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現代の社会１
（ファッションブランド戦略論）担当
「今年度は260名が受講し、学生のファッショ
ン分野への関心の高さがうかがえました。学生か
らは『よく知っているブランドに勤めている方のお
話だったので、興味を持つことができた』
『華やかなブランドの裏を見る

目白大学社会学部は平成19年に、当時の人間社会学部を人間学部と２分割してスタートしました。
今年（平成21年）は社会情報学科とメディア表現学科が開設10年目、来年（平成22年）は地域
社会学科の第1期生を世に送り出す節目の年に当たります。これまでそれぞれの学科が確立してき
た独自の学びのスタイルに加えて、今年度から新たに学部共通科目を導入するなど、社会を学ぶ
上で必須というべき幅広い視野を養成すべく学科相互の連携にも力を入れ始めています。

ことができた気がして、貴重な機会だった』
という声が聞かれました。
学生には『身近に感じられるテーマから社会を読み解く』という学び
を通して、視野の広い観察眼を身に付けてほしいと思っています。来年
度は、
たとえばユニクロの話ならフリースに焦点を絞るなど、
テーマをさら
に深く掘り下げた内容にすることを考えています。

CECIL McBEE（セシルマクビー）
を
熱く語る木村社長

企業の戦略を直接学べるだけでなく、講師をお願いしたビジネス現
場の方に目白大学生のことを知ってもらう良い機会にもなっています。

幅の広い社会学を

わたります。

各学科が独自の切り口から研究

関心のある社会学部生であればどの学科の学生でも大歓迎です。来

携して平成21年度からスタートさせたのが、

地域社会学科は、
社会の中に自ら足を

「学部共通科目」です。社会学部の各学

年度以降も多くの学生が熱心に受講することを期待しています」
「東京ガールズコレクション」についての講義を担当された
椋林さんへ質問をする学生たち

「社会学」
という学問について『広辞苑

運ぶ「フィールドワーク」の研究スタイルを

科に入学した学生が「社会を楽しく学ぶ」

（第6版）』は、
「人間の行為や文化と関連

重視。現場感覚を大切にした方法論を学

ことを知り、
興味の範囲を広げていけるよう

ただきました
（今年度の実施内容は下表

様な分野の学びに触れる機会を増やすこ

現在の社会学部が誕生して3学科体制

づけながら、共同生活の構造や機能、社

あらゆる社会問題への実践的・
ぶことで、

に、
各学科で共有すべき最新の社会現象

の通り）。

とは、
主体的な学習をより充実させるため

が確立したことで、
今後は、
社会をフィール
ドとする独創的な各学科が連携して、複

会の変動について研究する学問」
と説明

効率的な解決能力を体得することを目指

を学ぶ機会を提供することを目的としてい

しています。専門家により定義はさまざまで

しています。

ます。

すが、
社会全体に生じるあらゆることが研

業界を牽引する第一線の方々から生

の有用な方法です。広範な学問を学ぶ機

の声を直接聞くことで、
学生にとっては自ら

会を多く得ることで、
将来の進路に幅広く

眼的な思考能力の育成にも力を入れてい
くことになります。

このように、
3学科は現代の社会をそれ

今年度の学部共通科目は
「現代社会論」

のキャリアデザインにもつながる効果があ

対応することができ、
資格取得の可能性も

究対象になり得る幅広さを持つという点は、

ぞれの視点から独自の視点を設定し、
より

と6種類の「現代の社会」の計7科目。たと

るようです。聴講した学生たちは毎回、
講

広がっていくでしょう。

概ね共通の理解となっているようです。

特色ある学びを展開しています。

えば、
春学期に開設した「現代の社会１
（フ

義終了後も長時間にわたって講師の方に

ァッションブランド戦略論）」では、
小売業、

熱心に質問をぶつけていて、
関心の高さ

連携と独創の相互作用で

会全体に生じるあらゆる問題を情報・メデ

新しい「学部共通科目」が

アパレル、
編機メーカーなどファッションビジ

がうかがえました。

複眼的な物の見方を育成

の幅の多面的拡大をより両立しやすくす

ィア・地域を切り口として研究すべく、
社会

学びの幅を広げる

ネスの現場を熟知した有名ブランド企業

こうした授業は、
社会学部の学生が等

これまで本学の社会学部は、
