校友センター作成2022/3/23
内容

創刊号(2008年3月発行)

2号(2008年9月発行)

表紙

「和英語林集成」図書館所蔵分

インブリー館

NEWS＆TOPICS
Monthly Information

発刊にあたって

新学長就任・ご挨拶にかえて

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

3号（2009年3月発行）

4号(2009年9月発行）

5号(2010年3月発行)

白金チャペル

「和英語林集成」手稿

チャペル内 新パイプオルガン

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

01:日本語辞書

02:日光金谷ホテル

03:義足

日本の農業に明日はあるのか？

よくわかるニッポン経済入門

少子化時代の生き方

裁判員の心得

・マイケル・J・プロンコ（文学部 准教授）

･ナギザデ・モハマド（国際学部教授）

・佐々木 百合（経済学部教授）

・柘植 あづみ（社会学部教授）

・鈴木 敏彦(法科大学院教授)

・小野正嗣（文学部 専任講師）

･柴田 有（国際学部教授）

・小野 譲司（経済学部准教授）

・野末 武義（心理学部准教授）

・永野 茂洋(教養教育センター教授)

・ 嶋田彩司（教養教育センター 教授)

・菅野 忠（法学部教授）

・渡部 純（法学部准教授）

・笹島 芳雄（経済学部教授）

・門間 貴志(文学部准教授)

・宮田加久子（社会学部 教授）

・工藤 祐直（元青森県南部町長）

・山口 敦雄（毎日新聞社）

・松田 妙子（NPO法人せたがや子育てネット)

「後輩の遅刻癖を諭す」

｢仕事に身がはいらないときには？」

「恋人と長続きしない」

「馬の合わない上司」

白洲 文平

高橋 是清

体育会の快進撃をお伝えします！

ヘボンの足跡
ヘボンの隣人
特集（SPECIAL ISSUE） ケータイと文学のLOVE？な関係

校友会インフォメーション ・What's？ 校友センター

・2007年校友の集い記念講演

落語でｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ
明学ＮＯＷ
卒業生かく語りき
偉人図鑑
People's Voice
社会に羽ばたく卒業生

NPO法人ぱれっと 所長 相馬宏昭（ソウマ ヒロアキ） 出張料理人 小暮剛（コグレ ツヨシ）

コンシェルジェ 角田陽子(スミダ ヨウコ)

(株)ミキモト社長 森田則行(モリタ ノリユキ)

作家 大田 治子(オオタ ハルコ）

働くこと自体が社会の一員として意味がある。人との
誰にでもおいしいフレンチを
繋がりを大切にしていきたい。

お客様の感動のためパーフェクトな仕事を

誰にどう思われようと、やりきることが大事

父・太宰治、母・静子と向き合った2年間

哲学を勉強する

千葉茂美「生き切って行く」

千葉茂美「いちばん大切なもの」

千葉茂美「人生の価値」

千葉茂美「大きな希望と夢を」

ニュースな言葉

公益通報者保護法

ジュンコ・アソシエーション

歌舞伎座

市民ランナー

ニュースな人

串岡 弘昭（クシオカ ヒロアキ）

トラン・コン・バオ

中村 種太郎(ナカムラ タネタロウ)

河野 真己(コウノ マキ)

公開講座/講演会

消費税法改正の行方

空腹のまま眠りにつく

遺伝子と社会 その関係性

人生と時

渡辺 充（法学部教授）

勝俣 誠（国際学部教授）

加藤 秀一（社会学部教授）

浅川 達人(社会学部教授)

・御茶ノ水 小川軒（東京都文京区）

･ブーランジェリー・カフェ「ビゴの店」（神奈川県川崎市）

・蕎麦 「神田まつや」（東京都千代田区)

・割烹旅館 「大和屋旅館」(千葉県茂原市)

・ベルギー料理「シェ・ミカワ」(東京都港区)

・和田龍酒造㈱（長野県上田市）

・和菓子 「宝月堂」（鳥取県鳥取市）

・ティーサロン 「HANAYA」（山口県宇部市）

・旅館「寿亭」(三重県三重郡)

・フランス料理「ブランシュネージュ」(北海道深川市)

Meigaku LINK-SHOPS
（卒業生の店）

KYな卒業生といわれないための

図書館利用NG事例集

数字でみる

ブランディングプロジェクト

同窓会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

ごあいさつ / 同窓会支部一覧

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

校友団体紹介

明治学院大学管弦楽団OB会「みき会」

ラグビー部OB会

二本榎マンドリン合奏団

明学小劇場OB会(かくべい会)

