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　「夢」は、若い皆さんに似合う言葉です。
　青春は、夢に彩られています。しかし、夢に生きる皆さんの前には、現実という
壁が立ちはだかります。それを克服し、夢を実現するのが、若い皆さんの使命でも
あります。
　国際関係学部に入学された皆さんは、夢を実現するために、世界を知って欲しい
と思います。未だ見ぬ世界を学び、そして皆さんが秘めている可能性を引き出すこ
とが出来たら、現実という厄介な壁を克服する手段や方法が必ず見つかると、私は
信じます。
　海外へ出かけると、日本がよく見えてきます。自分が何をしたいか分かってきま
す。世界中には、貧困、紛争、環境汚染、食料危機といった様々な問題が山積して
います。皆さんは多くの国々が抱える課題に触れると、どう対応したらいいか考え
るはずです。感性が豊かで、問題意識が旺盛な皆さんには、自分なりの解決策を打
ち出して欲しいと強く願っています。
　昭和５４年に、日本で最初の国際関係学部として設立された日本大学国際関係学部
は、語学力を武器に、世界が抱える諸課題を解決する人材の育成を目指しています。
　海外に提携校が多くあり、本学部には毎年、ゼミ研修や短期留学など、機会を利
用して留学する学生が多くいます。
　多くの奨学金を用意していますし、新幹線通学者や下宿生、生活困窮者への支援
制度もあります。留学やインターンシップへの支援もします。
　世界を視野に、深い教養を身につけ、語学力を武器に世界の檜舞台で活躍するこ
とを願っています。若い皆さんです、国の内外で活躍する教員が、夢に向かう皆さ
んを応援します。
　皆さん、「夢」を追い求め、青春を彩ろうではありませんか。

国際関係学部長

佐藤　三武朗

学部長あいさつ

夢を生きる
――世界を掴むために――
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短期海外語学研修実施地域（対象：国際関係学部、短期大学部）

地　　域 研修予定地 実　施　日

アメリカ ストーニーブルック大学 平成25年 8 月 4 日㈰～平成25年 8 月18日㈰

アメリカ ハワイ大学 平成2６年 2 月 2 日㈰～平成2６年 2 月2６日㈬

アメリカ テキサス・インターナショナル・
エデュケーション・コンソーシアム（TIEC） 平成2６年 2 月 8 日㈯～平成2６年 3 月 ９ 日㈰

中国 北京大学国際関係学院 平成25年 8 月 4 日㈰～平成25年 8 月27日㈫

ニュージーランド ウェスタン・インスティテュート・オブ・
テクノロジー・アット・タラナキ（WITT） 平成25年 8 月1９日㈪～平成25年 ９ 月17日㈫

短期海外語学研修実施地域（対象：短期大学部）

地　　域 研修予定地 実　施　日

アメリカ ハワイ大学 平成25年 8 月 4 日㈰～平成25年 8 月21日㈬

国際交流関連� 　NEWS

国際関係学部派遣交換留学について
国際文化学科　４年　花井　祥子

　私は、2012年 1 月から約 1年間、アメリカのモンタナ州立大学に留学しました。この 1年間の留学生
活は、私の今までの人生の中で最も充実したものでした。語学力の向上や異文化理解の深化だけでなく、
私に自立心や自信を与えてくれました。
　アメリカに到着した当初が最も辛かったです。英語をよく理解できない上、知り合いや友人もなく孤
独でした。授業の内容も分からず、課題に追われる毎日でした。しかし、生活に慣れてくると苦しいこ
とだけではなく、楽しいことも増えました。様々な国籍の友人に恵まれ、週末には一緒にハイキングや
スノーボードに行ったり、集まってパーティーをしたりする時間もできました。こうしたイベントは、
アメリカ文化に触れる良い機会でした。中でも、ハロウィンは一番思い出に残っています。本場なだけ
あってハロウィンのイベントはたくさんあり、当日は仮装して授業に来る人までいました。
　私が留学で一番の目標にしていたのは、色々な経験をすることでした。たとえ興味がないことでも、
積極的にチャレンジしました。そうすることで、自分への新たな発見があり、たくさんのことを学ぶこ
とができました。留学は終わりましたが、この経験を踏まえ、今後も色々なことに挑戦し、多くのこと
を体験したいです。

モンタナ州立大学構内ホームパーティーにて
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［派遣交換留学］（対象：国際関係学部）

国名 留学先 留学期間 募集時期（予定）

アメリカ セント・ノーバート・カレッジ

平成2６年 8 月～平成27年 5 月

8 ・ ９ 月出発
平成25年10月～

平成25年11月下旬

1・ 2月出発
平成2６年 4 月～

平成2６年 5 月上旬

アメリカ ニューヨーク州立
ストーニーブルック大学

アメリカ モンタナ州立大学

台湾 静宜大学 平成2６年 ９ 月～平成27年 ６ 月

中国 同済大学
平成2６年 ９ 月～平成27年 7 月

ドイツ ヨハネス・グーテンベルク大学

ＩＳＥＰ ＩＳＥＰ加盟大学 平成2６年 8 月～平成27年 5 月
平成27年 1 月～平成27年12月

オーストラリア マッコーリー大学
平成27年 2 月～平成27年12月

ニュージーランド ＷＩＴＴ

［ジョイント・ディグリー・プログラム］（対象：国際関係学部）

国名 留学先 留学期間 募集時期（予定）

アメリカ ニューヨーク州立ストーニー
ブルック大学 平成2６年 8 月～平成28年 5 月 平成25年10月～

平成25年11月下旬

各プログラムの募集は学内掲示板でお知らせします。
各留学プログラムは、外務省の海外安全情報に基づき、国際紛争、テロ、災害、及び人為的、不慮不可抗力に
よる事故等の発生により、渡航または現地での滞在に危険があると判断された時は、募集並びに派遣を中止ま
たは途中で帰国させる場合があります。
また、ティーチング・インターンシップ及び中期留学、派遣交換留学、ジョイント・ディグリー・プログラム
等の学内プログラム留学に関する相談は、本館 1階国際教育センターで対応しています。
短期海外研修については北口校舎 1階学生課が対応窓口になっています。

［ティーチング・インターンシップ］（対象：国際関係学部）

派遣先 派遣期間 募集期間（予定）

アメリカ、ニュージーランド、
オーストラリア�

平成27年 2 月～
平成27年 3 月下旬

平成2６年 4 月～
平成2６年 5 月中旬

［中期留学］（対象：国際関係学部）

国名 留学先 留学期間 募集時期（予定）

アメリカ セント・ノーバート・カレッジ 平成2６年 8 月～平成27年 3 月 平成25年11月～
平成2６年 4 月中旬インド ゴア大学 平成2６年 ９ 月～平成27年 2 月

中国 北京大学国際関係学院 平成2６年 2 月～平成2６年 7 月 平成25年 ９ 月下旬～
平成25年10月下旬
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海外ゼミナール（コロンビア・アメリカ合衆国）
福井千鶴ゼミナール　国際文化学科　 4 年　藤田　奈那