それぞれ

るという意味で、社会学部を志す好奇心

目白大学の社会学部には、
このような社

それは、
学科の持つ独創性の探究と学び

情 報 学 科・メ

ただ、
切り口は異なっていても、
「社会を

のプロフェッショナルの方々を講師として毎

しく共有すべき流行現象や社会変化を学

の学科がまずそのアイデンティティをカリキ

旺盛な学生にとってさらに大きなメリットを

ディア表 現 学

学ぶ」
ことには変わりありません。そこで、
各

回お招きし、
ファッション業界の最新のマー

び、
社会の多様性に対応した幅広い視野

ュラムや指導方針において具現化すべく、

生み出していくことになるでしょう。

科・地 域 社 会

学科の独自性は大切にしつつ、
相互に連

ケティングやブランド戦略などを講義してい

を養う上で大きな役割を果たすものと期待

常に改良を重ねてきました。平成19年に

学科の3学科

されています。
平成21年度 春学期 現代の社会１
「ファッションブランド戦略論」講義テーマ・講師一覧

が設置されて
います。
CECIL McBEE（セシルマクビー）渋谷109店舗

社会情報

学科は、
社会科学や情報科学はもちろん、
自然科学や生活科学など幅広い領域を

講義テーマ

日時

ファッションブランド戦略論
占いの社会学

コンテンツ制作概論
マスコミの現場

文化と環境の社会学
あなたの生まれた頃

自由選択科目を増やして

4月15日

オリエンテーション
（講義の概要）

講師（敬称略）職名は講義実施時のもの
目白大学社会学部社会情報学科 教授 高谷 和夫

柔軟なカリキュラムを実現

4月22日

109ブランド「セシルマクビー」

株式会社ジャパンイマジネーション 代表取締役社長 木村 達央

社会情報学科と地域社会学科
では、
今年度から卒業要件である

カリキュラムに導入。得意とする専門分野

124単位のうち、
他学部・他学科の

を持ちつつ、
同時に多角的な視野を併せ

開放科目及び放送大学の科目を

持つことを重視しています。

履修できる自由選択科目が従来の

メディア表現学科は、
メディアを活用した

12単位から16単位に増えました。

4月29日 ＵＡの顧客起点マーケティング

株式会社ユナイテッドアローズ 人材開発課長 飯嶋 聡

5月13日

世界が注目するデニムメーカー

カイハラ株式会社 代表取締役会長 貝原 良治

5月20日

アパレルメーカーのマーチャンダイジング

株式会社オンワード樫山 メンズ商品開発室室長 黒部 和夫

5月27日

アウェアネス・マーケティング

株式会社リュー・
ド・リュー 代表取締役 龍 多美子

6月 3日

東京ガールズコレクション

株式会社ブランディング プロデューサー 椋林 裕貴
サンエー・インターナショナルグループ

6月10日

フリーズショップのブランド戦略

株式会社フリーズインターナショナル
フリーズ事業部MD 松田 絵奈

6月17日 クリエイション

有限会社テ・アシュ・デラメゾン 代表取締役社長
デザイナー 畠山 巧

情報発信の方法や企画・表現の学びを

なるべく幅広い分野の学習を可能

通して、
社会全般と向きあうことを追究す

にしようとする、社会学部独自のカ

る学科です。
「メディア」
と言っても、
放送や

リキュラム改編の一環と言えます。

活字などのマスメディアからパソコンを駆

各学科で学ぶ主な専門科目だ

7月22日

アタッシュ・
ド・プレス学

エファップ・ジャポン学長 伊藤 美恵

けでなく、
他学科の科目も含めて多

7月29日

まとめ講義

目白大学社会学部社会情報学科 教授 高谷 和夫

使した表現行為まで、
その内容は多岐に

2

3学科の相互連携の試みは、
より良いも
のを目指して今後も進められる予定です。

6月24日

革命的な生産方法 ホールガーメント

株式会社島精機製作所 東京支店長 雑賀 透

7月 1日

ユニクロのブランド戦略

株式会社ユニクロ 商品本部 R＆Dデザイン部 部長代行 畑 雅之

7月 8日

ファッションブランドからみたマーケット動向

株式会社ハナエモリ・アソシエーツ代表取締役 塚田 剛志

7月15日 ＺＡＲＡのグローバル・ビジネス

株式会社ザラ・ジャパン 人事部長 朝倉 都
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のは初めて。
『大切なお子さんをお預かり