江友会(経済学部江口行雄ゼミOB/OG会)

明治学院大学ボランティア支援グッズ

オリジナルグッズカタログ

明学今昔

No.01 ヴォーリズ広場

No.02 正門付近

No.03 白金チャペル

No.04 旧本館前(現パレットゾーン白金）

No.05 旧健康相談室前広場

1975年、2008年

1977年、 2008年

1930年代、 2008年

1969年、2009年

1981年、2010年

「Do for Others」に続く道

ヘボン博士誕生の地ミルトンを訪ねて：前編

ヘボン博士誕生の地ミルトンを訪ねて：後編

最新講義レポート

白金チャペルの新パイプオルガン

明治学院大学校友会規則

OB/OG会NG事例集

コンサートNG集

「授業ってなんだ？ワークショップ型授業で考える」 教育発達学科開設

その他

1 ページ

校友センター作成2022/3/23

内容

6号(2010年9月発行)

7号(2011年3月発行)

8号(2011年9月)

9号(2012年3月)

10号(2012年9月)

表紙

記念館１階 小チャペル内部

白金チャペル扉

ヘボンの足跡

04：聖書の翻訳

05：目薬

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

地方から日本再生を考える

震災後に問い直す 情報社会の歩き方

・石原 俊(社会学部准教授)

・川上 和久(法学部教授)

・長谷川 一(文学部准教授）

・田中 知恵(心理学部准教授)

・服部圭郎(経済学部教授）

・渡辺 雅子(社会学部教授)

・江川 雅司(経済学部教授)

・宮田 加久子(社会学部教授)

・明石 留美子(社会学部准教授)

・原武史(国際学部教授）

・中井 あづみ(心理学部准教授)

・岩永 真治(社会学部教授)

・尾関 謙一郎(法学部客員教授)

・野沢 慎司(社会学部教授)

現役学生の住まいを訪問

・猪瀬 浩平(教養教育センター准教授)

・竹尾 茂樹(国際学部教授)

・河村 寛治(法科大学院教授)

Do For Smile！

学長×在学生

副学長×留学経験者

学生部長×体育系部員 対談

副学長×教育発達学科 学生

「学長と語る。これからの明学ってどうなるの？」

「留学してみて、どうでしたか？」

「頑張っています！明学のスポーツ」

「先生を目指して頑張っています」

明学NOW01：学科

明学NOW02： 男女比

記念館

横浜チャペル

横浜校舎C館前

06：気象記録

07:海水浴

大学と校友会の半年間を振り返ります

大学と校友会の半年間を振り返ります

ヘボンの隣人
Monthly Information

特集（SPECIAL ISSUE） 不安時代の処方箋

対談

明学ＮＯＷ
卒業生、かく語りき

新しい”つながり”考

「住む」を考える

佐々木 邦

藤原 義江

賀川 豊彦、平林 武雄

耕 冶人

松本 亨

哲学を勉強する

千葉茂美「人生の不思議をのりこえて」

千葉茂美「人生を楽しむ」

千葉茂美「突きぬけよ」

千葉茂美「未来をはぐくむヒューマニズム」

千葉茂美「生きる意味」

ニュースな言葉

パン屋再襲撃

（明学回想録：明学野球秘話）

岸田国士戯曲賞

外国人労働者

ボーン･上田記念国際記者賞

ニュースな人

望月 京(モチヅキ ミサト)

加藤 貴大(カトウ タカヒロ)

松井 周(マツイ シュウ)

坂本 久海子（サカモト クミコ）

奥寺 淳(オクデラ アツシ)

落語でｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ

「お金がなかなか貯まらない」

「新しい環境に馴染めるか不安」

「人を慰めるのが苦手」

Meigaku LINK-SHOPS
（卒業生の店）

･アンティーク雑貨「attic」(東京都世田谷区)

・コーヒーショップ「SLOW COFFEE」(千葉県松戸市)

・温泉旅館 「立花」(静岡県熱海市)

・食器工房「2020製陶所」(埼玉県日高市)

・和食器「上原うつわや」(東京都渋谷区)

・ウェブショップ「TetotE」

・和菓子「大坂家」(東京都港区)

・洋菓子店「苺屋」(東京都荒川区)

脚本家 福田 靖(フクダ ヤスシ)

(株)沖縄タイムス社長 豊平 良孝(トヨヒラ ヨシタカ) 映画監督 井手 洋子(イデ ヨウコ)

