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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　武藤　健

文教大学父母と教職員の会会員の皆さま、こんにちは。
「Shonan Wind」では、湘南キャンパスの情報や神奈川県支部の活動内容を紹介しております。
是非ご覧いただき、少しでも湘南キャンパスを身近に感じていただければ幸いです。
今後も、会員の皆さまと共に活動を充実させたいと考えております。会員の皆さまの各種活動・
行事へのご参加をお待ちしております。



「ぶんどら」販売
三角くじで「あたり」を引くと
落花生を1回つかみ取り！
2日間とも完売しました

ポケモンサークル
釣りやボール投げアトラ
クションで多くのこども
が大賑わい！

軽快に演奏する
テナーリコーダー：恵羅先生
フルート　　　　：浜田さん
バイオリン　　　：定塚さん

調理サークル「飯」
米粉を使い、外はカリッと中は
もちっとした“お好み揚げ”特定
原材料7品目をすべて不使用

10月28日土・29日日

和太鼓部　楓
太鼓の鼓動で雨雲を
吹き飛ばすぞ

武蔵 －殺陣剣舞会－
立ち回りの伝統的な芸能文化
迫力満点！

フラダンス部 Plumeria
練習の成果を笑顔でお届け

台風22号の影響で　　　の空模様
それでも祭りは大盛況

今年のテーマは大聳浪漫（たいしょうろまん）

ピアノ・リコーダー・フルートとボーカルだけの小さな音楽会。
ヨーロッパと日本の曲を演奏し、会場は立ち見になる程、お客様が
来場しました。軽快な演奏、響きのある歌声に圧倒されました。

「小さな音楽会」

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



金融論？ファイナンス？敷居の高い難解な言葉を胸に恐る
おそる教室へ…すると優しい笑顔と明るい学生♪
一気に緊張が和らぎました。
今回は経営学部、鈴木ゼミにお邪魔しました。

Vol.

4 鈴木ゼミの巻

鈴木　誠先生

英文の経済書を輪読し
訳していきます。
みなさんの真剣な表情
が印象的！

鈴木ゼミ

って？
鈴木ゼミ

って？
グローバル経済に対応できる人材育成を目指します。
ゼミで使用している経済書は英文。鈴木ゼミでは
二年かけて経済の基礎を英語で学びます。

グローバル経済に対応できる人材育成を目指します。
ゼミで使用している経済書は英文。鈴木ゼミでは
二年かけて経済の基礎を英語で学びます。

4年生

・優しくて、お父さんの様な先生
・ムチャブリされても頑張れる！
・個性を尊重してくれる
・誠実で同じ視点でコミュニケーションをとってくれる

を要求～を要求～

【取材を終えて】
ゼミで学ぶことによって「日本や世界で起きた出来事が巡り巡って自分たちの身近なところにどのように影響してくるか考えられるようになった」という話
を学生から聞きました。グローバル時代を生き抜くために、ゼミで学んだ基礎を生かして世界で競争できる人材になってほしいと切に思いました。
…って、大きな期待をしすぎなのでは？　と言われそうですが、そう思えるとても素敵な鈴木ゼミのみなさんでした。
取材にご協力いただきありがとうございました。もりだくさんすぎて、ご紹介出来なかった皆さん、ごめんなさいm(__)m

ゼミ合宿では高知県中土佐町を訪問し、
周辺の観光地で地域の活性化を調査。
グループ毎に、地域施設の活用法を考え
町役場の皆さんの前でプレゼン。
役場の方々も納得のアイデアが満載でした♪

3年生

遅れて来た
学生に先生は
遅れて来た
学生に先生は

明るく元気で

個性的！

明るく元気で

個性的！

ゼミ合宿で博多と長崎に
行ったときに、“長崎らしくて可愛い”と 　　　　さんが
みんなの分を揃えたゼミTシャツを
着て取材に応じてくれました。

人間愛の精神のもとに学ぶ文教生。このような人材は社会に
は、とても必要です。それを忘れず活躍してください。
このゼミでは、お金の価値とお金について正しい判断が出来
る知識を学んで欲しいです。

チームワークは
抜群！

ゼミTシャツ
「グンカン」
ゼミTシャツ
「グンカン」

一発芸一発芸

学生から鈴木先生へ学生から鈴木先生へ

鈴木先生から
学生へ

鈴木先生から
学生へ



毎年、神奈川県支部総会で「文教大学の就職事情」について
ご講演いただいている、渡辺絹枝キャリア支援課課長代理に
お話をうかがいました。

キャリア支援課取材レポート

【6月頃】
～インターンシップ対応～
応募のための履歴書の添削指導

【秋学期】
～業界研究会～

毎週８社の企業が来場、企業の話が聞ける
～進路面談～

3年生全員と個別面談、自己アピール作成など
～面接対策合宿～

企業の人事経験者による厳しい模擬面接で
徹底的に技を磨く（1泊2日有料：14,000円）
～2月 エントリーシートや履歴書の仕上げ～

3月1日企業の説明会解禁に向けて
～3月 学内合同企業セミナー開催～
3日間で160社が来校、説明会を実施

主な支援プログラム（Ｈ29年度参考）
湘南校舎キャリア支援課

～インターンシップ、大事です！！～～インターンシップ、大事です！！～
9：00～17：00
（実は5限の後もあいているのでのぞいてみて）
9：00～12：00
年末年始・お盆はお休みですが、夏休み、
冬休み中もやっています。

