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文教大学父母と教職員の会　神奈川県支部

ごあいさつ

神奈川県支部 支部長　鈴木 恭世

文教大学父母と教職員の会会員の皆さま、こんにちは。

全国 44 支部のうち、神奈川県支部は埼玉県支部につぐ二番目に会員数の多い支部です。この広報紙

「Shonan Wind」では、特に神奈川県支部にある湘南キャンパスの様子を保護者の皆さまにお伝えし、

同時に会の活動もご紹介しております。各種活動・行事に参加いただき、お子様のためだけでなく、

ご自身の人生のために、ぜひ父母教をご活用ください。



晴れ渡る空の下、とても
いい匂いが…
ゼミでの出し物や屋台が
沢山ある中で、先生自ら
が、かたときも鉄板から
離れずにお肉を焼き続け
るようなところは他にはあ
りません！？
豚肉、鶏肉、特製スープ
もおいしそうです♪

今年は手作りのおみくじ
シール付きでお楽しみUP！
２日間とも完売しました。

学生の中心は創設３年目の経営学部３年生。経営学を軸とし、幅広く
社会全般に対応出来る人材の育成に力を入れているそうです。

支部恒例の学園ロゴ入りどら焼き支部恒例の学園ロゴ入りどら焼き

「ぶんどら」 販売♪「ぶんどら」 販売♪

坪井ゼミのBBQ屋台に突撃取材

聳塔祭聳塔祭第
32
回

おいしいお肉しか提供しません！おいしいお肉しか提供しません！

11月5日土・6日日

Light Up
Light Up

今年は国際学部在学生による津軽三味線
の迫力ある演奏を聴くことができました。
そして、本会事務局長の惠羅（えら）先生と
教職員の皆さんによる演奏では、来場者か
らリクエストが飛び出すなど終始和やかな
雰囲気で、あっという間に時が過ぎてしまい
ました。来年も期待♡です。

「小さな音楽会」
～聳塔祭でのステキな時間～

神奈川県支部メンバー神奈川県支部メンバー

２日間とも大盛況のうちに終了～
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今回は、健康栄養学部の笠岡ゼミにお邪魔しました。
笠岡ゼミでは、複数のグループに分かれてグループ毎に
テーマを決め、好きなことにチャレンジできるので････････
　　　　　　　１ページでは書ききれないほど盛りだくさん。
記事にできなかったグループの皆さん、ゴメンなさい。

Vol.

3 笠岡ゼミの巻

笠岡誠一先生

おいしいお肉しか提供しません！おいしいお肉しか提供しません！

腸内環境を整えるレジスタントスターチ
を使い『大学は美味しい！！』フェアに出店。
「レジどら～紅天使de腸活～」を開発し、
第9回『大学は美味しい！！』フェアにて初
出場で4位！

11/23の「HALAL EXPO JAPAN 2016」に向けて、かわいい猫
の肉球型マドレーヌ「ネコ球マドレーヌ」を開発。増加傾向にある
ハラール人口の需要に応えたく、気軽に食べることが
できるメニューを作りたいと思い、犬がNGで猫が大
好きなムスリムの人のために、肉球の形にしました。

老人ホームでイベント開催
食生活で予防！実は、しょうが、コーヒー
(1日3杯)が良いんです。高齢者と一緒に
認知症に良い食材で「どら焼き」作り。

お酒に合うスイーツを調査

食欲と色の関係、色と
味覚について

炭素循環農法の野菜で
安心・安全カレーの販売

などなど……みんな楽しそう♪

ハラールチームハラールチーム

ＪＡチームＪＡチーム

長寿乃里
ピンクチーム・ブルーチーム

長寿乃里
ピンクチーム・ブルーチーム

学食のメニューも
考案しました。

長寿乃里ピンクチーム
湘南キャンパス学食にて
3日間限定で食べられる
美容に良いレシピ
メニューを作成！

4年生チーム

3年生チーム

緊急事態発生！

先生はNOと言いません。

笠岡ゼミって (･∀･)

自分で発信する場 (ヽ^ω^)ﾉ

社会人との関わりが多いです。

社会経験がたくさん積めます！

興味のあるテーマを自由に
研究させてくれます。

企業とのコラボや接触が多く
もてます。

「食の安全性」をテーマにＪＡ
さがみのイベントに参加。
この日はＪＡの管理栄養士の
お二人と打ち合わせ。←なん
とお一人は文教大ＯＧ♡

長寿乃里ブルーチーム
化粧品会社「長寿乃
里」と美肌をめざす「雑
穀スイーツ（シリアル
バー）」を共同開発！
文教女子学生とその母
を対象にお肌アンケー
トを実施。
雑穀の食物繊維をお
肌のタイプ別に分けた
シリアルバーを作成中
です。
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ハラールチームが出展すると聞いたので、「ハラー
ル・エキスポジャパン2016」にやってきました。
場所は東京都立産業貿易センター台東館。
ムスリムの方々だけでなく企業や飲食店関係者
も多数訪れていました。
「株式会社 伝」代表取締役の稗田麻衣さんと
一緒に開発した「ネコ球マドレーヌ」。ハラー
ル認証取得の材料やきび糖、玄米油使用の
ため、配合等とても難しく、大変な思いで作成
したそうです。

