
新駿大生にインタビュー！
今年度駿河台大学に入学した新入生の皆さんに大学生活での目標や、やってみたいこと
などについて聞きました。快く協力してくださった皆さん、ありがとうございました。
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青森出身で、やっと
友達が何人かでき
たので、今度は女の
子の友達が欲しい
です。

経営学を学びたく入学しまましま
した。将来に使える資資格格格
などを取って、充実したた大大大
学生活を送りたいです！

趣味は荒野行趣味は荒
。フレ動です
なりまンドにンド
！しょう！ししょ

勉強とサークル
を両立させて楽
しい大学生活を
送りたいです。

趣味サ カ が趣味サッカーが趣味
です。

部活との両立で部活 両との両立で
友達もできるの友達もできるの友達もできるの友達もできるの
で、楽しいです。

部活動を部活動を
頑張りた頑張りた頑張りたい頑張りたい
です。

友達ができ友達 き
るように頑張るように頑張るように頑張るように頑張
りたいです。

ずっと苦手意識
の強かった英語
を、好きになれ
るくらい頑張り張りるくらい頑張り
たいです。

今は迷ってい
ますが、サー
クルに所属しに所属し
たいです 嵐たいです。嵐たいです 嵐
が好きなので
同士を見つけ
たいです！

サークルに
入ったら頑
張りたいで張りたいで
すす。す

授業を真面目
に受けて、心
理の勉強を頑
張りたいですりたいです。

公認心理師の資格格
が取れるように頑頑
張ります。

多くの資格を取って多くの資格を取 て
自分の就職活動に活自分の就職活動に活
かしていきたいですかしていきたいです。かしていきたいです

たくさんの経験を積んたくさんの経験を積ん
で将来に活かしていで将来に活かしてい
きたいですきたいです。きたいです

多くの資格をを取ってって
将来に活かししていきいき
たいです。

語は苦手ですが、語は苦手ですが英語英語
位を取れるように単位位を取れるように単位
張りたいです頑張頑張りたいです。頑張りたいです

留学したいです！！留学したいです！！
とかいろいろ資格とかいろいろとかいろいろ

取りたいです！！

勉強と部活を
両立したいです両立した両立したいです。

行政書士の資格を行政書士の資格を
取得したいです。取得

察官になれるように最終的に警察官になれる最最終的に警察官になれるように最終的に警察最最終的
単位を落とさず頑張単 ず頑張りたいです！単位を落とさず頑張単位を落とさず頑張りたいです！

サークル頑張り
ます 大学生活ます。大学生活
楽しみます。

大学でいっぱい友達作って、学でいっぱい友達作って、
ちゃんと単位取って 大学ちゃんと単位取って、大学大学
生活を充実させたいです！です！充実させたいです！

サッカー部に所属しております。
トップチームに上がり試合に出ら
れるように頑張ります！将来の夢
である体育教師になれるよう努力である体育教師になれるよう努力
します。

部（ ）ハンドボール部（女子）にに所所所属所
していて、一部リーグ昇昇格と、格
将来の夢である、公務員を目目指を目
して努力していきたいですす。。

ハンドボール部部（女子）部
に所属しているるのので自分の
のできることをを精精精一杯頑精
張り 一部リーーググ昇格をグ張り、 部リ ググ昇格をグ昇格
目指します！す！目指します！

部活動のサッカーで日々
努力し、関東に行けるよ
うに頑張りたいです。

自分の将来に向かって、、日本日自分の将来に向かって 日本日本日本
で ITの会社に就職したたいとたい
思 て ます そのためめに駿めに思っています。そのためめに駿めに
河台大学で頑張りたいとと思いと思河台大学で頑張
す 頑張ります！！ます。頑張ります！！す 頑張ります！！

を叶えるため、を叶えるための夢分の夢分分自分分
力していきたい学で努力大学学
人数 る大学のす 大人ですす 人数いる大学のす。大人ですす。です。大人
っと楽しみです。活はもっ生活活は生活はもっと楽しみで生活はもっと楽しみです。

みんなと仲良くしていきたみ
いです！い

友達があまりいない
ので、はやくできる
ようにします。子ど
ものころからピアノ
が大好きです。勉
強もしたいと思いま
す。新入生なので
わからないことがた
くさんあります。皆
さんよろしくお願い
しますしますします。

ろんなところに行ってみたのい能の飯能能
駿河台大学の先生は優しく、す。駿ですいでで
、色々なことを教えてもらだし、心だ熱熱心
な々面白い活動もあります。す。色すええま

友達をたくさん作りたい！こ人の友本人日日本
生懸命頑張ります。から一生かられれか

研修で日本に来ま最初研私は最最初は最初研修
間働き、日本の文年間した。3
なりました。ベト好きに化が好好き
本の文化を紹介人に日ナム人人に
います。将来日本いと思いしたいいと
ベトナムの文化の化とベの文化化
めになにか仕事をのため交流ののた
えるようになりまいと考したいいと
ために駿河台大そのした。そ
経営学部の観光＆学で経済経学で経学で経済
ネスコ スを選んネスコースを選んネスコ スを選ん国際ビジネ国際ビジネ国際ビジネ
ますで留学しています。ますで留学してで留学してで留学して
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　4月9日（月）、10日（火）に、新入生が早く大学生活に慣れることができるよう、オリエ
ンテーション・イベントが学部ごとに開催されました。参加した新入生から感想が届きま
したのでご紹介します！

