語の本

夏休みは図書館に寄れず、読書も停滞気味でし

しか読んでこなかったので、英語の本の世界を知

た。でも、先生からすすめられた
『マジック・ツリー

り、読書の喜びを何倍も味わうことができました。

ハウス』をようやく読み始めています。これまで読

多読から洋画や洋楽への興味も広がり、人生の宝物

んだ本と違い、ネイティブの子どもが使う表現がた

を得たような気持ちです。ブック・カフェに出会え

くさん出てきます。ジャックとアニーの世界にハ

てよかったです。

マっています。

気がつけば、
300万語超えました。

高校球児、
多読訓練に目覚める。

うえ

佐竹 凌さん（2年）

だ

けん さく

さ

植田 兼策さん（3年）

出身校：希望ヶ丘高等学校（神奈川県）

たけ

りょう

出身校：日本文理高等学校
（新潟県）

もともと司馬遼太郎などの歴史小説が好きだった

高校時代は野球ひと筋でした。教員志望ですが英

んです。カズオ・イシグロの
『わたしを離さないで』

語の実力が足りなくて、このままではいけないと思

『
( Never Ｌet Ｍe Ｇo』)をいま読んでいますが、登

い、ブック・カフェに出入りするようになりまし

場人物のセリフは、独特の文体で書かれていて、そ

た。いま多読は30万語くらいです。これからも続け

れぞれがユニークで興味深いです。映画も観るつも

ていき、３年生になるまでに100万語をめざしてが

りです。

んばります。
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詳しくは紫雲祭ホームページやTwitterでお知らせしています。

http://ccs.tsurumi-u.ac.jp/shiunsai/
＠shiun_tsurumi

第54回

【紫雲祭HP】

【Twitter】

10月20日(土)・21日(日)開催

心を燃やせ! Highになれ!
紫雲祭も間近に迫ってきました。今年も実行委員会が考えたさまざまな

イベントや発表でキャンパスが盛り上がります。実行委員の皆さんに見

どころと抱負を聞きました。

今年のテーマは「心を燃やせ！ Highになれ！」
。実行委
員にはフレッシュな１年生も多く、
「ペット自慢コンテス
ト」や「なぞとき」などの新企画や、えんにち会場にも「ボ
ウリング」と「玉入れ」が新登場。参道の模擬店にも新し
い団体が登場します。
記念館で行われる演劇部やだんすぶのパフォーマンス、
POPS研究会、軽音楽部、吹奏楽部の演奏、さらに、アー
ト系クラブや鶴見大学ならではの考古学研究会の展示な

大学紫雲祭】
【志田未来トークショー in 鶴見
どんなお話が聞けるのか、今から
わくわく、ソワソワ…。
10月21日（日）開場13:00／開演

ど、校舎内にも見どころがたくさんあります。地域参加
型のフリーマーケットも紫雲祭のお馴染みになりました。
そして、本部企画のトークショー、今年のゲストは女優
の志田未来さん。最近ご入籍され、話題になりました！
新婚生活の秘話が聞けるかも･･･?!
「ペット自慢コンテスト」
「ポスターコンテスト」の発表

14：00

と「ビンゴ大会」の後夜祭まで、紫雲祭の２日間を存分に

記念館地下2階 記念ホール
チケ ット 情報 は、 紫雲 祭ホ ーム

楽しんでください。

ページかTwitterからどうぞ

【なっちゃん劇場 Returns】

日本独自のエンターテインメントで
ある紙芝居で、
日本を元気に、世界を笑顔に！えんに
ちと一緒にお楽
しみください。
10月20日
（土）
・21日
（日）11:30～、
13:30～、
15:30～
（両日開催。時間は変更になる可能
性があります。）
記念館1階 紫雲祭えんにち会場