落語家 柳家 権太楼(ヤナギヤ ゴンタロウ)

英語学者 大杉 正明(オオスギ マサアキ)

新しい坂本龍馬を生み出した脚本家

人に、仕事に誠実であれ

寄席で芸と真摯に向き合う人気落語家

英語の豊かな魅力を伝える英語学者

家族法の行方

歴史と現在ー文明の転換

五感を使ってワインを愉しむ

高橋 朋子(法科大学院教授）

高橋 源一郎（国際学部教授）、中沢新一

須藤 海芳子(卒業生)

偉人図鑑

People's Voice
社会に羽ばたく卒業生

誌面再録・公開講座

･うなぎ どぜう日本料理「竹亭」
(宮城県仙台市)
･ライフスタイルショップ「b Prese」
(福島県会津若松市)

社会問題ではなく生きる人の姿を描きたい

Webサイトで知る・学ぶ 明治学院の「いま」と「むかし」
同窓会インフォメーション 同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

校友会インフォメーション 校友会が連携するキャリア支援 他

若手OBOG有志による就職活動支援 他

明治学院創立150周年に向けて 他

校友センターからのお願い 他

校友センターの施設利用について 他

明学今昔

No.06 横浜キャンパスC館前広場

No.07 ヴォーリズ広場

No.08 学生食堂

No.09 記念館前広場

No.10 ヴォーリス広場

1986年、 2010年

1968年、 2010年

1980年、 2011年

1978年、2011年

1988年､2012年

校友団体紹介

應援團OB会

英語クラブ

社会学・社会福祉学会(社会学部学内学会)

千葉茂美哲学研究室OB会

明治学院大学不動産白金会

その他

創立150周年記念｢ヨミダスで辿る明治学院の歴史」 大学と社会をつなぐMG GOODS

東日本大震災にかかわるお見舞い

学長・校友会会長ご挨拶

明治学院創立150周年記念事業

東日本大震災「Do for Smile @東日本」プロジェクト

法科大学院2013年度募集停止について

2 ページ

校友センター作成2022/3/23
内容

11号(2013年3月)

12号(2013年9月)

13号(2014年3月)

14号(2014年9月)

表紙

白金校舎13号館

白金校舎ヘボン博士胸像

パレットゾーン白金２階

白金校舎 歴史的建造物

ヘボンの足跡

08：医療の精神

09：生麦事件とヘボン

10：白河ハリストス正教会

11：横浜指路教会

ヘボンの隣人

15号(2015年3月)
記念館の階段

1．三代目 澤村田之助

特集（SPECIAL ISSUE） 隣国 ー近くて遠い日中韓ー

いまに生きる“Do For Others”

「新しい日本」のための東京オリンピック考

新しい仕事の就き方

What's cool about Japan？

・鄭栄桓(教養教育センター専任講師)

・大西晴樹（明治学院学院長）

・岩永 真治(社会学部教授)

・笹島 芳雄(名誉教授)

・マイケル・プロンコ（文学部教授）

・孫占坤(国際学部教授）

・北川一明（明治学院学院牧師）

・大木 昌(国際学部教授)

・村井 良啓、小口 広太(卒業生)

・古川柳子（文学部教授）

・"Do For Others"を体験するー1day

・亀ヶ谷 純一(教養教育センター教授)

・原田 勝広(教養教育センター教授)

・重松 理（卒業生）

～1Day For Others密着リポート～

対談

教員×国際キャリア学科学生

”Do Foｒ Others”と僕達の時代

顧問×主将×コーチ

学長×経済人OB

法学+経営学「法と経営学研究科」新設！

「世界を舞台に活躍できる”国際人”をめざして」

・黒川鍾信(作家) × 中村邦彦(元五輪選手)

ラグビー部 関東大学対抗戦 Aグループ昇格！

ヘボン経済人会 発足！

法と経営に精通したリーダーを育てる。

明学NOW03：出身地

明学NOW04：白金通信

・高見沢俊彦(ミュージシャン) × 富山英俊(教授)
・松井周(劇作家) × 柳家小せん(落語家)

落語でｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ
明学ＮＯＷ
卒業生かく語りき

井深梶之助

植村正久

沖野岩三郎

河野安通志

偉人図鑑
社会に羽ばたく明学生

Meigaku LINK-SHOPS
（卒業生の店）

File1： 島崎藤村
赤堀 龍秀(アカボリ タツヒデ)
塩山 瑛大(シオヤマ アキヒロ)