オリエンテーションキャンプ・
新入生セミナー実施報告 法学部：群馬県水上温泉

経済経営学部：飯能キャンパス→栃木県益子

メディア情報学部：群馬県磯部温泉

現代文化学部：山梨県石和温泉

心理学部：飯能キャンパス→東京都浅草、池袋

〔開 催 会 場〕

　オリエンテーションキャンプに参加して、不安に思っていた履
修に関することを解消することができ、先輩方が考えてくださっ
たレクリエーションを通じて友達を作ることもできました。
　知らない人と話すことが苦手な私は、今回のオリエンテーショ
ンキャンプで友達を作ることができるか、同じゼミや部屋の人た
ちと仲良くなれるかとても不安でした。しかし、バスでのレクリ
エーションを通して話をする機会ができ、相手と同じ趣味がある
ことが分かると、それをきっかけとして仲良くなることができま
した。きっとレクリエーションが無かったら話すことがなかった
と思いました。
　履修に関しては、ある程度履修したい科目を決めてから臨みま
したが、シラバスを読んでも分からない情報を先輩方から聞くこ
とができ、一人では決められなかったような時間割をつくること
ができました。2日目には、サファリパークへ行きました。天気に
恵まれ、たくさんの動物を1日目にできた友達と見て、触れて楽し
むことができました。

　このオリエンテーションキャン
プは、私にとって貴重な2日間に
なりました。ここで教えていただ
いた事、できた友人を大切にし
て、これからの学生生活を充実さ
せていきたいと思います。

新入生セミナーに参加して、まず感じたことは笑顔で接する
ことの大切さです。私は今まで生きてきて無愛想と人から言わ
れることが多かったので、自分から笑顔で話しかけることを意
識してみました。いざ実践してみると、簡単に友達が増えてい
きました。また、私が通っていた高校はサッカーが強く、筆箱
に卒業した高校のキーホルダーを付けていると、話しかけられ
ることが多かったのですが、そこでもしっかり笑顔で接するこ
とができたので、良い印象を与えられたと思います。今回の
セミナーに参加して笑顔のパワーを知ることができて本当に良
かったです。
次に「協力すると仲が良くなる」ということを学びました。

このことは特に1日目で感じることができました。朝、まったく
知らない状態だったのに、夕方にはみんな仲良くなっていて驚
きを隠せませんでした。自分のグループには留学生が2人いて、
その留学生とも仲良くなれて非常に嬉しかったです。
正直、このセミナーが始まる前は楽しいのか不安でしたが、

終わってみると時間が過ぎるのが早く、本当に楽しかったで
す。そして楽しかっただけではなく、様々なことを学べたので
とても良かったと思っています。もっと友達を作って大学4年間
を楽しみたいと思います。
最後にアドバイザーの
方には大変感謝していま
す。ありがとうございま
した。

オリエンテーションキャンプに参加するにあたって1つ目標を立てました。それは「友達
を作る」ということです。簡単そうに思えますが、私は人見知りで、自ら話しかけること
ができず、オリキャン当日の朝まで1人で行動していました。しかし、偶然バスで席が隣に
なった学生と話すようになり、そこからたくさんの人と話すようになりました。また、アド
バイザーの先輩方が、バスレクリエーションや全体企画など様々な企画を用意してくださっ
たおかげで、より多くの人と話す機会が増え、最終的にたくさんの友達を作ることができま
した。
また、履修科目を決めるときに先輩方からは、大学生活においてのアドバイス

や、授業の情報など、たくさんのことを教えていただきました。翌日のよろず相談
では、先生に個別に質問でき、多くの情報を得られたので、大学生活への不安が減
りました。同じ進路を目指す人たちと交流できたのもとてもよかったです。
オリエンテーションキャンプのおかげで、これからの大学生活も楽しみになりま

した。引率してくださった先生方、一生懸命サポートしていただいた先輩方、本当
にありがとうございました。

貴重な２日間楽しかった2日間

ができま

オリキャンのおかげで
大学生活が楽しみになりました　法  学  部

　経済経営学部 　メディア情報学部
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　本学は、地域に根ざした大学として、地域連携をより一層推進していくため、飯能市との間で「職員の派遣に関する協定」を締結し、
2014年4月より職員の相互派遣を行っています。この協定により、今年度飯能市から迎えた職員は、本学の学務企画部地域連携課
に勤務し、また、本学から飯能市へ派遣した職員は、飯能市生涯学習スポーツ部スポーツ課で働いています。
　そこで飯能市役所から派遣された馬場佳子さんにインタビューを行いました！

　本学は、地域の「知の核」として、毎年公開講座を実施しています。高齢の方を対象としたプログラムが中心ですが、どなたでも受講できます。
　「彩・ふるさと喜樂学」や「市民の大学」のような座学のほか、対話中心の「外国語講座」や実技形式の「スポーツ講座」、大学周辺の丘陵を歩く「自然観察」、
楽しみながら里山の保全を学ぶ「リース作り」など多岐にわたっています。スクールバスや駐車場は無料です。学生食堂もご利用いただけます。
　興味のある方は、地域連携課までお問い合わせください。パンフレットの送付申込みは本学ホームページでも受け付けています。皆様のご参加をお待
ちしております。