～就活はいかに自分を売り込むかの『営業活動』～
◉エントリーシートは、オリジナリティのあることを書くとよい。もし、
　大学時代のことで書くことがなければ、高校時代に遡ってでもおもし
　ろいことを書いた方が印象に残る。
◉面接で緊張する学生が多いのは“大人慣れ”していないためで、大人と
　会話して慣れることが大切である。やる気があって明るい人と感じて
　もらえると合格の可能性が高まる。
◉会社説明会の後に、お礼の手紙を出すこと。人がやらないことで、好印象を
　与えるので、大変重要なポイントとなる。
（アンケートより）
　親としては、自分の子どもの良いところは見つけにくいものですが、“大
　人慣れ”や、お礼の手紙を書く際などには、アドバイスできるように思い
　ました。親も子も気の抜けない期間ですが、一喜一憂せずに「努力は必
　ず報われる」と信じて頑張ろうと思います。

JAチームは「JAさがみ」わいわい市寒川店で、
コンビニのおにぎりを使い、食の安全性について
菌や添加物の実験・調査した結果を発表。 
また、食品を選ぶ基準に関するアンケートを
実施、人々の食の安全性に対する意識調査を
行っていました。レシピ紹介やご飯の試食、くじ
引きもあり、JA職員の方もアピールや呼び込みを
してくださってにぎわっていました。
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添加物を知ろう！
添加物を知ろう！

人気の手作り看板♡人気の手作り看板♡

添加物がもたらす体への影響の恐ろしさをつたえる

支部研修会を開催しました支部研修会を開催しました
７月９日（土）

㈱ペイジメーカー代表取締役　高島博志氏
「最新の就職事情および就職活動成功のポイント」「最新の就職事情および就職活動成功のポイント」講演

突撃！突撃！

取材レポー
ト
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学外イベン
ト
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岡田紅陽写真美術館・小池邦夫絵手紙美術館～
ワイナリー『ドメーヌ・Q』～恵林寺 平成29年

1月28日（土）

1 月下旬とは思えないほどの暖かく穏やかな日に、恒例の支部研修会が行われました。
今年は山梨方面へのバスの旅です。

富士山撮影の第
一人者として写真
界ではとても有名
で、美しい様々な
表情の富士が見
られます。

東名高速道路を雄大な富士山を見ながら進みます。
まず到着したのは…

池が凍って
います。
しばし無心の
境地に。

国指定の名勝
「恵林寺庭園」

岡田紅陽写真美術館

絵手紙人口が増え続けていることに
納得させられました。

日当たりの良い急斜面にあるぶどう畑

小池邦夫絵手紙美術館

日本では栽培が難しいとされるピノ・ノワールの
畑を見学した後、大学の実験室のようなワイナ
リーで説明を聞きました。そして、“こだわりぬい
た畑と醸造で生まれたワイン”を試飲しました。

日本一小さなワイナリー『ドメーヌ・Q』

身も心も満足して次に向かったのは夢窓国師
によって開かれ、武田信玄が菩提寺と定めた由
緒ある寺院、恵林寺。信玄の墓を守るような家
臣の供養塔が往時を偲ばせます。

この奥に武田不動尊が
安置されています。

そして、最後は留守宅への
お土産を買いこみ、帰路につ
きました。さて、来年はどんな
企画がまっているでしょう。

心頭滅すれば火もまた涼し～恵林寺～

鴬張りの廊下

湘南台を
8時に出発、
いざ山梨へ！！

時間があれば
実際に絵手紙
体験もできます！

敷地内の
レストランで

「ビフテキ」ランチ♪

神奈川
県支部 支部研修会



学ばれている方からひとこと

神奈川県支部のホームページ
検 索文教大学父母と教職員の会 URL:http://fubokyo.com
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編集後記
Shonan Windとなって3号目の発行
です。取材をしていると、お伝えした
い事が盛り沢山です。わずかしか載
せられなくて申し訳ありません。
来年もお楽しみに☆

父母教設立40周年を
記念して、会員からの
公募で選ばれたのが
このロゴマーク。

文教大学の「ｂ」をモチーフに、学生と
父母、教職員が寄り添い合うイメー
ジで創作されたそうです。

オープン
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文教大学の生涯学習センターが提供
するオープンユニバーシティは、湘南、
越谷のそれぞれのキャンパスの教員や
その退職者を講師とする教養講座を
中心として、趣味講座、パソコン講座、
語学講座などを行っています。

受講にあたって、会費を納入され
ている方は、最大4,000円の補助
がうけられます。

受講にあたって、会費を納入され
ている方は、最大4,000円の補助
がうけられます。

もう一度
勉強しよう！

2017年度
春夏期
開講予定

※詳しくは父母教事務局またはホームページまで

●社会の変化から見た「食と健康」　●鎌倉幕府の発展と滅亡　●ドキュメンタリー人間学　
●『源氏物語』の名場面を原文で読む　●転職・再就職の前に、知っておきたい！労働・社会保険の基礎知識
●「ひらがなの魅力をさぐる」やまとことば講座　●水彩画の技法　●Excel VBA プログラム・実践講座 etc…

会話はすべて英語ですが、わかりやす
い単語を使って授業を進めてくださる
ので、無理なく楽しく学んでいます。
友人もでき、学食を食べたり、学内の
コンビニに行ったりと、ミニミニキャン
パスライフが楽しめます♪

English for Travel Class
講師の紹介: Darrin Mortson先生

カナダ出身
2011年より、指導されている
海と旅行が大好きな先生

英会話で上達が一番早いのは、
海外旅行をして、現地の方と
コミュニケーションを図ること。

ご存じ
ですか！？
ご存じ
ですか！？