集う談話室は、
日本語を共通言語とした

している』
という気持ちで、
常に気を配って

異文化交流と情報交換の場として、常に
和気あいあいとした雰囲気に包まれてい

いますね」
（藤本英樹寮長）。
ドーミー東川口レディースをはじめ、
各寮
では夏休みなどに体験入寮を実施したり、

親元を離れて新しい学生生活をスタートさせるにあたり、最初に直面するのが
住まいの問題。初めて一人暮らしを始める学生にとっては、充実した大学での
学びや快適なキャンパスライフを送る上で大きなカギを握る選択となります。
本学では地方出身の学生や留学生のために、通学に便利かつ安全で行き届
いた管理がなされている学生寮を用意しています。

寮は家具・食事付き
安全性が大きなメリット
地方出身の学生のために本学が準備
する寮は「指定学生寮」
と
「推薦学生寮」

さらに、
新宿キャンパス正門の目の前に、
今年8月末に完成したばかりの1棟が「桐

ところもあります。寮生活を実感したり、子

和国際寮 」です。3階建て18室の寮には、
1人部屋（寮費60､000円／月）
と2人部屋
（寮費38､000円／月）があり、
各室には生

会になっています。

活必需品が完備。共同施設も桐和国際

です。寮によって若干の差異はありますが、
左：
ドーミー東川口レディース、右：8月に完成した桐和国際寮

大学敷地内の２寮で留学生の

寮とほぼ同様で、
談話室に設けられたキッ

キャンパスライフを支援

チンで自炊する学生もいます。調理の場と

一方、留学生向けの寮として「目白大

してだけでなく、
同時にテレビやパソコンな

学桐和国際寮」
と
「目白大学桐和国際寮

どを利用した、留学生同士のコミュニケー

」を用意しています。新宿キャンパス4

ションの場としても機能しています。

号館の向かいの閑静な住宅街の一角に

このように、本学は地方出身の学生や

ある国際寮（4階建て23室）
には、現在22

留学生に対して異なったタイプの寮を準

程度。キャンパス沿線でアパートを借りて

け持ち込めば、
生活がスタートできるように

一人暮らしをした場合と比較すると、
経済

なっています。個室シャワー、
風呂、
洗濯室

面についても、
玄関に備えた防犯カメラに

ャンパスに通う学生向けに3棟（都立家政、 的です。セキュリティー確保や食生活管

などが共用施設になっており、
寮長を務め

加えて寮長夫婦が常駐することで万全を

名のアジア、
カナダ、
オーストラリアなどから

備しています。食事や安全の面での心配

の交換留学生が居住。立地の良さに加

をすることなく勉学に集中し、
また寮生同

えて、
個室にはベッド、
寝具、
クローゼット、
机、 士の交流から学年や国籍を超えた友情

（※）が併せて9棟あり、指定寮は新宿キ

田無、
東伏見）、
岩槻キャンパス通学者向

理の面が寮長夫婦によってしっかり行わ

る藤本英樹さんの話では「お風呂やシャワ

期しています。
また、
健康面や精神面のサ

けに3棟（東川口、
北上尾、
武里）。いずれ

れているのも、離れて暮らす親御さんにと

ーを共同で使うことで、寮生たちはお互い

ポートにも大きな役割を果たしています。
「寮

本棚、
エアコンなど生活必需品がそろって

指定学生寮のひとつ、
「ドーミー東川口レ

昔の銭湯さながら、
共同浴場が絶好のコミ

スノンを交換に行ったこともありました。新

おり、海外からの学生が本学での学びを

学びと安全で楽しい学生生活を送ってほ

ディース」
（女子寮）
を例にとって、具体的

ュニケーションの場となっているようです。

型インフルエンザ発生などの緊急時の大

スムーズにスタートできるよう、
サポート体制

しいと願っています。

学への連絡についても考慮に入れて準

が整っています。また、
シャワー、冷蔵庫、

距離に位置しています。
「指定」
という名
称が示唆するように、本学専用というわけ
ではなく、他大学の寮生と共同生活を営

にご紹介します。

寮の特長は、生活に必要な家具類が
完備されていること、
そして住み込みの寮長・

寮長夫婦が健康面や精神面を
親代わり でサポート

経済面でのメリットに加えて親御さんに
とって安心なのは、朝夕の食事が準備さ

備をしています。大学生になったとはいえ、

洗濯・乾燥機、
電子レンジなどが共同で使

れるため、規則正しい食生活が保持しや

ほとんどの学生は親元から離れて暮らす

えるようになっています。多国籍の学生が

JR武蔵野線・埼玉高速鉄道

考えて野菜中心のメニューを提供するよう

の閑静な住宅街にあり、
岩槻

にしています」。岩槻キャンパスに通う寮

キャンパスからは約35分の距

生は、実習授業が多いこともあって、食堂

離。洗濯物も干せる屋上から

の炊飯器を使ってお弁当を作っていくこと

は埼玉スタジアムや東川口の