【ペット自慢コン

わ が 家 で自 慢 の わ

テスト】

んちゃん・ニャン
くんの最高に
か わいい 写 真 を 送
ってください。は
虫類・両生類・
金 魚 や 熱 帯 魚も大
歓迎です。応募は
９月中旬から配
布している応募用
紙で。もちろん優
勝したペットく
んに賞品も用意し
ています。ポスタ
ーコンテストも
同時開催。鶴見区
選 挙 管 理 委 員 会か
ら借りた本物の
投票器材、投票用
紙で投票します。
応募受付：10月15
日15：00まで
投
票：10月20日
（土）
・21日
（日）10:00～17
:00
（※21日は15:00
まで）

ボランティアスタッフ募集中

紫雲祭当日、一緒に盛り上げてくれるボランティアス
タッフを募集しています！詳しくは実行委員会までお問
い合わせ下さい。

【なぞとき】

キャンパス中を回って鶴見大学の
謎を解いていきます。
（土）10:00～17:00
20日
※答え合わせ受付終了17:30

（日）10:00～15:30
21日
※答え合わせ受付終了16:00
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「当日は黄色のパーカーが実行委員です」山崎聖実行委員長（最
前列左）
、
「晴れるように徳を積んで、当日を待ちます」青田栞副
委員長（最前列右）

平成30年度

神奈川大学野球秋季リーグ戦

2部リーグ優勝に向けて6戦全勝と快進撃!!
硬式野球部は9月１日（土）に開幕した「神奈川大学野球連盟２
部・秋季リーグ戦」で、６戦全勝（９月24日現在）と快進撃を続

試合会場に足を運び、
頑張る選手達を応援しよう！！

【第4週 vs 防衛大学校】

けており、現在、２部リーグ単独首位となっている。
春季リーグ戦では８勝３敗の勝ち点４でリーグ2位となり、
目標としていた2部優勝・1部復帰には惜しくも届かず悔しい

※会場：東京工芸大学野球場

1戦目：10月6日
（土） 第2試合 11：30〜 先攻3塁側
2戦目：10月7日
（日） 第1試合

9：00〜 後攻1塁側 倉岡君の気迫のヘッドスライディング

リーグ戦となったが、秋季リーグでの目標達成に向け、この夏、 【第5週 vs 東京工芸大学】
更なるレベルアップを図ってきた。9月23日（日）に行われた田
園調布学園大学との第２戦では、２回に大量６点を先行するな

※会場：未定

1戦目：10月13日
（土）第1試合

9：00〜 後攻1塁側

ど、打線が10安打12得点とよく振れた。守っても春季リーグ

2戦目：10月14日
（日）第3試合 14：00〜 先攻3塁側

戦で敢闘賞に選ばれた代田涼輔君（日本文学科２年：川崎工科

※第5週の会場は、決定次第お知らせ致します。
詳しくは、鶴見大学硬式野球部HPまたは神奈川大学野球連盟
HPをご確認ください。

高等学校出身）
が６回まで被安打３、無失点と好投した。

好守備を見せた細谷君
（遊撃手）
【鶴見大学硬式野球部HP】
http://baseball263-u.main.jp/index.html

【神奈川大学野球連盟HP】
http://www.kubl.jp/index.php

9月24日終了時点の成績
鶴大

芸大

鶴見大学

市大

松大

田大

○○

○○

○○

東京工芸大学

田園調布学園大学との第１戦で
ホームランを放った4番秋山君

6回被安打３と好投した代田君

○●○

横浜市立大学

●●

松蔭大学

●●

●○●

田園調布学園大学

●●

●●

●●

●●

●●

防衛大学校

防大

勝点

勝

負

勝率

3

6

0

1.000

○○

○○

3

6

1

0.857

○○

○○

2

4

2

0.667

○○

1

3

4

0.429

0

0

6

0.000

0

0

6

0.000

●●

体育部連合
【女子バスケットボール部】6/10･17 神奈川県バスケットボール選手権大会 参加〈鶴見大学体育館〉

夏季
文化部連合

【硬式庭球部】5/27、 6/2、 6/17 関東医科歯科リーグ 参加〈明海大学・鶴見大学〉、6/3･10･17、 7/1
関東医科歯科リーグ春季団体戦 参加〈荒立テニスコート・昭和大学・聖マリアンナ医科大学運動
場・山梨学院大学〉