　福井ゼミナールの海外研修は協定校であるコロンビアのノルテ大学で行われました。ノルテ大学は、
カリブ海に面した商業活動が活発で、カーニバルで有名な港湾都市バランキージャにあり、富裕層の子
供たちが通っている有名な大学です。
　夏季研修は、福井ゼミの特別研修プログラムが用意され、時には、日大国際関係学部のOBが先生を
務める日本語クラスで学ぶ学生たちとの交流授業があり、学園生活をサポートしてくれ、キャンパスラ
イフを楽しく過ごしました。
　研修プログラムには、バランキージャのカーニバルダンスを学ぶダンス講座があり、日本では味わう
ことのできない良い体験をしました。
　週末には、植民地時代の「カルタヘナの港、要塞と建造物郡」が世界遺産に登録されているカリブ海
に面した観光都市を訪れ、スペイン時代の歴史の面影に触れ、また、カリブ海の小島にわたり海の綺麗
なカリブの海でシュノーケリングを満喫し、研修を通じて明るく陽気なラテン気質のおもてなしを学び、
研修で得た体験から日本人も見習うと良いと思いました。
　アメリカではハワイのKZOO日本語放送局でライブ放送を行いました。

平成25年度国際関係学部海外ゼミナール実施
引率教員 研修先（国名） 研修期間（予定）
筧　　正治 タイ 平成25年 8 月2６日㈪～平成25年 ９ 月 2 日㈪
冨岡　丈朗 フィリピン 平成25年 ９ 月 3 日㈫～平成25年 ９ 月 8 日㈰
福井　千鶴 ブラジル・パラグアイ・ボリビア 平成25年 8 月21日㈬～平成25年 ９ 月17日㈫
横田　貴之 アラブ首長国連邦 平成25年 ９ 月 1 日㈰～平成25年 ９ 月10日㈫
青木千賀子 ネパール 平成25年 ９ 月 5 日㈭～平成25年 ９ 月13日㈮
小代有希子 サイパン 平成25年 ９ 月 ９ 日㈪～平成25年 ９ 月14日㈯
⻆田　哲康 スペイン・フランス・イギリス 平成25年 8 月28日㈬～平成25年 ９ 月13日㈮
高橋　　章 ハワイ 平成25年 ９ 月12日㈭～平成25年 ９ 月18日㈬
宗形　賢二 アメリカ合衆国 平成25年 ９ 月 8 日㈰～平成25年 ９ 月15日㈰
安元　隆子 ロシア連邦 平成25年 ９ 月 7 日㈯～平成25年 ９ 月15日㈰

バランキージャ・カーニバルの踊りを習うノルテ大学日本語クラス学生と交流



6

NEWS� 学科だより

国際総合政策学科
　国際総合政策学科は、開設後 3年目に入り、新カリキュラムに基づいた新しい科目が次々と開講されています。
　 1年次にはスタディ・スキルズで少人数での調査・研究の方法、レポート・論文の書き方など大学の勉強に必要な
知識と技術を学び、後期には社会の様々な仕事、資格などの意味を考え、将来の進路を念頭に置いた勉学の計画的進
め方を学ぶ、キャリアデザインの授業があります。
　 2年次からは国際関係、国際ビジネス、国際協力の 3つのコースに設けられた専門科目を学びます。「国際関係コ
ース」では国際法、地域統合、ジャーナリズム等、「国際ビジネスコース」では企業論、情報メディアリテラシー、
租税、財務、金融、経営等、「国際協力コース」ではＮＧＯ・ＮＰＯ、開発経済、社会開発、環境問題等それぞれ専
門的な科目を修学し、実践力を培います。また年に数回、各分野の専門家、関係業界から講師を招聘し、豊富な実務
経験に基づいた最新の状況や課題等について学術講演会を開催しています。
　 3年次からは各教員のゼミナールに所属し、各専門分野を詳し
く学び、国内外での様々な活動を通じて視野の広い行動力を有し、
問題解決能力を身に付けた人材の育成を行っています。海外ゼミ
ナール研修では、アジア諸国から中東、南米と世界各国で研修を
実施しており、学生の行動力や外国の生きた言葉、生活、コミュ
ニケーション能力の育成に大きく役立っています。
　さらに、将来、有能な人材として働くための知識や技術、心構え
を、県庁や地元企業をはじめとした約50に上る企業や団体での就
労体験を通じて学習できる「国際交流（インターンシップ）」も参加
し、多くの学生が貴重な実務経験を積んでいます。知識と経験を身
に付け、新しい課題に取り組む学生の今後の活躍が期待されます。 スタディ・スキルズ学術講演会

国際教養学科
　国際教養学科は、「国際文化コース」と「国際コミュニケーションコース」の 2コースを設置して、真の「国際人」
の育成を目標に教育を実施しています。学際的、国際的な視野から、世界各国の文化の特質を学ぶことを通して、深
い異文化理解とグローバルな時代に生きる今日に必要な広い視野を身に付けると共に、その成果を広く世界に発信す
ることができるコミュニケーション能力を磨きます。
　 1・ 2年次においては、英語をはじめとして、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語やその他の外
国語を学習することによって、語学学習の基礎を築きます。そして「文化」の理解、現代社会の諸問題と解決の仕方、
多様な思想や宗教、自分の考えやアイデアの表現方法、メディアの活用などを学びます。国際的な教養を深めること
で、新しい時代に相応しい人材の育成を目指します。
　さらに海外、国内研修が、国際教養学科の教員によって毎年実施されております。アメリカ地域（ハワイ、ニュー
ヨーク）、ヨーロッパ地域（イギリス、スペイン）、東アジア（中
国、韓国）その他の地域で直接フィールドワークの体験を通して、
言語、文化理解を深めるための実践的な教育を行っています。
　また、日本の伝統芸術を理解するために、学外研修として歌舞
伎鑑賞会（写真参照）などに参加したり、各界で活躍されておら
れる方々を招聘して、学術講演会、芸術鑑賞会を適時実施、学生
にとって貴重な学習の機会となっています。
　政治、産業構造、科学技術、教育の分野で、グローバリゼーシ
ョンが急速に進行している現代社会において、国際的な教養が求
められている。まさにこれからの必要な教育を国際教養学科では、
行っています。 国際教養学科第 1回学外研修（歌舞伎鑑賞）
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国際関係学科
　今年度、国際関係学科は学部改組に伴い、学部創設以来の歴史を閉じます。本学科は、国際社会と地域社会を理解する
幅広い視野を備え、多様化・複雑化する世界情勢に対応しうる人材の育成に努めてきました。現在、本学科を巣立った卒
業生が社会で活躍中です。昨年度卒業生は、航空会社、銀行や証券などの金融、
製造業、販売業など多岐にわたる業界に就職しました。警察・消防などの公務員
も多数輩出しました。
　もちろん在学生も、国内外の情勢をはじめ、政治・法制度・経済協力関係に至
る様々な勉学に励んでいます。各ゼミナールの活動も活発です。昨年度は、⻆田
ゼミがスペイン・オーストリア・チェコ、鄭ゼミが韓国で海外ゼミナールを実施
しました。今年度も、スペイン、フランス、イギリス、アラブ首長国連邦での海
外ゼミナールを予定しています。
　末筆となりますが、これまでの本学科の運営に対する関係者の皆様方のご理解・
ご協力に深く御礼申し上げます。 スペインの大学都市サラマンカのマヨール広場にて