も多いとか。
食生活と並んで心配の種である安全

なるロケーションにあります。
現在、本学では保健医療学

パート等の契約時に必要とされる敷金に相当する
「保
証金」の負担の有無です。推薦寮では入寮時に20

部と看護学部の学生が11名
入寮しています。
各部屋にはベッド、机、書棚、洋タンス、

万円の保証金が必要（契約満了後に返金）
ですが、

エアコン、
IP電話、
照明器具からカーテンま

指定寮では大学が負担するので不要です。

で完備しているので、
寮生は身の回り品だ

寮生の声

平野
ヒラノ

亜沙美 さん
ア

サ

ミ

看護学部看護学科 １年
出身：千葉県
食事の管理、勉強との両立、安全面などにつ
いて家族で話し合い、
ドーミー東川口へお世話

ドーミー東川口レディースの
藤本寮長・寮母ご夫妻

鄭

ジョン

堤衡 さん
ゼヒョン

外国語学部日本語学科
出身：韓国

3年

韓国の湖南（ホナム）大学校の工学部建築
学科に所属し、1年間の交換留学生として現在、

になることに決めました。両親も、私が一人暮ら

目白大学に通っています。将来は建築家になり

しをするよりはずっと安心だと言っています。実家を離れるのは初めてで

たいという希望を持っているので、本学に近い新宿の高層ビルを見る

したが、毎日新しい発見もあり、
とても楽しく充実した日々を送っています。

日を眺める絶好のポイントにも

※「指定学生寮」
と
「推薦学生寮」の違いは、
民間ア

寮生の声

できますし、
寮生の好みを見ながら、
健康を

の東川口駅より徒歩10分弱

街が見通せ、
晴れた日には夕

本欄取材にあたり、
ドーミー東川口レディースを管理し
ている株式会社共立メンテナンスにご協力をいただき
ました。ありがとうございました。

すいという点。寮母の藤本良子さんは、
「朝

ドーミー東川口レディースは、 食はその場で和食と洋食から選ぶことが

ダイニングルーム

を育む環境を提供することにより、
実りある

とのこと。
っては安心材料になっています。今回は、 に裸の付き合いをしているようです」

生が風邪で体調を崩したとき、夜中にアイ

もキャンパスから30分ないし1時間弱の近

む形になっています。

4

ます。

上京した同性の親御さんの同宿を認める

供の普段の生活を体感したりする良い機

寮母がおり、
朝夕の食事が付いていること

年間の室料と食事代を含めても143万円

kiri

だけでも勉強になると感じています。日本にはすでに5回来日しましたが、

寮から最寄の東川口駅まで徒歩で10分、
そこからバスで25分、計35

日本人の友人との交流がきっかけで日本語を勉強したいと思い、入学

分ほどの距離なので、通学にはとても便利。食事がおいしいのも有難

を決めました。寮内は、韓国以外に中国、
カナダ、
オーストラリア出身の

いです。バリエーションが豊富ですし、旬のものを使った季節限定メニ

留学生がいますが、和気あいあいとした雰囲気で、
お互い助け合ったり、

ューなどもあって、毎日メニューを見るのが楽しみです。寮では、皆それぞ

情報交換し合ったりして楽しく生活しています。

れにリラックスした時間を過ごしていて、雰囲気もあたたか。譲り合いな

日本に来てから、初めて地震を経験しました。また、
日本は韓国より

がらの共同生活は、
とても楽しいです。帰りが遅くなったとき、体調を崩

空気が乾燥しているようでよく風邪にかかってしまうのですが、同寮の

してしまったとき、事あるごとに助けてくださる寮長さん、寮母さんがいる

学生が薬をくれたり、食事を手配してくれたり、
とても助かっています。

ことは、
とても心強く、安心できます。同年代の友人たちとの寮生活を

基本的には3食とも寮で自炊していますが、
日本食はちょっと苦手なの

楽しみながら、
「患者さんの心に寄り添うことが出来る看護師になる」と

で韓国から食品を送ってもらっています。それぞれの国の文化や考え

いう将来の夢の実現のために、必要な技術の習得や精神面の学びに

方の違いに驚かされたり、
自分の国の良さを改めて実感したりして、有

励んでいきたいと思います。

意義な留学生活を送っています。
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学園インフォメーション
中学校・高校

2009.8.28〜30 JAPAN CUP 2009
チアリーディング日本選手権大会

大学卒業後の進路の選択肢のひとつに、大学院への進学があります。本学では、4年制大学
の各学科を基礎として9分野の修士課程、2分野の博士後期課程を開設しており、それぞれ
独自の教育プログラムを展開。夜間・土曜に授業が開講されている専攻も多く、社会人向け
大学院としても位置づけられています。今回は大学院で学ぶことの意義についてご紹介します。