【競技かるた同好会】6/3･10･24、 7/1･7･8 藤沢かるた練習会 参加〈湘南台公民館・秋
葉台文化体育館〉、6/3 全国競技かるた東京吉野会大会 参加 3位入賞（昇級）
：1名・

【ラグビー部】6/3 メディカルセブンス 参加〈熊谷ラグビー場〉
【剣道部】6/10 第６１回春季関東医歯薬獣医科大学剣道大会 参加〈東京医科大学〉

4位入賞：1名〈墨田区総合体育館〉、7/8 神奈川県初心者大会 FG級 参加〈相模女子

【男子バスケットボール部】6/10･17 神奈川リーグ 参加〈鶴見大学体育館〉

大学〉

【ゴルフ部】6/10 夏季関東歯科学生ゴルフ対抗戦 参加 女子団体：優勝 総合団体：３位 女

【国際対口腔がんボランティア協力隊】6/10 お口の健康フェスタ 参加〈横浜クイーン

子個人優勝：島崎 理子（歯２） 女子個人３位：武藤 麗香（歯４） 女子個人４位：長嶺 千里（歯
３）
〈ロックヒルゴルフクラブ〉

ズスクエア〉
【軽 音楽部】6/30、 7/1 新入 生 歓 迎ライブ 実施〈Live House GIGS Yokohama
Tsurumi〉

【鶴見シューティングクラブ】6/3 平成30年三進会ニッコー栃木月例会 参加〈ニッコー栃木射撃
場〉、6/9 平成30年三進会・スキート練習会 参加〈筑波射撃場〉、6/17･7/29 三進会・トリプルト

【生物部】6/29 ラット解剖 実施〈生物第２研究所〉

ラップ成田大会 優勝〈成田射撃場〉

【ポップス研究会】7/15 新歓ライブ 実施〈Live House GIGS Yokohama Tsurumi〉
【写真部】6/17 撮影会 実施〈鎌倉周辺〉

【文学部硬式野球部】6/23･30、 7/1 第一回教育リーグ 一次リーグ 参加〈神奈川工科大学KAIT
スタジアム・横浜国立大学グラウンド・獅子ケ谷グラウンド〉

第50回
今年の歯学体夏期大会は、
7月30日(月) ～ 8月10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50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14
部門の15部門に約170名の学
生が出場し、総合成績20位の
結果を収めた。

第50回歯学体成績
【総合成績】 20位（29校中）
【夏期大会】
ゴ ル フ 部 門
バスケットボール部門
剣 道 部 門
ヨ ッ ト 部 門

※得点部門を掲載

総合
総合
総合
総合

8位
7位
3位
3位

【団体・個人成績】
（22校中）
（28校中）
（22校中）
（8校中）

◆ゴルフ部門
女子団体 7位 女子個人 6位 島崎理子（歯2）
◆バドミントン部門 男子ダブルス 2位 飯田 涼
（歯4）
・小口瑛弘
（歯3）
◆バスケットボール部門 女子 4位
◆柔道部門
無差別級 ３位 増山晃弘(歯6)
◆剣道部門
団体 3位 個人 優秀選手賞 尚原弘治(歯3)
◆弓道部門
女子個人 ３位 小島美和(衛3)
◆陸上競技部門
男子110mハードル １位 飛田大樹(歯4) 男子砲丸投 ４位 飛田大樹(歯4)
男子5000m ５位 小野宇宙(歯6) 女子走幅跳 ５位 清水百合(衛1)
女子800m ２位 宮澤奈央(衛2) 3000m １位 宮澤奈央(衛2)
◆ヨット部門
団体スナイプ級 3位 個人スナイプ級 1位 寺崎堅登（歯5）・内藤寿明（歯4）
◆フットサル部門
ＭＩＰ賞 井出悠志朗(歯3)
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九州でも西と東でこんなに違う！
全国から集まる鶴大生に地元の楽しい場所や美味しい食べ物を自慢しても