【お問い合わせ先】
駿河台大学 地域連携課　〒357-8555 飯能市阿須698
Tel：042-972-1181（9：00～17：00　土・日・祝日を除く）
Ｅメール：univext@surugadai.ac.jp　　ホームページ：http://www.surugadai.ac.jp/chiiki/syogaigakushu/koza/seikyu/

2018年度 公開講座情報！

　まずはじめに、今回のオリエンテーションキャンプの企画運営を
してくださったアドバイザーの先輩方、教職員の方々、本当にあり
がとうございました。
　今回の1泊2日のオリエンテーションキャンプでたくさんの人と関
わることができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。
一人ひとり生まれも育ちも異なる友人と、こんなに多くの時間を共
にできたことは、大変勉強になりました。異なる地方から来ている
人の話を聞くことは、刺激的で楽しかったです。
　クラスレクリエーションや全体企画part2では、アドバイザーの
先輩方が企画された、なんでもバスケットや借り物競争、イントロ
クイズ、早飲み競争などでクラスの団結がより深まった気がしま
す。
　2日目のよろず相談では、教職についての話を聞き、より一層教
員になりたいと思うようになりました。大学ではもっともっと勉強
を頑張ろうと思いました。
　今回のオリエンテーションキャンプを通じて駿河台大学に入学し
て本当に良かったと思いました。これからの4年間を大切に、思い
出に残る大学生活にしていきたいです。
　アドバイザーの先輩方、教職員の方々、そして現代文化学部の同
期の皆さん、本当にありがとうございました。とても楽しい山梨で
の1泊2日でした。

　「雰囲気についていけるだろうか」「きちんとコミュニケーショ
ンがとれるだろうか」「友達はできるだろうか」様々な心配事を抱
えながら新入生セミナーに参加しました。元々人付き合いが苦手な
私は今回の課題として「たくさんの人と話してみる」ということを
意識して臨み、自分を社交的な人間にしようと努力しました。
　1日目午後のオリエンテーションプログラムでは、ゲーム感覚で初
めて話す人達とチームワークを作り上げるもので、堅苦しい雰囲気は
なく、話し合いながらお互いの個性を理解し、尊重してそれぞれの個
性を上手に活用することで素早く問題を解決する方法を学びました。
　率先して進む人、遅れている人がいないか気を配る人、自分のす
べきことを探して取り組む人、様々なタイプの人がいて相手はどの
タイプか、自分はどのタイプかを把握する大切さや、その中で自分
がどのように動いたら物事がスムーズに進むか見極める力の重要性
を改めて考えさせられました。
　今回の新入生セミナーを経て、人とのコミュニケーションのとり
方には様々な方法があり、それぞれに合った接し方をする必要があ
ることを学び、友達作りとは本当に奥が深いと思いました。
　これからは、人との距離の上手なとり方を身に付け、コミュニケー
ション能力を向上させていき、大学生活で役立てたいです。

オリエンテーション
キャンプ＠山梨 個性を活用する　現代文化学部 　心 理 学 部

馬場さんへのインタビューーュービュ地域連携

Q　飯能市役所ではどのような仕事をされていまし
たか？
A　直前は、名栗地区行政センターに3年間おりまA

した。市内に13か所ある「地区行政センター」のうちの1つです。
　主な仕事の内容は、窓口業務（住民票などの各種証明書交付事務）、公民
館講座の企画実施、センター貸出業務、地域団体の事務局です。
　また、名栗地域の“一番身近な市役所”として、簡単な道路の補修や野生
動物の死骸除去、ゴミの不法投棄などの生活相談に素早く対応することを
大切にしておりました。
Q　駿河台大学の印象はどうですか？
A　実は私も法学部の卒業生です。昔から変わらず緑豊かで美しいキャンA
パスに、学生当時に戻ったように感じました。
　また、メディアセンターや運動施設などの施設が増えて、ますます快適
な学習環境が整っている事をうらやましく思いました。
　公開講座等も充実し、地域に開かれた“生涯の学び舎”として卒業生や地
域の方からも親しまれていることを誇りに思っております。

Q　飯能で学生におすすめのスポットがあれば教えてください。
A　4月にリニューアルオープンした「飯能市立博物館（愛称きっとす）」A
をおすすめします。歴史にまつわる展示のほか、飯能河原・天覧山周辺の
自然が学べるビジターセンターの機能も兼ね備えています。飯能の事を知
るには絶好のスポットです。
　また、11月には「メッツァビレッジ」が、来春には「ムーミンバレーパーク」
が宮沢湖に開業します。北欧の雰囲気を味わえる、また“ムーミン“の物語の
世界観を体感できる一大テーマパークのオープンが待ち遠しい限りです。
Q　最後に学生の皆さんにメッセージをお願いします。
A　飯能市にお住まいの人もそうでない人も、飯能に縁あって今を過ごしA
ていると思います。
　飯能の良い所をまだまだご紹介したいです。飯能を心の故郷だと思って、
学業の合間に地域へ飛び出してみませんか。
　なお、地域連携課では「地域インターンシップ」、「まちを元気に、まち
で元気にプロジェクト」等の地域関連のカリキュラム履修への相談支援を
しております。学外での活動によって、将来につながる人脈やライフワー
クに巡り会えるかもしれません。気軽にお越しください。