働きながらでも学べる社会人大学院

本課程修了後に最高で10万円を受給す
手続きをふむことにより、

現在、
本学では6つの研究科に11専攻を擁し、
9分野で修士、

ることができます。

2009.9.19〜20 桐陽祭

2分野で博士後期課程を設置、独自の教育プログラムを展開し
ています。2009年4月に開学した看護学専攻は埼玉病院キャン

内部進学をするメリット

パス、
それ以外の専攻は新宿キャンパスで授業が行われます。

本学卒業生が本学大学院へ進学する場合、検定料や入学

授業は、
平日の夜間と土曜日が中心で、
その時間帯の履修だ

金の優遇措置が適用されます。検定料は通常の半額以下の

けで修了が可能な専攻がほとんど。学部の勉強をさらに深める

15,000円、入学金も一般学生の半額で80,000円となります。経

べく学部卒業と同時に進学する院生もいる一方で、
一度は就職

済面以外でも、
学部時代に指導を受けていた教員から進学後も

して学問から離れた環境に身を置き、
改めて学問的な研究に興

引き続き指導が受けられ、
慣れ親しんだキャンパスに通うというの

味を持ったり、
職場で役立つスキルの向上を目指して進学する社

もメリットのひとつと言えるでしょう。

会人院生もいます。働きながら、
経済的に余裕ができた状態で、

進学を検討する場合は、専攻の情報収集と、大学院試験出

本当に学びたいことを追求する社会人院生は皆、
より多くのことを

願時に提出する
「研究計画書」の準備をしておくことが重要です。

貪欲に吸収しようという向上心にあふれた人たちばかりです。

ゼミ担当の教員へ早めに相談をし、
自分の目指す研究について

また、
臨床心理士の受験資格や、
英語や国語の中学校・高等

明確にしておく必要があります。
また、
他大学院への進学を希望

学校教諭専修免許状は、
大学院修了が取得の条件であるため、

する場合はキャリアセンターに、
本学大学院を希望される場合は、

資格取得を目指して

入学センター
（入試広報部）
でも随時ご相談に応じますので、
お

いる院生もいます。社

気軽にお立ち寄りください。

会福祉士国家資格
を得ていない方が大
学 院 在 学中に国 家
資格に合格した例や、

目白大学大学院の組織と学部学科との関係
研究科

心理学

万別の学生が同級生や先輩・後輩として集まります。仕事上では
得られない人とのつながりは、
修了した後も続いていくので、
自ら
の仕事に活かしたり、
人生の幅を広げるなど、
社会人にとっても学
部新卒の院生にとっても貴重な財産となるはずです。
なお、
経営学専攻修士課程は、
厚生労働大臣が指定した「教
育訓練給付制度」の対象講座として指定されています。所定の

心理カウンセリング

心理学

い方 が 在 学 中に教

るのが、