国際ビジネス情報学科
　「企業インターンシップ」は国際ビジネス情報学科の正規の授業です。日ごろ
から大学で学んでいる企業経営、国際経済の仕組みを実社会の場で経験し、さま
ざまなグル―プワークやプレゼンテーションを実体験する所です。
　夏休みを利用して、30余りの様々な業界の企業に受け入れていただき、 2週間
の実習に参加してきた学生たちの多くは、この会社で社員として働くという緊張
感と達成感を、それぞれ自分なりにつかんで、キャンパスに帰ってきます。
　「わが社がご提案する、オフィスシステムは…」と、説明や紹介する言葉は、
まるで、社員が客先にプレゼンテーションする言葉のように響きます。
　秋から始まる「就活」にも、弾みがつきそうです。 企業実習で体験したことをキャンパスに帰って発表

国際交流学科
　国際交流学科では、グローバリズムとリージョナリズムが交錯する現代におい
て、両者のバランスを取りながらより良い国際交流関係を構築していけるような
人材の育成を目指してきました。その集大成ともいえる今年度は、これまで当学
科で営々と築いてきた実績を振り返りつつ、近未来の国際社会の理想実現にむか
って新たな段階に飛躍できるよう、記念誌を発行し講演会を開催することを予定
しています。これまで関係者の皆様から、多大なご支援とご協力を頂いてきたこ
とに感謝申し上げますとともに、今後は国際交流学科で創出してきた伝統を新た
な段階で発展的に生かしていこうと思います。そのためにも、当学科が様々なア
プローチで作り上げてきた国際交流学の理論や方法を体系化して後世に残すこと
ができるよう、今年度を大切にしていきたいと考えています。 フィールドワーク発表会

国際文化学科
　グローバル化が進行する現代、日本人として日本の伝統文化を理解しつつ、異なる文化を正しく理解し、相互の文化的
相違を尊重する多文化共生の精神が求められています。国際文化学科は、 4つの主要地域（アメリカ文化コース、ヨーロ
ッパ文化コース[ドイツ・フランス]、中国文化コース、日本文化コース）の文化に関する多角的な研究を通じて、国際的
な幅広い視野を身に付けた文化理解のエキスパートの育成を目指してきました。
　本学科は、特に主要地域の言語の修得に力を入れ、各地の芸術・思想・歴史・宗教など多様な科目が履修でき、文化を
学際的に学習することができます。また、学生がさまざまな経験と学習をすることが可能なように、年間を通じて、学術
講演会や学外研修を実施しています。
　本年度の第 1回学術講演会では「アメリカで日本文化を伝える：イリノイ大学
での経験から」と題してイリノイ大学名誉准教授による講演が行われました。今
後どのように日本文化を世界に発信していくかという方法と課題を考えることが
できました。それに引き続き開催される「黒人音楽を聴く」と題する芸術鑑賞会
では、日頃あまり馴染みの少ない黒人音楽の代表的なポップ、ロック、ジャズ等
の説明と演奏が予定され、異なった文化と音楽に直接触れることができます。
　しかし残念ながら国際文化学科は学科開設32年でその歴史を閉じようとしてい
ます。最後の年となった今年は、これまで培ってきた研究と教育の成果を思う存
分発揮できる年でありたいと思います。 国際文化学科学術講演会
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NEWS� 学科だより

ビジネス教養学科
　ビジネス教養学科では、ビジネス社会において即戦力となる人材養成のための共通基礎科目、ビジネス分野で必要とされる職
種を学ぶ職種コース科目及び業種専攻科目の三階層になっています。現代社会で活躍するために必要なビジネスを理解する能力、
将来へのキャリア・パスを自主創造し人間関係を築くことのできる教養を持つ人材を養成する実践的な力を養います。就職支援で
は、就業体験や各種講座を開設しビジネスシーン等で活かせるIT関連のスキ
ル修得のための授業のほか、就職指導講座やインターンシップの機会を設け
ています。また、各学生一人ひとりのサポートのために、日商簿記 3級以上、
英検準 2級以上、日商PC検定、販売士、ファイナンシャル・プランナーな
ど資格取得目標を設けて、目指す進路で活かせる資格取得を正課外の対策講
座などでサポートしています。編入学支援では、編入学を目指す学生に基礎
をしっかり身に付けさせることで、編入学後の学びへスムーズにつなげてい
ます。また、外部講師による年間を通しての編入学対策講座（論文、英語対
策）を実施し各学生への支援をしています。 学術講演会

専攻科食物栄養専攻
　専攻科食物栄養専攻は、日本大学短期大学部食物栄養学科の卒業生や、その他の栄養士養成施設として認可を受けた短大ある
いは専修学校の卒業生が進学できる、 4年制大学の 3・ 4年生に相当する学年の教育機関です。本専攻科では 2年間、食と栄養
に関する専門分野の講義や実習を学習することにより、 4年制大学卒業と同等の学士を取得することができ、大学院への進学も
可能です。また、管理栄養士国家試験の受験に必要な年数に加算でき、修了後 1年間の実務を経て同試験の受験資格が得られま
す。専攻科生は全員ゼミに所属し、各自の研究テーマに基づいて 2年間研究
を行い、論文（学習成果報告書）を作成することにより大学評価・学位授与
機構より学士（栄養学）を取得することができます。専攻科 2年生は毎年、
静岡県中・東部の大学生が集う「富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア
ー（Ａ＆Ｓ）」にて、各自の研究内容についてポスター発表を行っています。
昨年のＡ＆Ｓ2012では、2名の学生が優秀ポスター賞を受賞しました。また、
毎年夏休みにはハワイ大学との連携による約20日間の海外語学研修が実施さ
れており、専攻科生も参加しています。専攻科生は短大時代に得た知識や経
験を基に、さらに多くの経験を積み、実り多い学生生活を送っています。 専攻科 1年・調理学特別実習

２年生学外研修

学生サポート研修
・ 2年生学外研修
　 5月25日㈯ 2年生を対象とした「地域の食に関する専門的知識を深める」ことを目的として「魚の養殖施設の見学や駿河湾の
魚介類」について学外研修を行いました。沼津市の伊豆・三津シーパラダイス（水族館）のホールに集合して、最初に沼津市内
浦漁業協同久保田組合長から水産資源の豊富な駿河湾の漁業や魚の養殖などについて説明を受けました。実際に養殖施設の見学
には、特別にお願いして水族館の大きな観光船をお借りして養殖をしてる生け簀に行き、マダイやアジなどが養殖されている様
子や飼育方法などの説明を聞きました。実際に学生が直接餌をあげることもできました。その後、伊豆・三津シーパラダイスに
戻り、飼育展示されている駿河湾産魚介類の生態や特徴、さらに水族館の果
たす役割などについて飼育担当者から説明を聞きながら、展示されている水
槽一つ一つの魚介類を観察しました。身近な駿河湾の魚介類が地域の食生活
に活用されていることなど、新たな知識を得ることができました。昼食は、
内浦漁協特製の「駿河湾のおさかなランチ」で、今年は、生きのいいマアジ
のおろし立ての活アジ丼と出来立ての揚げはんぺん、さらにマダイの粗から
作ったお味噌汁など、新鮮な海の幸を満喫しました。希望者は、さらに水族
館に再入場し、海の動物のショーなどを楽しみました。本年度も、2年生で卒
業研究を履修した学生が72名と大変多く、各ゼミで研究活動を進めています。