※QRコードにアクセスしていただくと、
公開講座パンフレット請求のページに
接続されます。
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キャリアセンターより

　3月末から4月中旬にかけて、2018年度資格取得講座「キャリアカレッジ資格ガイダンス」を
3回開催しました。
　ガイダンスでは9種類の講座の説明が行われ、学部ごとの学びが活かせる資格や社会で役立つ
さまざまな検定などの情報に、多くの学生が真剣に聞き入っていました。また、キャリアカレッジ
を受講して見事資格取得をした学生も同席し、どのように勉強をしたか等、積極的に質問をする
学生の姿も見られました。
　漠然と抱いていた「資格を取りたい」という思いが、講師の方や合格者の話を聞くことで少し具
体的になってきた学生も多いのではないでしょうか。各講座の講師は合格実績の高い専門業者の
協力を得ており、いずれの講座も学内で受講することができ、資格の専門学校と比べて安価な受
講料設定となっています。
資格取得をめざすことで、専門分野の奥深い知識が身につき、その知識はもちろん、勉強に費やした時間と努力は将来の就職活動に

も活かされることでしょう。資格へのチャレンジは可能性をひろげ、大きな自信を勝ち取るチャンスです。たくさんの資格があって、どれ
を取ろうか迷っている方、また、取りたい資格はあるけれど、迷っている方、ぜひキャリアセンターで相談してください。
キャリアセンターでは、今後も引き続き、学生たちのさまざまな資格取得に向け、各種ガイダンスなどを通じ積極的にサポートし、バッ

クアップしていきます！

資格に挑戦！
2018年度資格取得講座 「キャリアカレッジ資格ガイダンス」を
開催しました

　4月3日（火）入学式当日に新入生のご父母を対象とした就
職説明会を開催しました。遠方からお越しいただいた方や、
ご両親揃ってお越しいただいた方もおり、大勢のご父母の皆
様にご出席いただきました。
説明会は雷キャリアセンター事務部長の司会で始まり、本

池キャリアセンター長より「4年後、社会人として巣立つために」
をテーマに「昨年度の本学の就職状況」、「企業の求める人材
像」、「本学を含めた現在の大学教育の特徴」、「大学4年間を
過ごす上での注意点」についての説明がありました。
　キャリアセンター
では、6月の父母会
総会時、9月には3年
生ご父母対象の就職
セミナーを開催する
予定です。ご不明な
点がございましたら
キャリアセンターま
でお問い合わせくだ
さい。

1年生ご父母対象の
就職説明会を開催しました

宅地建物取引士【国家資格】 リテールマーケティング（販売士）検定2級

秘書検定2級 ITパスポート試験【国家資格】

医療事務管理士 経営学検定初級

日商簿記検定3級

介護職員初任者研修

保育士【国家資格】

※全ての講座に最少開講人数が設定されています。
詳細はキャリアセンターで配布しているパンフレットをご参照ください。

＜2018年度開講講座＞

4月12日（木）資格ガイダンスの様子

ご父母を前に説明をする本池キャリアセンター長

　3月23日（金）所沢市の「くすのきホール」にて、第24回埼
玉県西部地域合同企業説明会が開催されました。この説明
会は、本学を含む埼玉西部地区6大学（駿河台大学・淑徳大学・
尚美学園大学・城西大学・西武文理大学・武蔵野学院大学）
が中心となって組織する「埼玉県西部地域雇用促進協議会」
が主催しています。
　当日は60を超える東京・埼玉の有力企業・団体が集結、
本学からも多数の学生が参加し、熱心に企業の説明を聞い
ていました。
　キャリアセンター
は、今後も一人でも
多くの学生が自分に
合った企業に巡り会
うことができるよう、
支援を続けてまいり
ます。

第24回 埼玉県西部地域合同
企業説明会が開催されました

説明会の様子

【お問い合わせ先】
駿河台大学キャリアセンター　　Tel：042-972-1131（9：00～17：00　日・祝日を除く）
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　公務員は、仕事内容、待遇、福利厚生、公共性・安定性から見ても、大変人気のある職業です。高倍率の難関試験に合格するためには、
戦略を立てて受験対策をすることが重要です。
本学では公務員を志望する学生が多いことから、公務員になるための支援制度を数多く用意しています。その中でも「公務員講座」

では、数的処理など問題配分の高い分野を中心に、教養試験対策を行っています。限られた時間の中で、効率よく勉強を進めるためのプ
ログラムや学習環境を提供していきます。詳細はキャリアセンターで配布しているパンフレットをご参照ください。