らうこのコーナー。それぞれのふるさとの自慢を競い合うスタイルになって

第２弾は、同じ九州地方からの登場です。皆さんが行きたい九州はどこにあ

りますか。

大分県

短期大学部保育科1年
こ

うら

なな

み

小浦 七海さん
大分県大分市
出身校：爽風館高等学校（大分県）

佐賀県

豊後水道の海の幸と
温泉が魅力

文学部日本文学科２年
よし なが

陶器市あり
ムツゴロウあり

かん

な

吉永 栞奈さん
佐賀県武雄市
出身校：白石高等学校（佐賀県）

㊤府内戦紙
（大分市）
㊧別府の温泉街
（別府市） ㊨関さば・関あじ
（豊後水道沿海）
写真提供：公益社団法人 ツーリズムおおいた
（3点とも）

㊤佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
（佐賀市）
㊧有田陶器市
（有田町） ㊨須古ずし
（白石町） 写真提供：佐賀県観光連盟
（3点とも）

駅の１時間待ちは普通

で私は運転免許はまだ取得してい

小浦

ないのですが、武雄もみんなそう

佐賀県武雄市ってどんなと

す。白石高校は有明海に近いの

人が多いし、大分市内にも天然温

で、高校の調理実習ではムツゴロ

泉があるんですよ。
「ブラックモン

ウを使った須古ずしを毎年作りま

ブラン」
「ミルクック」は佐賀で作

した。海苔の養殖も盛んなので、

っているんですよね。

いただくことも多く、買うことは

吉永

ないです。

そうなんです。九州以外で

は見かけませんね。東京や横浜の

小浦
はん

けい

大分のソウルフードは「鶏

アイスクリームはみんな値段が高

飯」
かな。九州はどこに行っても、

いですよね。

肉は多いですよね。

小浦

それからポテトチップスの

「九州しょうゆ」がおいしいですよ

吉永

嬉野という街には温泉もあ

るのですが、お茶の産地でも有名

ころですか。

です。高校に通学していた時は、1

ね。横浜に来て、味噌と醤油に困

です。町中にカフェが多くて、い

吉永

佐賀県は、北は玄界灘、南

本電車を逃すと、1時間くらい待ち

らなかったですか。

ろいろなパフェが食べられるの

は有明海と海に面していますが、

ます。待ち合わせの時間に間に合

吉永

で、好きです。

困りました。辛過ぎますよ

武雄市はその中間で海には面して

わないことが常でしたが、横浜だ

ね。私がいる女子学生寮で出して

小浦

いなくて、緑がいっぱいです。周

と電車の本数も多いし、時間の約

くださる味噌汁は辛くなく味付け

なってしまいましたね。

りには有田や伊万里、唐津と、昔

束もシビアですね。

されているので大丈夫ですが、外

吉永

食だと食べられませんね。

日間、
「佐賀インターナショナルバ

から陶磁器を作っている地域が多

九州の「グルメあるある」に
そうそう。11月１日から５

く、特に毎年ゴールデンウィーク

九州だけで食べられる味

お寿司もほんの少しだけ醤

ルーンフェスタ」といって、世界

に開かれる有田の陶器市は賑やか

小浦

大分市では８月の上旬に府

油をつけて食べます。うどんもコ

中から集まる熱気球の祭典があり

で、海外からのお客様も含めて、

内戦紙という祭りがあり、夜の街

シのない柔らかいのが好きです。

ます。開催中は臨時の駅まででき

100万人が訪れるそうです。器は

を電灯で灯した神輿が練り歩いた

大分は関さば・関あじ、城下かれ

るんですよ。バルーンを膨らませ

もちろんですが、アクセサリーや

り、踊りの一団がそれに続いて行

い、天然とらふぐは三大美味です

る炎が映える夜景がとても幻想的

食べ物等もあるので、私たちが行

進します。

が、釣りが好きな父が釣ってくる

です。皆さんにも、ぜひ、見てほ

っても楽しめます。小浦さんの大

吉永

別府も近いんですか。

魚を見慣れているので、横浜で見

しいです。

分市はどんなところですか。

小浦

電車の便は悪いけど、川崎

る切り身はどうも色が

小浦

大分は最近、再開発が進ん

と横浜のような距離感ですね。街

悪くて、食べる気にな

でいて、駅前は随分近代的になり

中至るところで湯気が湧いてい

らないです。

ました。市は豊後水道に面してい

て、温泉街の雰囲気が出ていま

ますが、私の家もやはり山の方で

す。また、どことなく昭和っぽい

市街に出るには車を使わないと不

ふ

ない ぱっ ちん

小浦

風景も多いです。もっと、昭和に

世界中から
バルーンが集結

便です。だから、みんな18歳にな

浸りたいなら、国東半島の豊後高

吉永

るとすぐに運転免許を取得します。

田市に昭和の街並みを再現した

行くとイカや新鮮な魚

「昭和の町」も面白いかもしれませ

がたくさん食べられま

吉永
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ん。温泉だったら湯布院にも来る

高校卒業後、鶴見に来たの

佐賀でも唐津に

Open your heart
Open your life
キャリア支援課からの
メッセージ

“キャリア”
とは
“人生そのもの”
。

将来のことを一緒に考えてみませんか？
キャリア支援課は学生のキャリア形成や就職活動を支援している。支

援内容は多岐にわたり、企業から届く求人票を提供しているだけではない。
学生は本当に話したいことは話せないものである。キャリア支援課はその
ような気持ちを汲取り、就職に向け学生と一緒に歩んでいる。学生にとっ
てキャリア支援課への訪問は小さな一歩かもしれないが、その勇気こそ、
人生を切り拓くきっかけとなるだろう。
個別指導が私たちの強みです！