・ 1年生学生生活サポート研修
　食物栄養学科では、新入生の授業履修や学生生活がスムーズにスタートできるようにサポート研修を学外研修に合わせて ６月
初めに実施していました。今年度は、できるだけ早い時期にサポート研修の実施を計画し、 4月20日㈯に三島駅北口校舎におい
て実施しました。午前中は、各クラスごとに担任の先生を中心に、授業の履修に関する相談や履修登録をコンピュータルームで
行いました。自分自身で、自分が受講する授業を決めて各自で登録する大学
におけるシステムは、大学に入学されたばかりの学生の皆さんには初めての
経験であった人も多く、誤りのないよう、きめ細かな指導を行いました。午
前中の研修後は、北口校舎の 7階にある食堂「ダイニングさくら」において
富士山を眺めながら昼食をとりました。午後は、 1年生全体をグループ分け
し、 2年生と専攻科生がリーダーとなり、学生生活や大学での勉強などにつ
いて意見交換を行いました。最後にグループ討議の内容について各グループ
から発表を行いました。クラスを超えて学生間のつながりもでき、有意義な
研修になりました。なお、学外研修は、後期に実施を予定しています。

食物栄養学科
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Teacher� 教員紹介

新任教員紹介

情報処理関連と数学を担当しています。私の専門は物理学ですが、コンピ
ューターシミュレーションの経験とドイツで子育てしつつ 5年半の研究生
活を送った国際経験を活かして、国際関係学部に学ぶ皆さんが世界に羽ば
たくためのお手伝いが出来たら、と思っています。

駒　美保先生
国際関係学部　国際総合政策学科

4月から国際関係論を担当しています。専門は、国際政治及び地域研究（北
欧・北極）です。北欧は欧州において「周辺（ペリフェリー）」ですが、
周辺から生まれる「中心」もあります。その例が北極地域で、いまや国際
政治の中で主要問題の 1つになりつつあります。地域を通して国際関係を
学ぶ醍醐味を皆さんにお伝えできるよう頑張ります。

大西富士夫先生
国際関係学部　国際総合政策学科

4月から、法学、憲法、国際関係私法、国際法概論など法律関係科目を担
当しております。専門は、民法で特に契約、不法行為などの財産法分野で
す。「学ぶ」ことに終着点はありません。私自身も学部、大学院の学生さ
んとともに「知の世界」の旅を続けたいと思います。

小野　健太郎先生
国際関係学部　国際総合政策学科

今年 4月から本学部で経済関係の講座を中心に教えています。1９80年に八
千代証券に入社しマクロ経済分析の仕事に従事しました。
2010年 ９ 月から内閣府と内閣官房で日本再生戦略策定などに取り組みまし
た。三島から将来の日本を背負う日大生が育つよう尽力したいと思います。

水野　和夫先生
国際関係学部　国際総合政策学科

重松　博之先生
国際関係学部　国際総合政策学科

この 4月から、財政学、会計学、国際経済学を担当しています。私自身はこれまで長く国の財
政をチェックするという仕事に長く従事してきましたが、今、日本の直面している問題、とり
わけグローバル化、少子高齢化の中で財政や経済などの問題を考えていくうえでそれぞれの分
野の基礎的知識をしっかり身に付けるとともに分野を超えて幅広く考える力が求められると思
います。これを養っていくことは本人にとってもみなさんを受け入れる社会にとっても非常に
大切になっています。そのための 4年間は皆さんの人生にとって実に貴重な時間です。
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Teacher� 教員紹介

新任教員紹介

I�have�a�masters�degree�in�education.�It�is�a�pleasure�to�meet�you.
I�am�a� teacher� researcher,�and� in�addition� to�presently�doing�
research�on�task�based� learning,� I�am�teaching�reading�writing,�
listening,�speaking�and�grammar.
私はジョディ・フライバーグです。私は教育学の修士号を取得しました。
皆さんにあえてうれしいです。私は教員であり研究者でもあります。タス
クベースラーニングの研究をしつつ英語の読み書き会話について教えてい
ます。

ジョディ・フライバーグ先生
国際関係学部　国際教養学科

Being�from�Vancouve,�I�saw�many�ESL�students.�Try�to�learn.
I�try�to�make�using�English�fun.
私はポール・ローワンです。カナダのバンクーバーから来日し、英語学習
に熱意を持った多くの学生に出会いました。そんな学生のために、英語を
楽しく勉強できる環境づくりを目指しています。

ポール・ローワン先生
国際関係学部　国際教養学科

I�studied�Literature�and�philosophy�in�London�and�Essex�in�the�UK.
I�like�to�teach�writing.
My�favorite�author�is�Shakespeare.
私はスティーブン・ドレイジです。英国のロンドンとエセックスで文学と
哲学を学びました。授業では英作文を教えるのが好きです。私のお気に入
りの作家はウィリアム・シェイクスピアです。

スティーブン・ドレイジ先生
国際関係学部　国際教養学科

この 4月からスポーツ総合を担当しています。スポーツは、言語や生
活習慣などの違いを超えて存在する世界共通の文化の 1つです。その
スポーツを通して、国際社会について多くを学ぶ皆さんの力になれれ
ばと思っています。よろしくお願いします。

本道　慎吾先生
国際関係学部　国際教養学科
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ウォーキングラリー

ウォーキングラリー

　水と緑と文化の町、三島市をフィールドにして、新入生を対象としたウォーキングラリーを実施しました。ス
タディ・スキルズのクラスの 7～10人が１グループになり、文教町キャンパスをスタートし、市内名所旧跡など
を通り、三島駅北口校舎をゴールとする約 2時間のコースである。このラリーの目的は地図に示された10のチェ
ックポイントを通過し、ゴールすることと、当市がすすめる『きれいな街づくり推進事業』への参加の一環とし
てゴミ拾いを行うことでした。開会式では三島市長の新入生への歓迎のあいさつもあり、活気に満ちた雰囲気の
中、全グループが出発しました。天候の理由から急きょ短い市街
地中心のコースに切り換えましたが、予定時間内に全グループ全
員無事にゴールすることができました。
　このウォーキングラリーは新入生に多くの発見の機会を与えて
くれた。四年間の学生生活を過ごす「三島」には歴史、文化、自
然などすばらしい魅力が存在すること、道を教えてくれたり、声
をかけてくれた三島の市民はとても温かく、一人一人の街づくり
意識がとても高いと感じたこと、そして学生達自身がラリーを通
しての協力や会話は、有効なコミュニケーションの機会であった
ことに気付かされたことでした。

日・EUフレンドシップウィーク

日・ＥＵフレンドシップウィーク2013
　ＥＵ情報センターを設置している国際機関資料室（図書館）では、日本とＥＵの交流を目的とするイベント「日・
ＥＵフレンドシップウィーク」を毎年開催しています。
　今年は、 5 月 ９ 日㈭～ 5 月31日㈮まで、「フランスとイタリア
のツーリズム～1９20年代のヴィンテージ旅行広告展～」というテ
ーマで展示会を開催しました。
　ロジェ・ブローダーズを初めとするフランス人画家が描いた個
性的なフランスとイタリアの旅行広告のポスターを展示。また、両
国の観光政策、文化等をまとめたものを資料と共に紹介しました。
　その他、ＥＵグッズがもらえるクイズや映画鑑賞会なども開催
し、来場者にフランスとイタリアの文化に触れていただく良い機
会になりました。