公務員を目指すには…　公務員支援制度のご案内

★公務員講座受講のメリット
①受講料の安さ…予備校と比較し半額から3分の1の価格で受講ができます。
②大学の授業との両立…学内で講座を行いますので学業との両立が可能です。
③受験指導のプロによる講義…公務員専門学校の講師が丁寧に講義を行います。
④オリジナル教材…わかりやすい解説や頻出問題をまとめたレジュメを配付します。
⑤継続学習の習慣が身に付く…毎週2日以上の講義と復習でカを付けていきます。
⑥受験仲間との出会い…同じ目標を持つ仲間の存在が心の支えになります。
⑦民間企業の就職活動にも役に立つ…民間企業就職の筆記試験対策にも繋がります。

　6月23日（土）、本学キャンパスにおいて、NHKラジオ第1で放送している「キャンパス寄席」の公開収録が行
われます。

　「この番組は、大学におじゃまして、お笑い芸人の厳選されたネタと趣向をこらした企画コーナーをお楽しみい
ただくとともに、人気落語家による練り上げられた芸を堪能していただきます。」(NHKイベント・インフォメーシ
ョンより引用)。

収録日時：2018年6月23日(土)
開　　場：14:30　開演：14:50　終演予定：17:50
会　　場：駿河台大学　講義棟1階3101教室
司　　会：サンドウィッチマン、戸松遥
出演予定：三拍子、磁石、春風亭昇々、東京ホテイソン、宮下草薙、四千頭身（50音順）、
　　　　  駿河台大学の学生
放送予定日：未定
主　　催：NHKさいたま放送局　

協　　力：駿河台大学

※観覧申込は終了しました。収録された番組は、NHKラジオ第1で全国放送されますので
　皆様ぜひお聴きください。

2013年度開催時の様子

NHKラジオ「キャンパス寄席」の公開収録が本学
で行われます

四千頭身四千頭身三拍子三拍子
東京ホテイソン 東京ホテイソン

春風亭昇々 春風亭昇々
宮下草薙 宮下草薙

磁石 磁石

戸松 遥 戸松 遥

サンドウィッチマンサンドウィッチマン

公務員講座　ステップアップ・プログラム

【第1期】

公務員受験
スタートコース

公務員

【第1期】

公務員受験
スタートコース

第1【第1【第1第1第 1【第1【第1【第1第1第 1第 1第 1第 1第 11第 期期期期【第1期

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公務公務公務公公公公公務公務公務員受員受員受員受員受員受公務員受受受受受受受受受受務務務務務員受員受員受員受務員受
スタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタスタタ トトトトトトトトートートートトトトトトートートートトートートトトココココココココココココココスタートコタタタタタタタタタタタタタタタ トトトトートートートトートートートートトートートトートートートートトートートトトココココココココココココココココココタートコ

【第2期】

数的処理コース
【第4期】

受験対策強化コース
【第6期】

直前特訓上級コース①②

プア講座　ステップ

】】】】】】】

験験験験験験験験験験験験験験験受受受受受験験験験験験受験受受受
コーココーコーコーコーーーーースススススススススススススススススススススススースコーコココーコーコーコーーーーーススススススススススススース

【第2

数的的処理処理
2期】

ス理コース理コ 受

【第3期】

夏期集中コース

ラム

6期】【第6

ス①②級コース級コ直前特訓訓上級上級

ップ・プログラ

第【第

策策受験対対策策
第4期】

ース策強化コー策強化

】

スススースコースコ
【第5期】

直前特訓コース

②ス①②ス

合格！
公務員講座は、後半に向け徐々にレベルアップを目指すプログラムになっています。

各コースは単独での受講も可能ですが、コースごとに内容が異なりますので、公務員試験合格を本気で目指す学生は
継続受講をしてください。また、継続することで自然と学習習慣が身につき、反復学習による知識の定着も図れるた
め効果的な実力アップに繋がります。



－中国・聊城大学の卒業生－
　本学の長期留学提携校の1つ、中国・聊城大学からの交換留学生で、2012年9月から1年間、
本学に在籍した張文雅（チョウ  ブンガ）さんが留学後初の日本旅行で大学に来てくれました。グ
ローバル教育センターに立ち寄り、お世話になった教職員と旧交を温めるひと時を過ごしました。
　張さんは今、中国・北京市で公務員として働いています。今回は休暇を利用して日本を再訪し、
滞在中、温泉旅行に行ったり、長瀞のライン下りを体験したり、親友と再会したりしたと話して
くれました。中でも、福島県の鶴ヶ城で、例年より早く咲いた桜を見られたことをたいへん喜び、
その後訪れた檜

ひ の え

枝岐
また

温泉も大満足の様子でした。
　「温泉の宿は、民宿がお勧めです。なぜなら、民宿はこじんまりしていて、快適だからです。また、おかみさんは宿泊客に、まるで家族に
話しかけるように話してくれますから、温かい気持ちになります。絶対民宿がいいです」と張さんはニコニコ顔で話してくれました。
　数年ぶりの日本再訪で、日本ならではの良さを再確認したようで、聞いているこちらまでも嬉しくなりました。
　再会した教職員も「日本語、もっと上手くなったね」「元気そうね」と教え子の成長に目を細めて喜んでいました。張さん、また来てくだ
さいね。 （グローバル教育センター教授　葉 紅）