人脈の形成です。本大学院には年齢やキャリアが千差

臨床心理学

英語・英語教育
言語文化 日本語・日本語教育

本学は独立行政法人国立病院機構埼玉
病院との間で、医師、看護師及び病院職員
等 のメンタ
ルヘルスケ
アに係る業
務委託契
約を締 結し
た。埼玉病
院キャンパ
スにおいて

新宿キャンパスの学園祭「桐和祭」が開
催された。飲食店を中心に100を超える模擬
店がオープンし、
とくに中国語・韓国語学科
生や留学生が作る本場の味が大好評だった。
2日目の午後には恒例の御霊神社のお神
輿が登場。2日間とも時折雨まじりの曇り空
の天候だったが、学生や来場者が一体となっ
て、年に1度の祭典を盛り上げた。

2009.10.31〜11.1 桐榮祭
岩槻キャンパスにおいて「桐榮祭」が行わ
れた。今年度から医療系の分野で活躍した
いという夢を共有
する学生たちが作
り上げる、初めて
の桐榮祭となった。
近隣や卒業生な
ど多くの来場があ
り、医 療 系ならで
はの体 験 企 画な
どは大盛況。毎年恒例となっているフィナーレ
での花火大会も観客から大きな歓声が上が
った。

新宿キャンパスから
新たな古代遺跡が発掘
新宿キャンパスの総合図書館を増築・拡充す

点的な集落が存在し、昭和25年に初めて遺跡（目

るにあたって実施された増築地域の調査で、縄文

白学園遺跡）が発見されて以降、
これまでたびた

時代の古代遺跡が発見されました。

び発掘調査が行われています。

新宿キャンパスが位置する地域はもともと、旧

今回は図書館裏の旧・自転車置き場からおよ

石器時代から縄文、弥生、奈良時代にかけて拠

そ5000年前、縄文時代中期のものと思われる土

刻まれた典型的な勝坂3式土器と呼ばれるもの。

経営

【博士後期課程】
生涯福祉 生涯福祉

2009.9.25 独立行政法人国立病院機
構 埼玉病院と業務委託契約を締結

2009.10.24〜25 桐和祭

は36センチ、高さは32センチ、周囲に紋様が深く

経営学
経営学

2009.11.4 創立記念集会
目白学園の87回目の創立記念日である11
月11日に先駆けて、
目白研心中学校高等学
校では、11月4日に記念集会を行った。
この日は、卒業生の安藤幸代さん（元チア
リーディング部・共同テレビ入社、現フリーア

2009.8.8〜9 オープンキャンパス
夏真っ盛りの暑さの中、
オープンキャンパス
が実施された。
新宿キャンパスでは、模擬授業や学科個
別相談に参加した皆さんより、
「大学生活へ
の不安が解消した」、
またオープンキャンパス
に何度も参加してくれているリピーターからは「ア
ットホームな雰囲気が感じられた」との意見を
いただいた。
岩槻キャンパスでは、看護学科の企画が
大人気。体験コーナーでは、模擬授業で熱心
に赤ちゃんの子育てを体験する受験生の姿
が印象的だった。