校外活動にて

社会活動部ＣＳＡ
　社会活動部CSAは、日本大学国際関係学部の学生が充実した生活を送ることを目的に、様々なイベントを企画・
運営しています。また、部活全体で三島市内や静岡市内のボランティアに参加する団体です。
　今年の活動としては、 5月11日に行われた「三島バル」という街おこしイベントに参加し、ボランティア・ス
タッフとして出店のお手伝いをしました。また、当日は東日本大震災の月命日であったので、三島市内にある常
林寺というお寺の一部をお借りして、ロウソクイベントを行いました。震災を忘れないでほしいという気持ちを
込めて、ロウソクを灯して震災で亡くなられた方々を追悼しました。あいにくの雨でしたが、多くの方がいらっ
しゃいました。また、静岡市の「シズオカ×カンヌフェスティバ
ル」というイベントで、ボランティア・スタッフとして参加しま
した。部関係者以外からも参加者を募集し、常葉大学、静岡県立
大学と協力して取り組みました。静岡市の姉妹都市であるフラン
スのカンヌ市から、カンヌ国際映画祭にちなんだイベントを静岡
で開催してほしいと依頼されたのが始まりだそうです。今後は、
さらに部活としてイベントを企画し、参加していく予定です
　これからの活動としては、献血推進のボランティアとしてティ
ッシュ配りや、オープン・キャンパス時のキャンパス・ツアーを
行う予定です。
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　 4 月 2 日㈫　開講式
　 4 月 5 日㈮　前期授業開始
　 4 月 8 日㈪　入学式
　 4 月2９日㈪　昭和の日（月曜授業）
　 5 月 ６ 日㈪　振替休日
　 5 月 7 日㈫　臨時休校
　 5 月 ９ 日㈭　月曜振替授業
　 5 月18日㈯　短大ミニオープンキャンパス（食栄）
　 ６ 月15日㈯　短大ミニオープンキャンパス
　 7 月 ６ 日㈯　短大ミニオープンキャンパス
　 7 月14日㈰　進学フェスタ�at�TOKYO
　 7 月15日㈪　海の日（月曜授業）
　 7 月24日㈬　補講日
　 7 月25日㈭　前期授業終了
　 7 月2６日㈮～27日㈯　定期試験
　 7 月2９日㈪～ 8月 1日㈭　定期試験

平成２5年 　 ８ 月 ２ 日㈮　夏季休暇開始
　 ８ 月 ３ 日㈯～ ４日㈰　オープンキャンパス
　 ８月１８日㈰　オープンキャンパス
　 ９ 月 ５ 日㈭～ ６日㈮　追再試験
　 ９月１８日㈬　夏季休暇終了
　 ９月１９日㈭　後期授業開始
　 ９月２３日㈪　秋分の日（月曜授業）
　 ９月２６日㈭　 ９月卒業学位記伝達式
　 ９月３０日㈪　授業料振込期限
　１０月 ４ 日㈮　日本大学創立記念日（臨時休校）
　１０月１４日㈪　体育の日（月曜授業）
　１１月 １ 日㈮　富桜祭準備
　１１月 ２ 日㈯～ ３日㈰　富桜祭
　１１月 ４ 日㈪　富桜祭後片付け
　１１月 ７ 日㈭　月曜振替授業
　１１月１６日㈯　短大ミニオープンキャンパス
　１１月２３日㈯　勤労感謝の日（土曜授業）

　１２月２３日㈪　天皇誕生日（月曜授業）
　１２月２４日㈫　年内授業最終日
　１２月２５日㈬　補講日
　１２月２６日㈭　冬季休暇開始

平成２6年
　 １月 ９日㈭　冬季休暇終了
　 １月１０日㈮　授業開始
　 １月１５日㈬～１７日㈮　卒業論文提出期間
　 １月１８日㈯～１９日㈰　大学入試センター試験
　 １月２５日㈯　短大ミニオープンキャンパス
　　　　　　　後期授業終了
　 １月２７日㈪～３１日㈮　定期試験
　 ２月１９日㈬～２１日㈮　追再試験
　 ３月 ７日㈮　卒業決定者発表
　 ３月２５日㈫　卒業式　学位記等伝達式

年間行事予定（平成２5年 4 月～平成２6年 3 月）

特集� PAGE OF FEATURE

三島うなッキ～

黒米シフォンケーキ
クロン

日大食栄みしまコロッケ 黒米カステラ

黒米マドレーヌ
ホワイトチョコレートの
ガトーショコラ

みくりやまんじゅう

富士どら

日大パウンドケーキ

「地域活性化・地域振興を目指して」日大食栄室伏ゼミプロジェクトM
　食物栄養学科・専攻科の室伏ゼミに所属する学生が中心となってスタートした「プロジェクトＭ」は、「食と
健康・生活環境の向上」を目指して、静岡県東部を中心に 8市 1町の企業・団体・行政等と連携して様々な企画
に取り組んでいます。なかでも、商品開発はプロジェクトの中心的な活動で、和菓子・洋菓子やお弁当など様々
な商品の開発を行ってきました。洋菓子ではガトーショコラやシフォンケーキ、マドレーヌなど、和菓子では黒
米カステラやみくりやまんじゅう、富士山どら焼き「富士どら」など無農薬で自前で作っているサツマイモや黒
米などを活用した主力商品です。また、緑茶開発では、これまでの 4年間に「富士姫」シリーズを作り上げ、世
界緑茶コンテストに出品し、すべてに金賞をいただきました。さらに、陶器や木彫刻など資源の再利用や、地域
のB級グルメで知られている、日大食栄みしまコロッケや日大たくあん、日大キムチなどの材料も自前の材料で
作っています。最近では、三島市を代表するお土産の考案を目指してうなぎの骨を使ったクッキー「三島うなッ
キ～」やみしまプリンも好評です。すべてに「日大食栄室伏ゼミMブランド」のロゴが表示されています。本活
動に興味のある三島キャンパスの学生さんは、 ９号館 3階プロジェクトＭ事務局に気軽においでください。一緒
に活動しませんか。
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８ 月　国際（ 3 年生）・短大・専攻科（ 1 年生）
日本大学就職合宿

夏休みを利用し、2泊 3日で実施します。
さまざまな業界の人事担当者による本番
さながらの模擬面接や、履歴書講座、内
定アドバイザーの報告会などのプログラ
ムを実施します。

11月　国際（３年生）・短大・専攻科（１年生）
模擬面接・グループ
ディスカッション講座

本格的な模擬面接とグループディスカッ
ションを体験し、講師から直接アドバイ
スを受けるまたとないチャンス！実体験
することで確実に身に付きます。

9 ・10月　国際（３年生）・短大・専攻科（１年生）
自己分析講座

①自己ＰＲの考え方と自己分析
②志望動機の考え方
③人事の視点で考える
志望動機や自己ＰＲはどんなに完成され
ていてもそれが「その企業が望む人物像」
とかけ離れていては全く意味がありませ
ん。自己分析をより深め会社と仕事のミ
スマッチを防ぐ講座です。

　未来を切り開き、夢を実現するために充実した指導やサポートがあれば、より力強く進んでいくこと
ができるでしょう。
　国際関係学部・短期大学部（三島校舎）では、自分がやりたい仕事や適職を発見するための検査、ガ
イダンスや手引き書を用意するなど、段階的な就職支援を 1 年次から実施。学生一人ひとりの将来設計
をサポートします。

11月　国際（ 1・2・3 年生）・短大（ 1 年生）
内定者報告会

就職内定者から、就職活動における基本
的な活動・研究方法など、就職活動を終
えたばかりのフレッシュな実体験・アド
バイスを、これから就職活動を行う在校
生に伝えます。