グローバル教育センターより

　本学の提携校であるドイツ・ミュンヘン大学と中国・聊
リャオ

城
チョン

大学より、今年も8名の留
学生がやって来ました。これから半年または1年の予定で、駿大lifeが始まります。
　今回、8名の留学生にインタビューをしました。今後、授業やイベントで出会う機会
を大切に、国境を越えた友情を手に入れてみませんか？！

①日本に興味を持ったきっかけ
②留学期間中にしたいこと
③自分の国について知ってほしいこと

　　　　N
ノルデン

ORDEN, A
アンドレアス

NDREAS H
ヘルマン

ERMANN

ミュンヘン大学交換留学生
（受入期間） 2018年4月～2019年3月

①高校生の時に、東日本大震災のニュース
を見ました。暴動を起こさず、しっかり
支え合う日本人を見て興味を持ちました。
②たくさん友達を作り、お互いの国や文化
について分かち合いたいです。
③（日本の方がたくさん優れているところが
あるのですが…と前置きして）ワーク・ラ
イフ・バランスがしっかりしていて働き
やすい国です。あと、ビールは1リット
ルの大きいグラスで飲みます。

　　　李
リ

   順
ジュンキョウ

強  （LI  SHUNQIANG）
　聊城大学交換留学生

（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①中学生の時に、日本の政治・経済につい
て勉強して興味を持ちました。朝日新聞
をよく読みます。将来は中国と日本の懸
け橋になりたいです。
②大阪（中国で人気）、京都（歴史的な町）、
北海道（美しい景色が中国で評判）に旅が
したいです。
③改革・開放が進み、社会が繁栄してきま
した。やさしい中国人も多いですよ。

　　　  段
ダン

  珊
サンサン

珊  （DUAN  SHANSHAN）

　聊城大学交換留学生
（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①高校時代、日本に旅行した友達から、日
本はいい国だと聞いて興味を持ちました。
②横浜や北海道など、日本のいろいろなと
ころに行ってみたいです。
③日本と中国の漢字の違いはおもしろいで
すよ。

　　 張
チョウ

   娜
ナ

  （ZHANG  NA）
　聊城大学交換留学生

（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①15歳の時、日本で働いていた父親が、日
本の本を買ってきてくれましたが、漢字
が違っていて読めなくて、興味を持ちま
した。それ以来、日本語を勉強しています。
②日本語をしっかり身につけたいです。あ
と、授業をたくさん取りたいです。
③中国人はマナーが悪いというイメージが
あるかもしれませんが、それは一部の中
国人だけです。たくさんの中国人と触れ
合ってみてください！

　　　辛
シン

   暁
ギョウブン

  （XIN  XIAOWEN）
聊城大学派遣留学生

（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①小学生の時、日本のアニメを見ました。
日本語は分からなかったけど、主題歌を
覚えました。
②三味線を弾いてみたい。
③アリペイ（中国版電子マネー）が便利。財
布を忘れても大丈夫です。

　　　井
イ

   惠
ケイコ

子  （JING  HUIZI）
聊城大学交換留学生

（受入期間） 2018年4月～2019年3月

①大学で日本語を専攻したことがきっかけ
です。日本のドラマが大好きです。
②日本語が話せるようになりたいです。日本
人の友人をたくさん作りたいです。あと、
京都で和服を着て、写真を撮りたいです。
③なんでもスマートフォンで支払いができ
て便利です。

　　李
リ

　穎
エイ

  （LI  YING）
聊城大学派遣留学生

（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①13歳ぐらいの時に日本のアニメを見て、
興味を持ちました。
②アニメの舞台になった場所に行ってみた
いです。あと、歴史や文化が好きなので、
古い建物を見たり、伝統文化を体験した
りしたいです。
③中国語は歴史が長く、世界で一番難しい
言語とも言われています。

　　臧
ゾウ

　慧
ケイ

  （ZANG  HUI）

　聊城大学派遣留学生
（受入期間） 2018年4月～2018年8月

①10歳ぐらいの時にアニメを見て興味を持
ちました。
②大阪や京都に旅行に行きたいです。あと、
相撲を見てみたいです。
③（リ エイさんを見ながら）中国語は難しく
ないですよ。日本ほど規模は大きくない
けど、中国でも、コミックやアニメの見
本市が増えてきています。

交 派換 遣 留 学 生 がやって来た！

質問してみました！

留学後の初来校

　　　　 N
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杉本非常勤講師（左）と張さん（右）
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―日本の生活には慣れましたか。
　まだ慣れたとは言えませんが、昨年に来た時よりは。日本の食べ物では、力がつく感覚が
するので納豆が好きです。今のところは不便なところもなく過ごすことができています。

―ケニアではどのような学生生活を送っていましたか。
　ケニアにいた頃は、中学校入学時に家族と離れてナイロビへ行き、アパートメントから学
校へ通っていました。アパートメントから中学校、高校までは3kmほどあり、走って通って
いました。思えばあれが最初のトレーニングだったのかもしれません。実家へはバスで7～8
時間ほどかかるので、長い休みがある時に実家へ帰り、牛や羊の世話をしていました。羊は
14頭ほどいました。

―駿大での練習についてはどのように思いますか。
　駿大に来て、トラックが整備されていることに驚きました。練習するにはとてもよい環境
だと思います。駅伝部は徳本監督のもと、チームが一つの目標に向かって一丸となって練習
をしています。徳本監督には様々な場所での練習を経験させてもらっているので、練習のみ
でなく日本を知る機会ともなっています。