キャリア支援課 課長
にし むら

ゆう

き

西村 勇気
キャリアコンサルタント
（国家資格）

お持ちの学生などに対しても手厚く支援してい

現在、キャリア支援課11名のキャリアアドバ

ます。特に学生の不安がどこにあるのか、その

イザーのうち、7名がキャリアコンサルタント

主訴を理解することを心掛けています。また、

（国家資格）です。これは全国の大学の中でも高

ハローワークや就労移行支援センターなどの外

い配置率です。職員も資格取得に挑戦し、公募

部機関とも連携を図り、卒業時に就職できな

くさんあります。また、キャリア支援課は学長、

でも有資格者を採用するなど、本学学生にマッ

かった学生の支援や自分に合った働き方が見つ

副学長との企業訪問を含め、毎年50社以上の企

チする人材配置を強化してきました。その理由

かるような体制を整えています。

業に足を運び求人情報を得ています。近年、企

はキャリア支援課がキャリアコンサルタントの
特長でもある傾聴を基礎とした「個別指導」を目
指しているからです。就職の希望内容は十人十

キャリア支援課にしか届かない
求人があります

業の場合は就職サイトを活用した就職活動が中
心ですが、本学の学生に強く興味を持ってもら
う求人の開拓が私たちの使命であると考えてい

色。来課する学生としっかり向き合い、学生自

キャリア支援課には文学部・短大部合わせて

ます。就職活動中またはこれから就職活動を控

らの意志と行動で就職活動に挑戦できるように

3000以上の求人票が届きます。加えて企業人

えている学生には是非キャリア支援課の求人票

支援しています。
「あそこに行けば、必ず話を聞

事担当者や園長・歯科医院長が来課され、直接

を活用して欲しいです。学生のみなさん、学年

いてもらえる。
」そのような立ち寄りやすい場所

求人票をご提出いただくこともあります。その

は問いませんのでお気軽に来課してください。

でありたいと考えています。

中には本学の学生を採用したいという求人がた

将来のことを一緒に考えてみませんか？

インターンシップで社会の扉を開く
文学部学生を対象にしたインターンシップ
（就業体験）は、キャリア形成や就職活動を見据
えた大切な支援行事です。1・2年生を対象にし
た登録説明会は例年12月に開催され、翌年の2・
3年生の夏休みに実習を行います。今年は96名
が参加し、昨年より20名以上増えました。受入
企業も100社を超えています。低学年から企業
を肌で感じ、職業理解の幅を広げ、その後の就
職活動に生かして欲しいと考えています。ま
た、事前準備として履歴書の書き方やマナーに
ついて学べるため、疑似的に就職活動の一端を
体験できます。また、ただ参加するだけでな
く、実習前には学生それぞれの目標を受入企業
へ説明し、何を目的に参加するのかを伝えま
す。実習後にはその経験を振り返り、
「成果報告
書」を持参し、学んだことを受入企業に報告し