4 月　国際（ 1・2・3 年生）・短大・専攻科（ 1 年生）
就職ガイダンス

「就職ってなんだろう？」「就職活動はど
うすれば？」など基本的な疑問にも答え
ます。就職活動の“はじめの一歩”のた
めのガイダンスです。

4・5・6・８・3 月　国際・短大（全学年）

企業の筆記試験対策講座
（一般常識テスト、SPI試験）

企業が筆記試験を行う目的は 2つありま
す。次の選考に進む人数の絞込みと基礎
的な学力や職業適性を客観的に知るため
です。筆記試験に合格しなければ、次の
ステップの面接の機会すら失ってしまい
ます。学内での模擬試験を受講し、自分
の不得意分野を把握して、それに向けて
の問題を解く力が身に付く指導を行って
います。

2 月　国際（３年生）・短大・専攻科（１年生）
日本大学合同

企業研究会・就職セミナー
日本大学の全ての学生を対象とした東京
国際フォーラムでの大イベントです。本
学学生だけを対象とした合同企業説明会
であり、積極的に採用したい企業が約
200社集結します。

7 月〜 2 月
就職内定者アドバイザーの常駐

就職活動を終了した学生による就職アド
バイザー制度を設けています。常時就職
指導課を拠点に、在校生への就職支援体
制を整えています。

4 月　国際（ 2 年生）
低学年キャリアデザイン講座

学生生活とキャリア、自分を知る、社会
を知る、社会が求める能力を理解し、学
びのための具体的目標を設定させる講座
です。

10月　国際（ 3 年生）・短大・専攻科（ 1 年生）
文章力強化講座

①自己ＰＲ編
②学生時代編
③志望動機編
ビジネスフィールドでの「伝わりやすい
文章構成」と新卒の採用活動で評価する
側が「何を知りたいと思っているか」を
理解することで、文章表現が豊かになる
講座です。

国際（ 1・2・3 年生）・短大（ 1 年生）
公務員講座

国家公務員（一般職、専門職）、国家公
務員専門職（国税専門官、労働基準監督
官、外務省専門職員など）、地方公務員
上級職（都道府県、政令指定都市）、地
方公務員行政職（市町村職員など）、地
方公務員保安職（警察官、消防官など）
を目指すします。

6 月　国際（ 3 年生）・短大（ 1 年生）
女子学生限定メイク講座

化粧品会社より講師を招き、就職活動で
企業に印象の良いメイク技術を習いま
す。講義に加え、個別相談を行います。

5・6 月　国際・短大（全学年）
業界セミナー

本学部で学生に人気のある業界から講師
を招き、業界の特徴や動向を聞き、業界
に対する認識を高めます。

11月　国際（３年生）・短大・専攻科（１年生）
学内合同業界研究会

本学部生・短期大学部生のために 5日間
で約100社もの企業が集結し、ブース形式
で業界説明を行います。授業の空き時間
等を利用して、積極的に参加しましょう。

11月　国際（３年生）・短大・専攻科（１年生）
公開模擬面接

企業の人事担当者が本番同様の面接を行
います。見学することにより面接時の注
意点を学びます。
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何を実現させたいか
　「どんな人がほしいかって、結局は一番情熱があるヤツに決まってる。」ある説明
会で聞いた人事担当者の一言が衝撃的でした。今振り返ると、メディア学科でもな
く、ごく普通の大学生活をおくってきた私が夢だったテレビ局に内定できたのは、
これが理由だったように思います。
　内定を取ることがゴールではないと自分に言い聞かせてきました。地元を活気づ
けるという目的をもって会社を選び、暇さえあれば誰に見せるでもなく企画書を書
いていました。また面接は評価をつけられる場ではなく、対等に話をする場だとと
らえていました。何社落ち続けても妥協せずに挑戦できたのは、人生を通して成し
遂げたいことがあったからだと思います。
　だから皆さん！もし夢があるのなら、人に笑われるくらい熱くなってください！
自分にしか思い浮かばない発想を、自分の言葉で堂々と伝えてきてください。まだ
やりたいことが見つからない人も、「どんな仕事がしたいか」ではなく、「仕事を通
してなにを実現したいか」に焦点を当てて、理想の社会を思い描いてみてください！
人と同じことをする必要は全くありません。あなたの熱意の向くままに行動してみ
てください。あなたの可能性は無限大です。

国際関係学科４年
大澤　綾子
内定先

北日本放送株式会社

ポイントは『姿勢・挨拶・笑顔』です！
　私が就職活動を本格的に意識し始めたのは３年生の夏休みです。志望業界の短期
セミナーに参加し、周りの学生の意識の高さに圧倒され焦りを感じました。その後
は自分のモチベーションを維持するため、定期的に就職活動に関する行事をスケジ
ュールに入れました。中でも就職指導課が開催した就職ガイダンス、夏休み中や11
月に行われた模擬面接・グループディスカッション講座は、就職活動への不安を少
しずつ解消し自信につなげることができたので、後輩の皆さんにも是非参加してい
ただきたいと思います。
　また、私の就職活動の反省点は初めに志望業界を絞りすぎてしまったことです。
そのため 3年次の 2月頃に自己分析をやり直し、その後出版業界へと視野を広げま
したが、その時点で募集を締め切っている企業もあり後悔しました。しかし様々な
企業の説明会に参加することで、自分の向き不向きや会社との相性を見ていくこと
に重点を置きました。『姿勢・挨拶・笑顔』を意識して取り組むことで、納得のい
く結果が得ることができたと感じています。
　就職活動は、様々な業界に目を向けることのできる唯一の機会です。視野を広げ
自分と向き合う大切な時間にしてください。

国際交流学科４年
川邊　朋代
内定先
文芸社

自分が自信を持てるものを探そう！
　就職活動において大切なものは、大学生活で何を、どれくらい、どのようにして
学んできたか、ということだと感じています。アルバイトや部活動など大学生活で
しか経験できないことは自分を成長させてくれる場であり、学ぶことも多くありま
す。確かにこれらは企業研究や企業実習など、直接就職活動と関係しているわけで
はありませんが、目的は何であれ自分がいかに頑張ってきたか、というエピソード
は自分の強みになります。苦労したこと、失敗したことも乗り越えて達成すること
ができたことなど、なにか自信を持って話せる事柄があると、それが自分を企業に
アピールする軸となると思います。
　数多くある企業の中から自分に適した企業を選ぶのは難しいことです。実際に私
もやりたいことがなかなか見つからず、苦労をしました。しかし、日々生活してい
てほんの少しでも興味を持てるものに目をあて、将来のイメージをもつことで企業
の見方も変わってくると思います。皆さんも学生生活で頑張ってきたことや学んだ
経験を自分の将来に役立てるような企業に巡り合えるといいですね。頑張ってくだ
さい！

国際文化学科４年
鈴木　将人
内定先

株式会社コナカ
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背伸びをせず、自分らしく。
　就職活動の中で大事なのは自分のペースで自分の精一杯を尽くすことだと思いま
す。周りが忙しそうにしている中で、何もしていない時間を不安に感じることもあ
りました。私は特にこれといって、人に得意に話せるような活動をしてきた訳では
ありません。ですから、「明るく元気に！前向きに！」をモットーに、今までの経
験の中で一番自分らしいと言える事を相手にわかりやすく、魅力的に伝えるように
心掛けました。
　初めは不安なこと、わからないことたくさんあると思います。そんな時は自分の
殻に閉じこもるのではなく、行動を起こして下さい。就職指導課の方や先生方、私
たちの事を応援してくれる人達はたくさんいます。また、インターンシップや説明
会、選考会を通して出会った他大学の学生と交流を持ち、情報交換することで刺激
を受け、次に繋げていくことができます。苦しいことばかりではありません。新た
な出会いもあります。一歩踏み出してみて下さい。