―練習以外の時間はどのように過ごしていますか。
練習以外の時間には、映画を観たり音楽を聴いて過ごしています。また、動画サイトなどで有名なチャ

ンピオンなどの動画を観ることが、自分も彼らのようなチャンピオンになりたいというモチベーションへ
とつながっています。

―アスリートとして、また駿大生としての目標を聞かせてください。
アスリートとしての最終的なゴールは、オリンピックチャンピオンになることです。駿河台大学生とし

ての目標は、本学で学べる語学をたくさん習得し、メンバーとより多くコミュニケーションをとっていき
たいです。チームで協力し、一つの方向へ向かっていくことが成功へ導いてくれると信じています。

今回は本学駅伝部にて今年度から始動した活動に目を向け、その模様に迫るべく取材を行いました。
今後さらなる飛躍が期待される駅伝部の新たな挑戦にぜひご注目ください！

駅伝部では今年度、期待の留学生ブヌカ・ジェームス・ナディワさんを部員として迎えました。
これから駅伝部の一員として、チームの目標に向かって頑張るジェームスさんに今後の意気込み

や日本での生活、ケニアではどんな生活をしていたかなど、彼の素顔に迫りました。

駅伝部 英語勉強会の様子
　駅伝部では5月から、外部より講師の先生を招き、週一度の英語勉強会をスタートしました。
海外遠征にも積極的に取り組んでいる駅伝部において、英会話を学ぶことは世界を広げること
につながります。そこで今回は、勉強会に潜入してきました。
　勉強会は絵本や日常的な会話を扱った読み物を参加者で読みあい、ペアになって会話形式で

進めていくこともあるそうです。「語彙力や文法以上に、
恥ずかしがらずに話すことが大切」と先生は言います。
その通り、この勉強会では「話す」ことに重点が置かれ、
全員に英語で話す機会がたくさん与えられていました。
　日本人にとっては難しい「R」と「L」の発音の違いをゲーム形式で学ぶなど、楽しく学べる工
夫が凝らされています。参加した駅伝部員からも笑顔が絶えることなく、実に和やかな勉強会と
なっていました。この勉強会で学んだ英語力を今後の海外遠征、また海外からの留学生との円滑
なコミュニケーション等、新たな飛躍に活かしていけることと思います。

駅伝部 期待の留学生の素顔に迫る !

 ◆駿大スポーツ（ホームページ）随時更新中！！【 http://www surugadai ac jp/sports/ 】【 http://www.surugadai.ac.jp/sports/ 】

各クラブの情報が見やすくなり、試合日程や結果を随時更新しています！

新たな飛躍に活かしていけることと思います。

今後も駅伝部のさらなる活躍にご期待ください
！！

ケニア共和国
ブンゴーマ

ジェームスさんプロフィールジェームスさんプロフィール
●5人兄弟（兄弟2人、姉妹2人）
●ケニア共和国 ブンゴーマ出身
●尊敬する選手：
　エリウド・キプチョゲ選手
（リオオリンピック金メダリスト）



学習相談のご案内学習相談のご案内内案ごの談相習習学
　本学では、学習相談の総合窓口として本学 学 相 総合窓 と口窓合談相習学、で学本
学習相談連携デスク（第二講義棟1階健学習相談連携デスク（第二講義棟1階健棟義第（クス連談相習学
康相談室前）を設けています。ここは、3康相談室前）を設けています ここは 3はこすまいて設を）室談相康
つの窓口が連携して、学習を進める上でつの窓口が連携して、学習を進める上で上るめ進をてし携連窓のつ

の戸惑いや困ったこと、学生生活上の問題や将来の不安などを解決しよの戸惑いや困 たこと 学生生活上の問題や将来の不安などを解決しよし決解を安不の来将や問の上活生とこた困やい惑戸
うとする取り組みをしています。すてしをみ組取るすと

学習全般の相談は「学習相談連携デスク」で、障がいを抱えて修学学習全般の相談は「学習相談連携デスク で 障がいを抱えて修学修てえ抱をいでクスデ連談相習学相の般全習学　
上で困っていること、学習で困っていることは「健康相談室」で、パソ上で困っていること、学習で困っていることは 健康相談室」で、パソパで室康健はるいてっ困学とこいてっ困で
コン全般や情報処理能力を高めたいといったことは「情報処理教育センコン全般や情報処理能力を高めたいとい たことは「情報処理教育センセ育教理処報「はとこいといたを力能理処情や般全ン
ター」で、外国語スキルを高めたい、海外留学を実現したいといったこたっいとし現実を学外海いたをルキス語外でー
とは、「グローバル教育センター」で、それぞれ受け付けています。各とは 「グローバル教育センター」で それぞれ受け付けています 各すまいてけ受れぞれそでータンセ教ルバーログは
窓口には学生たちが訪れ、授業や勉強のことだけではなく、資格や将来窓 学生 が訪 授業 勉強 だ 資格 将来将や格資、はでけだの強勉や業れ訪がち生学はに口
の話など様々な話ができる場となっています。各学習相談窓口では学生の話など様々な話ができる場となっています。各学習相談窓口では学生学はで口窓談習学各。すいてっなるきでが話様どな話
の皆さんの相談を受け付けています。わからないことはそのままにしなの皆さんの相談を受け付けています わからないことはそのままにしなにままのはとこいなかわすまけ付け受を相のんさ皆
いで、なんでも相談しましょう！どうぞご父母の皆様方におかれましていで、なんでも相談しましょう！どうぞご父母の皆様方におかれましてまれかお様皆の母父うどしまし談相でんなで
も、お気軽にご利用ください。も お気軽にご利用ください。だく用利軽気お、