ます。このように本学のインターンシップは手
厚いプログラムが特長であり、参加した学生は
大きく成長することができます。

学生の不安を理解し支援をしています
キャリア支援課では学生の状況に合わせた支
援も強化しています。人と会話することや文章
を書くことがとても苦手、または障害者手帳を

学生が納得できる
就職支援を
提供していきたい。
こ

じま

早めに
キャリア支援課を
訪ねてください。

まさ とし

ふじ かわ

小嶋 正俊さん

めぐみ

藤川 恵さん

キャリアコンサルタント
（国家資格）

キャリアコンサルタント
（国家資格）

私は、文学部と保育科の就職支援を担当し

私は歯科衛生科と資格就職（司書・学芸員・

ています。保育科は、在学生約200名に対し

公務員）を担当しています。歯科衛生科は３年

て約1,300件の求人依頼があります。保育科

生の10月から本格的に就職活動が始まります。

は歴史がある学科で、卒業生たちが全国各地

学生にとって就職活動は初めての経験で、授業

で活躍していますので、一つひとつのご縁を

等で時間の制限があるなか、国家試験の準備も

つなげていくことを意識しています。また、

しなくてはいけません。早くから不安の芽を摘

学生たちは初めての就職活動のため、マナー

むことが求められます。履歴書作成や面接はす

や履歴書の書き方等、就職活動を行う上で悩

ぐには上達しないので、早い時期からキャリア

み、不安があると思います。そんなときこ

支援課に来て準備を進めて欲しいです。資格就

そ、キャリア支援課の「親身に話を聴く」とい

職の支援も早期学年からガイダンスを開催し、

う特長が発揮されると思います。これからも

学生の就職に向けての意識づけに努めていま

学生にとって身近なキャリア支援課を目指し

す。求人開拓にも力を入れており、関係企業へ

たいと考えていますので、是非お気軽に来課

の訪問も徹底しています。そのような求人情報

して欲しいと思います。

は学内のポータルサイトに資格別で掲載してあ
りますので気軽に情報収集ができるようになっ
ています。
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INFORMATION
大学からのお知らせ
図書館より

第150回鶴見大学図書館貴重書展
「源氏物語写本をおさめる本学所蔵
二つの蒔絵箪笥」
源氏物語54帖を収納する美麗で豪華な蒔絵
箪笥が近世には多数製作されました。本学に
は以前に収集した秋草蒔絵螺鈿箪笥に収めら
れた源氏物語（甲と仮称）と、平成27年に新規
に収集した桜燕蒔絵箪笥に収納された源氏物
語
（乙）
の２件が所蔵されています。
乙の蒔絵箪笥は大破していましたが、平成
28年度、29年度の２年間にわたり漆芸家の松本
達弥氏により大規模な修復を施して、その美
しい姿がよみがえりました。修復にあたり歯
学部小林馨教授のご指導のもと歯学部附属病
院の臨床用X線CT撮影を修復の前後におこな