国際ビジネス情報学科４年
長島　知美
内定先

静銀ビジネスクリエイト株式会社

　現在私は「女性の身体願望について」というテーマで研究を行っています。特に
現代では若年女性の痩せ願望が強く、間違えた知識が原因で健康を損ねる危険性が
あります。私は栄養士として少しでも多くの方に正しい栄養知識を知って欲しいと
思い、直接栄養指導ができるような職場を見つけるため就職活動を行いました。内
定先では女性の痩身サロンで栄養カウンセリングをする予定です。自分の想いが形
になろうとしているのでワクワクする反面、社会人になるという不安があることも
否めません。さて、私は就職活動において以下のことを大切に行いました。①【積
極的に情報収集】理想にできるだけ近づけたかったので、時には直接企業に電話を
するなどして情報収集は継続的に行いました。②【早く行動】将来”なりたい自分”
を思い描いたら、すぐ行動！　将来が漠然としている場合でも、行動するうちに徐々
に見えてくると思います。③【恐がらずに今の自分を見つめ直すこと】私は、これ
が1番大事なことだと思います。今の自分にできることできないことを明確にし、
やれることをやる。卑屈になることも自信過剰になることもなく、謙虚な気持ちを
心掛けて就職活動に取り組みました。就職活動＝不安と感じる方もいるかと思いま
すが、皆さんも毎日少しずつ進めてみて下さい。

専攻科食物栄養専攻２年
藤原　麗
内定先

株式会社 Make the Paradise・gelato body銀座店

　私は本学の女子駅伝部に所属しています。中学生の頃、競技での食生活の大切さ
を知り、食生活改善を行っているうちに漠然と「将来、栄養士になりたい」と思うよ
うになりました。就職活動を始めたのは昨年の12月頃。栄養士を目指している一般
的な学生さんに比べたら早いと思いましたが、 ９月に行われる全国駅伝の予選に向
けた練習が本格化してくる 7月頃には部活に打ち込みたいと思い、一足先に就職活
動を開始しました。私の双子の妹は看護学校に通っていて、人の命を助けることの
素晴らしさを私に話してくれます。その影響で「人の命を預かる食事」を作る管理
栄養士を目指したいと思いました。千葉県出身なので、就職活動もほとんど千葉県
で行いました。三島からの移動時間は往復 ６時間でしたが、その時間を利用して今
まで習った栄養士の基礎を何度も復習しました。さらに面接が何よりも大事と聞き、
春休みにヤングハローワークで何度も面接練習しました。その努力の結果、掴んだ
内定だと考えています。就職活動での努力次第で将来は大きく変わると思いました。

食物栄養学科２年
亀山　優美
内定先

医療法人IMSグループ

就職活動で頑張ったこと
　私が就職活動で一番力を入れたことは、「自己分析」です。大学入学時から、卒
業後は就職することを目標にしてきました。そのために、１年次の初めの頃から、
学内で行われる就活セミナーやインターンシップなどに積極的に参加しました。し
かし、就職活動を進める中で、私には就職するという最終目標はあっても具体的に
「どの業界」の「どの職種」に就きたいかという大切なことがはっきりしないまま
であると気づき、行き詰ってしまいました。そこで私は、「自分を知ることから始
めよう」と自分の長所や短所、今まで頑張ってきたことなどを様々な視点から見つ
め直しました。その結果、今まではっきりしなかった本当にやりたい、自分の良さ
が生かせそうな仕事を見つけることができました。
　「自分を知る」ということは、やりたいことを明確にするだけでなく、選考の中
でも、自分の強みをアピールするために大切なことだと思います。今は自己分析の
おかげで出会えた仕事に就けることに喜びを感じています。

商経学科２年
鈴木　菜央子

内定先
株式会社平安
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平成24年度主な内定企業一覧� INFORMAL DECISION ENTERPRISE
国際関係学部

漁業
日本水産㈱

建設業
積水ハウス㈱
清水建設㈱
大東建託㈱
㈱熊谷組
ライト工業㈱
㈱アーネストワン
㈱オンテックス
ミサワホーム東関東㈱
茨城セキスイハイム㈱
ミサワホーム四国㈱

製造業
㈱神戸屋
米久㈱
名古屋製酪㈱
第一屋製パン㈱
六甲バター㈱
㈱モンテール
㈱オンワード樫山
ジュングループ
㈱アンビデックス
文化堂印刷㈱
㈱資生堂
久光製薬㈱
ニチバン㈱
小松ウオール工業㈱
大和冷機工業㈱
㈱キッツ
シチズンファインテックミヨタ㈱
アズビル㈱
㈱アイエイアイ
富士重工業㈱
㈱村上開明堂
臼井国際産業㈱
ミヤコ自動車工業㈱
立川ブラインド工業㈱
田島ルーフィング㈱

情報通信業
ソフトバンクモバイル㈱
ヤマトシステム開発㈱
アットホーム㈱
㈱ＪＩＥＣ
日本サード・パーティ㈱
㈱ジェネス
㈱日本コンピュータコンサルタント
㈱アイテム

運輸業・郵便業
東日本旅客鉄道㈱
佐川急便㈱
日本通運㈱
東海旅客鉄道㈱
全日本空輸㈱
福山通運㈱
九州旅客鉄道㈱
佐川グローバルロジスティクス㈱
日本梱包運輸倉庫㈱
㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ
㈱阪急阪神エクスプレス
鈴與㈱
㈱ＡＩＲＤＯ
ＡＮＡ福岡空港㈱
全農物流㈱
アルピコ交通㈱
㈱スターフライヤー
㈱天野回漕店
アシアナ航空株式会社
東邦航空㈱

卸・小売業
ＹＫＫＡＰ㈱
㈱光通信
㈱ファイブ・フォックス
㈱サンエー・インターナショナル
㈱ＴＯＫＡＩホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク㈱
Ｐ＆Ｇマックスファクター合同会社
㈱クロスカンパニー
㈱ジェイアイエヌ
ディーゼルジャパン㈱
イギン㈱
丸文㈱
関東日本フード㈱
八洲電機㈱
日本ペプシコーラ販売㈱
㈱トリニティアーツ
第一実業㈱
㈱和光ケミカル
㈱モーダ・クレア
伊藤忠エネクス㈱
アイア㈱
㈱カクダイ
㈱ナガホリ
㈱ＴＨＩＮＫフィットネス
トーステ㈱
パナソニックメディコムネットワークス㈱
㈱静岡産業社
㈱池田理化