父母教会費納入の
方は、申請すると
補助が出ます☆

身だしなみセットを発見！
父母教寄贈の鏡も(*^^*)

月～金

土

利 用 時 間

キャリア
支援課から
ひとこと

面談に予約は
必要ですか？ 

事前の予約はwebから
できます。
予約なしでもOKです。

１回の相談時間は
どれ位ですか？
親も相談できますか？

業界研究会は
どのような場ですか？
参加状況は
どうでしょうか？

30～45分位です。
ご家族からは電話での
相談が多いです。

企業の方と直接話がで
きるチャンスの場です。
3年生がスーツで60名
程度、2年生が私服で
20名程度の参加があり
ました。

キャリア支援課は、一人ひとりの思いや状況を丁寧に聴き取りながらキャリア支援（就職・進学他あらゆる進路支援）
を行っています。企業とのパイプもあり、ネットワークをフル活用し就職支援にあたります。毎年、支部総会では最新
就職事情をお話しします。会員のみなさんには是非足を運んでいただき情報収集の場としてご活用ください。

インターンシップは
どうでしょうか？

学生と社会人の違いを知り
「働く」ことを意識する場とし
て成長のチャンスです。また、
会社を深く知ることでアピー
ルにもつながります。積極的に
参加するとよいでしょう。

履歴書の内容は
どうですか？

企業と学生の間にギャップが
あります。アルバイトの経験や
所属クラブ・サークルについて
アピールする学生が多いので
すが、人柄（どういう時にどう
考えてどう行動したか）を表
現できているか、面談をしな
がら添削しています。
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撮影禁止撮影禁止

羽田クロノゲート～迎賓館赤坂離宮 平成30年
1月27日（土）

先日降り積もった雪が所々残るものの、お天気に恵まれ、
なかなか予約の取れない「羽田クロノゲート」「赤坂迎賓館」を見学しました。

横浜集合の方と
合流。羽田クロノ
ゲートへ

事務棟ホールでは巨大な
クロネコが、お出迎え！
（鼻を触ると鳴き声が♪）

「羽田クロノゲート」は、事務棟・物流棟・地域貢献エリア
から構成され、『陸・海・空』3つのネットワークを活かした
日本最大級の物流施設です。因みに、クロノゲートとは
ギリシャ神話の時間の神“クロノス”と国内外をつなぐ
“ゲートウェイ”を組み合わせた名前です。5つのアトラク
ションを90分かけ見学しました。

建物内には、イギリスやフランス産の大理石が使われ重さ
800キロもある巨大なシャンデリアもあり、数々の絵画や天井
壁画は広間ごとに趣向を凝らし、今も首脳会談や晩餐会等
に使われています。
本館の屋根に作られた甲冑と金色の霊鳥は、当時の日本を
象徴する装飾で圧巻です。

見学コースでは、仕分けの様子
が見られます。スキャナーでバー
コードを読み取り、セル（特殊な
板）に載せられ行先別に高速で
シューターへと運ばれます。
＊高い効率化と万全のセキュリ
　ティで搬入から搬出まで管理
　されています。

午後はいよいよ「赤坂迎賓
館」見学です。赤坂迎賓館
は、明治42年に東宮御所
として建築された日本に
おける唯一のネオバロック
様式の西洋風宮殿。
めったに見ることができな
い、調度品や文化財は神々
しく大変美しい物ばかり。

約35700坪もの広大な敷地に
建てられた優美な宮殿に、
四季折々の花々が咲く庭園を
散策し、雅な世界に癒され
大満足の研修会でした。

羽田クロノゲート

迎賓館　赤坂離宮

羽田空港

勇壮な正門を後にして、帰路に
つきました。
来年の企画も楽しみです。

学 食 探 検学 食 探 検 巨大な物流ターミナル探検  

７時４５分
湘南台を出発

本格炭火焼き
チキンを堪能

お土産のオリジナルグッズも嬉しい♥♡
PICKKING作業を体験すると
9種類の中から3個もらえます

神奈川県支部 支部研修会



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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会員からの公募で選
ばれたロゴマーク。
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
で創作されました。

Shonan Wind となって4回目の発行です。突撃となりのゼミ訪問
では、今回「経営学部」を取材し、これで湘南キャンパスの全学部
を掲載させていただくことができました。ご協力いただきました関係
者の方々に心よりお礼を申し上げます。
さて、次回はどの学部を取材しましょうか？

今回は、学食を
徹底研究？！

父母教と大学からの
補助で、学生向けに
100円の朝食を提供
しています。

学 食 探 検学 食 探 検

学生さんの要望を

聞いてメニューを

工夫しています

この金額でこのクオリティは
素晴らしい！！
もちろんお味もGood

この金額でこのクオリティは
素晴らしい！！
もちろんお味もGood

100円朝食100円朝食

ドレッシングがもっと多いといいなあ

辛～くない
カレーが

食べたい?! 親世代が食べても
さっぱりしておいしい♡

笑顔の“星野
店長”に人気
メニューを伺っ
てみました。
店長手作りの
唐揚げ丼は
堂々第一位！

3322 11
醤油ラーメン洋食屋のカレー

 唐揚げ丼
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