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20日
（土）
・21日
（日）
10：00 ～16：00

〜

イ

ン

フ

ォ

メ

い、修復施工と分析に応用しました。このた
び修復が完成し、初めて展示公開します。
（文
学部文化財学科教授 小池富雄）
会 期：10月13日
（土）
～11月21日
（水）
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21日
（日）
は展示のみ催行。
（10：00～16：30）
。
入場無料、会期中の講演会、展示解説などの
催事は図書館ブログをご覧ください。

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。

個人でのお申し込みは、公式ホームページ

からも受け付けています。

https://www.tsurumi-u.ac.jp/site/kifu/syui-kojin.html
鶴見大学 教育振興支援寄附金
【鶴見大学図書館ブログ】

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22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）

鶴見大学 鶴見大学短期大学部 2019年度入試日程

検索

◎お問い合わせ先
鶴見大学総務部総務課
電話 ０４５（５７４）8627
FAX ０４５（５７４）８６８８

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

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）

▼

出願方法や受付日程、試験内容等の詳細は、募集要項又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

入試制度
推薦入試
（一般公募）

鶴見大学
歯学部
【1期】 11月4日
（日）
【2期】 11月25日
（日）

【個別学力試験】
大学入試センター試験
（水）
・31日
（木）
【1期】 1月30日
利用入試
※いずれか1日選択
大学入試センター試験実施日
（木）
【2期】 2月14日
1月19日（土）
・20日（日）
（金）
【3期】 3月15日

社会人特別選抜

その他の入試

保育科

一般推薦・スポーツ推薦
11月4日
（日）
【2期】 12月2日
（日）

AO入試

試験入試

鶴見大学短期大学部
文学部

【1期】 1月30日
（水）
・31日
（木）
※両日受験可
【2期】 2月14日
（木）
【3期】 3月15日
（金）
11月25日
（日）

【1期】 11月3日
（土）
【2期】 11月25日
（日）
【3期】 12月16日
（日）
※2期・3期は自己推薦

【3期】 10月14日
（日）

【3期】 10月14日
（日）

個別学力試験なし

【1期】 2月2日
（土）
・3日
（日）
※同一学科の両日受験可
【2期】 2月15日
（金）
【3期】 3月4日
（月）
2月3日
（日）

進路再発見入試 11月25日
（日）
外国人留学生特別選抜 11月25日
（日）
奨学特待生選抜試験
編入学試験 【1期】 1月31日
（木）
【2期】 2月14日
（木）

2月1日
（金）
【2期】 10月14日
（日）
【3期】 11月3日
（土）
【4期】 2月1日
（金）

●授業、
成績、
各種届出などに関すること

https://www.tsurumi-u.ac.jp

2月1日
（金）
【2期】 10月14日
（日）
【3期】 11月3日
（土）
【4期】 2月1日
（金）

1月29日
（火）

各種お問い合わせ先

ホームページURL

歯科衛生科

【1期】 11月3日
（土）
【2期】 11月25日
（日）
【3期】 12月16日
（日）
※2期・3期は自己推薦

●奨学金、
課外活動、
通学証明書、
学割などに関すること
●キャリア・就職支援、求人申込などに関すること
●入試情報、オープンキャンパスなどに関すること
●健康に関すること・健康診断について
●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
●広報について

☎045-580-8212
文学部教務課
短期大学部教務課 ☎045-580-8322
☎045-580-8203
歯学部教務課
学生支援課

☎045-580-8217

キャリア支援課
☎045-580-8225
入試センター事務室 ☎045-580-8219
保健センター
☎045-580-8283
☎045-580-8503
初診科
☎045-580-8540
総務課
☎045-574-8627