クオレ㈱
㈱大成
ＳＨＯ－ＢＩ㈱
㈱星医療酸器
遠藤科学㈱
㈱ＴＴＣ
㈱すみや電器
イオンリテール㈱
㈱セブン－イレブン・ジャパン
㈱ＬＩＸＩＬビバ
㈱ヨドバシカメラ
㈱富士薬品
ワタベウェディング㈱
㈱ユナイテッドアローズ
㈱ツルハ
㈱レッドバロン
日本調剤㈱
㈱ポイント
島村楽器㈱
㈱ノジマ
㈱ベイシア
ネッツトヨタ神奈川㈱
㈱ＣＦＳコーポレーション
㈱サンエー
㈱カーマ
㈱アーバンリサーチ
㈱コナカ
ブックオフコーポレーション㈱
㈱イービーエム
㈱やまと
中部ペプシコーラ販売㈱
㈱ロッテリア
㈱ホンダカーズ千葉
㈱ピーシーデポコーポレーション
明治屋産業㈱
㈱バルス
ダイアナ㈱
㈱マツヤ
トヨタカローラ福島㈱
㈱アカクラ
トヨタカローラ静岡㈱
㈱ホンダカーズ静岡西
㈱ヴィクトリア
まいばすけっと㈱
㈱綿半ホームエイド
ネッツトヨタ静浜㈱
㈱ユース
㈱ゴルフパートナー
㈱エーツー
㈱サンオータス
㈱天音
㈱アメリカ屋
日産プリンス山形販売㈱

金融・保険業
日本郵政グループ
野村證券㈱
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱
㈱静岡銀行
㈱七十七銀行
㈱ジャックス
㈱名古屋銀行
岡三証券㈱
ＳＭＢＣフレンド証券㈱
㈱筑波銀行
㈱東和銀行
茨城県信用組合
㈱親和銀行
水戸信用金庫
㈱清水銀行
三島信用金庫
福岡ひびき信用金庫
さがみ信用金庫
㈱静岡中央銀行
大垣信用金庫
藍澤證券㈱
沼津信用金庫
足利小山信用金庫
富士信用金庫
静岡県信用農業（協組連）
日本生命保険（相）
住友生命保険相互会社東京本社すみれい営業部
ほけんの窓口グループ㈱
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
共立㈱

不動産・物品賃貸業
㈱東急コミュニティー
東武ビルマネジメント㈱
積和不動産中部㈱
明和地所㈱
札幌駅総合開発㈱
㈱スズキビジネス
東急リロケーシヨン㈱
住友林業レジデンシャル㈱
大栄不動産㈱
㈱カナモト

学習研究・専門・技術サービス業
学術研究・専門・技術サービス業
㈱夢真ホールディングス
㈱フューチャーイン
㈱グリムス
㈱キョウエイアドインターナショナル
㈱エー・ピーカンパニー

宿泊・飲食サービス業
シダックス㈱
リゾートトラスト㈱
㈱モンテローザ
㈱ニッコクトラスト
㈱東横イン
㈱東急リゾートサービス
ルートインジャパン㈱
藤田観光㈱
㈱あきんどスシロー
㈱東京ヒューマニアエンタプライズ
㈱ヤマハリゾート
関西観光開発㈱
㈱芝パークホテル
㈱時之栖

生活関連サービス・娯楽業
㈱ダイナム
㈱エイチ・アイ・エス
ＴＢＣグループ㈱
クラブツーリズム㈱
名鉄観光サービス㈱
㈱ＡＢＣ
セントラルスポーツ㈱
静岡カントリークラブ
㈱ポピンズ
㈱ジョイパック
㈱ＪＴＢ中部
㈱ＪＴＢ関東
京王観光㈱
㈱ベストブライダル
㈱八芳園
㈱小田急トラベル
日拓リアルエステート㈱
㈱平安閣
㈱ロイヤルホール
㈱トラベルプラザインターナショナル

教育・学習支援業
愛知県教育委員会
茨城県教育委員会
㈻大垣日本大学学園
神奈川県教育委員会
静岡県教育委員会
㈻駿河台学園
千葉県教育委員会
㈻千葉明徳学園　千葉明徳高等学校
那珂市教育委員会
日本大学豊山女子中学校・高等学校
㈻武南学園　武南高等学校
宮崎日本大学中学校・高等学校
㈱ABC�Cooking�Studio
イッティージャパン㈱
㈱臨海セミナー
㈱アミティー
練成会グループ
㈱鈴鹿英数学院

医療・福祉
戸田中央医科グループ
国際医療福祉大学附属熱海病院
㈱保健科学研究所
（医）社団アールアンドオー
（社福）清和会
ミモザ㈱

複合サービス事業
日本郵便㈱
大分県農業㈿
福山市農業㈿
かながわ西湘農業㈿
厚木市農業㈿
十和田おいらせ農業㈿

その他のサービス業
綜合警備保障㈱
㈱トヨタエンタプライズ
新幹線メンテナンス東海㈱
㈱平山
スルガスタッフサービス㈱
ＮＥＣモバイリング㈱
㈱パソナ
㈱ＳＰＧホールマン

公務
防衛省　陸上自衛隊
愛知県瀬戸市役所
愛知県豊橋市役所
茨城県警察本部
江田島市消防本部
峡北広域行政事務組合
警察庁大分県警察本部
警察庁警視庁
静岡県警察本部
静岡県清水町役場
清水町消防本部
千葉県警察本部
東京都葛飾区役所
栃木県警察本部
長野県警察本部
常陸大宮市役所
松戸市消防局

短期大学部（三島）

製造業
㈱叶屋
熊澤酒造㈱
三州食品㈱
サンワフーズ㈱
㈱菜の花
富士産業㈱
こるどん㈱
住電装プラテック㈱

情報通信業
㈱ジェネス

運輸・郵便業
㈲キャリーカンパニー
沼津通運倉庫㈱

卸・小売業
アイ・ティー・シーネットワーク㈱
一色機材㈱
㈱マルタマフーズ
アニヴァーサリースイーツ　ハピネス
㈱クリエイティブ
㈱ジーンズショップオサダ
大雄㈱
東海三菱自動車販売㈱
日清医療食品㈱
㈱レクトン

不動産・物品賃貸業
㈱サトー

学習研究・専門・技術サービス業
税理士法人総合経営サービス

宿泊・飲食サービス業
㈱グリーンハウス
シダックス㈱
シダックスフードサービス㈱
スガキコシステムズ㈱
㈱セブン＆アイ・フードシステムズ
㈱セント・リングス
㈱東横イン
㈱時之栖
日本ゼネラルフード㈱
葉隠勇進㈱
㈲ビーナス
㈱ひしや三島プラザホテル
㈱富士サービス
㈱メフォス

生活関連サービス・娯楽業
㈱コナミスポーツ＆ライフ
清観光㈱
㈱マタハリー

教育・学習支援業
日本大学短期大学部三島校舎
㈱明光ネットワークジャパン
ＬＩＶＥ㈱

医療・福祉
あそうクリニック
小野歯科医院
（社福）恩賜財団静岡済生会総合病院
（医）社団　偕翔会
桑名眼科クリニック
一般財団法人　神山復生会　神山復生病院
小嶋デンタルクリニック
さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
（医）社団道仁会
㈱ヘルセ
むらまつ歯科医院
（医）財団百葉の会
米山歯科クリニック
（社福）きしろ社会事業会
（社福）共愛会
（社福）宏寿会
（社福）湖成会
（社福）山栄会
（社福）新生会
㈱セフティライフ
（社福）ユーカリ福祉会

複合サービス事業
あいら伊豆農業㈿
御殿場郵便局

その他のサービス業
㈱エイジス
ＮＥＣモバイリング㈱
合同会社　ＺＯＯＴ
㈱ソラスト
㈱ヒトビット
㈱ブラスト

公務
防衛省　陸上自衛隊
高知県警察本部
静岡県富士市役所