いろいろな勉強の相談に応じます。いろいろな勉強の相談に応じますすまじ応に談相の強勉なろいろいいろいろな勉強の相談に応じます。
■授業の内容がわからない　いなかわが容内業授
■授業担当教員が不在で、質問ができなかった授業担当教員が不在で 質問ができなかったたっかなでが問質、不が員教当業授
■レポート課題の書き方がわからない　ポ 書 いかわが方書の題課レ
■ゼミでの発表・プレゼンテーションの準備が進まない　ゼミでの発表 プレゼンテ ションの準備が進まないいなが備準のンーテンゼプ表発のゼ
■就職での筆記試験が不安で対策を考えたい　就職での筆記試験が不安で対策を考えたいいたえを策対で安が験試記筆の職就
■定期試験が心配定期試験が心配配心が験定
■ パソコンの授業の予習・復習、ノートPCの修理、パソコン購入相談パソコンの授業の予習 復習 ノ トPCの修理 パソコン購入相談談相入購ソパ理修CPノ習復予の業授のンパ
など、パソコン関連全般OKO般全連ンコソパ、な
■MOSなどの情報関連資格に興味がある・チャレンジしたい方大歓迎　MOSなどの情報関連資格に興味がある・チャレンジしたい方大歓迎迎歓大方たしジンレるあが味格資連関報情なSM
■定期試験が心配定期試験が心配心が験定
■英語・第２外国語の相談英語 第２外国語の相談談相語国外２第語英

※ 開室時間等、詳細は本学HPよりご確認ください。※開室時間等 詳細は本学HPよりご確認ください。いさだく認確P学本は細詳、等室開※
QRコードからもご確認いただけます。QR ドからもご確認いただけますすまけだた認確ごもーコ

　本学は、2018年3月末にスポーツ文化学部スポーツ文化学科（仮称）
（2019年4月開設予定）の設置認可申請書を提出しました。
　スポーツを主な教材とした多様な教育を通じて、現代社会に必要な基
礎的能力（「駿大社会人基礎力」）を涵養するとともに、スポーツ文化に関
する幅広い教養とグローバルな視野を身につけ、関連領域における実践者、指導者、支援者として、地域社会においてスポー
ツ文化の振興・継承・交流・創造に貢献できる人材を育成することを目指します。この申請に係る設置認可は、2018年8月
末以降の見込です。
　2年次以降は、スポーツ健康コース、スポーツ教育コース、スポーツキャリアコースの3コースに分かれます。
　詳細は、スポーツ文化学部スポーツ文化学科特設サイトをご覧ください。

スポーツ文化学部スポーツ文化学科
（仮称）設置認可申請について

8 駿 河 台 大 学  N E W SーNo.204

の戸惑いや困 たこと 学生生の戸惑いや困 たこと 学生生生とこた困やい惑戸

　今年で3年目となるHanno Green Carnival（以下HGC）が2018年6
月2日（土）、3日（日）にトーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園にて
午前10時より開催されます。

　本学メディア情報学部では、ソニー・ミュージックエンタテインメン
ト（SME）KIDSTONEとの連携講座、「オンキャンパス・ワークショップ」
の一環としてHGCに参加します。オンキャンパス・ワークショップでは、
実際にエンタテインメント業界の第一線で活躍しているSMEの社員の
方を講師に迎え、イベントの組み立て方、宣伝プランの考え方、関係
者へのアプローチの仕方などを教えていただいています。

　当日はアーティストライブ
や、ワークショップ、パン
フェスタなど内容盛りだく
さんです。
　詳細は、「Hanno Green
Carnival 2018～マナブ ア
ソブ ツナガル～」公式サイ
トよりご確認ください。

「Hanno Green Carnival 2018

～マナブ アソブ ツナガル～」開催

2017年開催時の様子

メディアセンターより

新入生の皆様、ご入学
おめでとうございます。
　新学期がスタートし初めての一人暮
らし、料理・勉強・学生生活・就職活
動…不安になることもあると思います。
　メディアセンターでは、新着図書・企画・学生推薦図書の展示を
行っています。現在、3階企画コーナーでは、『新生活応援フェア』で、
新生活にあわせた様々なシーンで役立つ本を揃えました。
　また、メディアセンター内に「PCワークエリア」、「ラーニング・
コモンズ」、「グループ学習室」、「ディスカッ
ションゾーン」も設置しているので是非、ご
利用ください。
　メディアセンターを活用し、充実したキャ
ンパスライフにしましょう。

ラーニング・コモンズ グループ学習室 ディスカッションゾーン

PCワークエリア