器が、
ほぼ完全な形で出土しました。土器の口径

【博士後期課程】

経営学

目白研心中学校・高等学校の文化祭「桐
陽祭」が行われた。生徒チームと教員チーム
が戦うサッカーの試合では、男子生徒たちが
迫力のあるプレ
イを繰り広げ、
そのエネルギー
あふれる光 景
は目白 研 心に
新しい風を感じ
させるものとな
った。

大学・短大・大学院

挙行された調印式の席上、牛島康榮国立埼
玉病院長は、
「目白大学心理カウンセリング
センターの有能な人材と設備を最大限利用
させていただき、
より良い職場環境の下で病
院運営を図りたく、本業務が全国の病院のモ
デルケースとなるよう大いに期待しています」
との抱負を語られた。
一方、
それを受けて、本学の佐藤弘毅理事
長兼学長からは、
ご期待に副えるよう全力を
挙げて業務を遂行する旨の決意が述べられた。

関連学部・学科
社会情報・メディア表現・地域社会

現代心理学

員免許を取得し、
大学院修了後は高校教師を目指す方もいます。
本学のような社会人大学院に通う大きなメリットとして挙げられ

攻

国際交流 国際交流

学 部 時 代には教 員
免許を取得していな

専

国立代々木競技場 第一体育館において
チアリーディングの部門別日本一を決定する
JAPAN CUP 2009が開催された。本校チア
リーディング 部
『POLARIS』は
中学校部門、高
等学校部門にそ
れぞれ出場し、中
学校・高等学校
共に第3位という
快挙を達成。チアリーディング部創部20周年
という節目の年に、輝かしい成果となった。

ナウンサー）
と、
山川紀子さん
（元バドミントン部・
筑波大学卒業後日本語教師としてタイに赴任、
現東洋言語学院教師）が祝福に駆けつけ、
野中校長の挨拶の後、後輩へさらなる活躍を
祈るエールを送ってくださった。在学生は、先
輩からの熱いメッセージを心に強く刻んだ。

その他にも、竪穴式住居の跡や土器の破片、
江戸時代以降と思われる比較的新しい畑の畝や
農作物の貯蔵穴跡なども見つかっています。

人間福祉・子ども・
心理カウンセリング・児童教育

調査は新宿区地域文化部による「第14次埋
蔵文化財発掘調査」として7月中旬から8月初旬
まで行われ、貴重な出土品は新宿キャンパスの佐

英米語

藤重遠記念館内にある「目白学園遺跡出土品

日本語

資料室」で一般公開予定です。

中国・韓国言語文化 中国語・韓国語
看護学※ 看護学

看護

※埼玉病院キャンパス
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毎年10月末になると、
開催が間近に迫った桐

修旅行で京都、北海道、
白川郷、長崎などを訪

本での生活をより充実させるための本学のサポ

和祭の立て看板が校門付近にずらりと並びます。

れたとか。実施の3カ月前から、
役員が中心とな

ート体制や環境づくりについて、
次のように評し

今年も、
本番の2日間は学生たちの活気がキャン

ってミーティングを重ねます。

ています。
「目白大学は留学生にとって最高の

パスにあふれ若い力の表現の場として華やかな

大学だと思います。中国の日本語学校の先生に
際に入学してみて、
パソコンなどIT機器やラウン

でも、
ひときわ人気を集めるのが留学生会の売店。

いながら、
文化はもちろん、
日本独特の町づくりや

ジなど施設の充実にも驚きましたが、
なにより留

看板商品である餃子に加え、
チジミ、中華まん、

風景が味わえる場所を決めていきます」
と研修

学生をことさら特別視せず、
日本人学生と同じよ

焼きビーフンは、
本場の味として大好評とか。
「今

旅行の企画経緯を説明する黄さん。
この旅行の

うに接してくれる大学の姿勢がすばらしいと感じ

年はこれにベトナムからの留学生が提案してく

企画をはじめ、
学校行事や活動についての連絡

ました。留学生会は本部5団体（※2）の一つに

れたベトナム風うどんが加わります。毎年新しい

事項の伝達などが行われる毎週火曜日昼休み

位置づけられており、重要な構成員として学校

メニューを加えていくことにしているのです」
と自

会員の留学生たちが座
の定期ミーティングには、

におけるすべてのイベントに参加できるようになっ

信満々に説明してくれたのは、今回の主役、留

れないくらい集まるとのこと。留学生にとって、
情

ています。つまり、
自らキャンパスライフを楽しくす

学生会会長・黄 龍さん。出店の成功に向けて

報収集や意見交換のための大切な場であるだ

る活動に参加しているという意識が持てるわけ

最後の仕上げに忙しい中で、
話を聞かせてくれ

けに、
参加への関心はきわめて高いそうです。

です。
また、
留学生への親身なアドバイスがある

ました。

年間を通して
積極的に学校行事に関わる

年の後半には桐和祭への出店、
さらに12月初

一方、教室では先生方が日本人学生に対する

旬の日曜日に毎年恒例で中国語学科と協力し

のと同様に厳しく接してくださいます。それに留

て開催する「餃子パーティー」
と、
積極的な活動

学生にアルバイ
トが許されている点もいいですね。

が続きます。
こうした交流活動の一方で、
中国に

私はスーパーで品出しのアルバイ
トをしていますが、

ついて情報提供したり、
教室の授業ではなかな

そこで働く方々と接触することで、
本当の意味で

現在、
総勢180名の留学生が本学で学んでい

か学ぶことができない若者向けの中国語を紹介

日本社会を体験しているのだと思えます」

ます。
このうち、
留学生向けの短期課程であるJALP・

する言語講座も開いています。
「主に中国語学

JASP（※1）
の在学生を除くと、
学部および短大

科の日本人学生が対象なのですが、
同じ学生と

卒業後は、母国で日本と関われる
仕事に就きたいという希望を持っ

に89名が在籍しています。黄さんが会長を務め

いう話しやすさから学校を離れて土日に食事会

ている黄さん。目白大学での学

る留学生会は、
在籍する留学生支援を趣旨とし

をしたりといった交流に広がっています」
（黄さん）

びと学生生活を通して経験

て開学当初より作られました。留学生の全員が

先輩留学生が始めたさまざまな活動を継承し

会員となり、
そのほとんどはアジア出身です。会長、

つつ、
黄さんたちは夏の研修旅行に参加できな

2名の副会長、
会計の三役に加えた役員10数名

かった留学生たちのために日帰りの見学旅行を

を中心に、
さまざまな活動を通して留学生が楽し

計画中。さらに、留学生会に在籍していない他

いキャンパスライフを過ごせるようサポートしてい

の留学生との交流機会を模索しています。

ます。

通算115号

勧められてこの大学への留学を決めました。実

留学生会が立てます。いろいろな意見を出し合

そんな桐和祭を盛り上げる数あるブースの中

［第17号］

にご協力をいただいていますが、
企画はすべて

kiri

雰囲気に包まれていました。

「学生サービスグループの3人の職員の方々

目白の森から風便り

kiri

したことを活かして更なる活
躍が期待されます。
※1 JALP：
（Intensive Japanese
Language Program）
日本語で日
本事情を学ぶ「日本語集中学習課
程」、通称「別科生」のこと。今年
度は84名が在籍。

留学生会の年間活動は、
4月の「新
入留学生歓迎会」を主催することか
ら始まります。在学生全員に呼びかけ、
食堂で立食のパーティーをしなが
らその年入学してきた留学生を歓迎。

留学生の自主性を重視する
本学の姿勢に感謝
こうした留学生としての活動への積極的な取
組みを通して、黄

ies Program）
日本語の授業があるも
のの、基本的には英語で日本事情を学
ぶ課程。英、
米、
加からの留学生が多い。
今年度は7名が在籍。
※2 本部5団体：
「学生会本部執行委

夏になると参加者を募って日

さんは 、留

員会」
「体育会本部」
「文化連合会

本文化に親しむための

学 生 が日

本部」
「留学生会」
「桐和祭実行

す。黄さんもこの研

学びだけにとどまらない、
充実した留学生生活を体験
留学生会会長
経営学部経営学科 4 年
黄 龍さん

委員会」の学生会組織団体の通称。
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研修旅行を実施しま

コウ イクリュウ

JASP:（Japanese and Asian Stud-