日本赤十字社 堀 乙彦(ホリ オトヒコ)

建築家 田辺 雄之(タナベ ユウジ)

テレビディレクター 川崎彰子（カワサキ アキコ）

日本のトップに挑む若きラガーマン

世界を舞台に日本赤十字社で活躍

建物の在り方を探求し、「人の暮らし」をつくる

撮ることを通じて、一瞬一瞬、人と向き合う

・リストランテ「Bevitrice」(東京都渋谷区)

・民宿 「かざぐるま」（福島県南相馬市)

・ペンション「小本ペンション」(長野県下高井郡)

哲学を勉強する

千葉茂美「哲学(学問)の精神」

ニュースな言葉

・ 蔵元「田邊酒造」（福井県吉田郡）
・旅館 「黒川温泉 夢龍胆」（熊本県阿蘇郡）

千葉茂美「今日という日を摘み取れ」

千葉茂美「汝自身を知れ」

千葉茂美「ニーチェの運命愛が意味するもの」

GSRプロジェクト

難病対策

テレビ報道の未来

難民高校生

ニュースな人

明治学院大学GSR研究会

大野更紗

橋本奈穂子

仁藤夢乃

誌面再録・公開講座

公開講座「原発危機の分断を越えて」

21世紀型福祉社会への途

震災の後で

フランス食文化講座

遺伝子組み換え作物と私たちの生活

白川徹(日本国際ボランティアセンター）

和気康太（社会学部教授）、武川 正吾

高橋源一郎（国際学部教授）、川上未映子

藤森二郎(卒業生)

安田節子

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

校友会インフォメーション 会報誌の海外発送について 他

会報誌の海外発送について 他

校友の集い、各地校友会のお知らせ 他

卒業生の住所確認調査、校友の集いのお知らせ

2015年度校友会行事のお知らせ 他

明学今昔

No.11 掲示板

No.12 図書館

No.13 ヘボンフィールド

No.15 ベールシバ

No.16 グリーンホール

1964年、2013年

1966年､2013年

1994年、2014年

1973年、2014年

1975年、2015年

グリークラブOB・OG会（せせらぎ会）

ヘボン塾講座有志の会

同窓会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

校友団体紹介

留学生支援校友プロジェクト

その他

明治学院創立150周年行事一覧

千葉茂美「他者への貢献が意味するもの」

・フランス料理「れすとらん さいとう」
(神奈川県横浜市)
・パーティ人材紹介「渋谷ローヤルサービス」
（東京都目黒区）

日本赤十字社 明治学院大学 共同宣言

150周年を迎えて

150周年を祝う声、記念行事活動報告

150周年を祝う名誉教授の声
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(No.14は欠番）

MG NEWS：ヤギによる除草システム

校友センター作成2022/3/23
内容

16号(2015年9月)

17号(2016年3月)

18号(2016年9月)

表紙

横浜図書館

ヴォーリズ広場

夕暮れのチャペル前

ヘボンの隣人

2．クララ・ヘボン

3．ウィリアム・エリオット・グリフィス

4．岸田吟香

ニュースな言葉×明学人

19号(2017年3月)
国道から見上げた記念館の桜

横浜キャンパス/紅葉したイチョウの木

・アメリカ大統領選×アメリカ政治学
（冨田晃正 法学部助教）
・熊本地震×ボランティアセンター
（市川享子 ボランティアコーディネーター）
・在宅介護×高齢者福祉論
（岡本多喜子 社会学部教授）

・TOKYO2020×ＭＧプロジェクト実行委員会
（亀ヶ谷純一 教養教育センター教授）
・就職支援協定×キャリアセンター
（佐藤 純 キャリアセンター次長）
・ラグビートップリーグ×明学ラグビー部OB
（上原哲）
・エンターテインメント×ダイバーシティー
（溝口彰子 文学部非常勤講師）

・ぎょらにゃン×服部圭郎ゼミナール

特集

対談・インタビュー

20号(2017年9月)

安保法制が変える、日本の未来

地域ブランディングが日本を変える！

今、日本に求められる「スポーツリテラシー」

結婚って、本当にしあわせ？

“食べる”を考えよう

・宮地基（法学部教授）
・孫占坤（国際学部教授）
・川上和久（法学部教授）

・亀ヶ谷純一（教養教育センター教授）
・小日向藍菜（世界空手連盟事務総長秘書）
・横谷亮（サッカージュニアユースコーチ）

・鬼頭美江（社会学部専任講師）
・野末武義（心理学部教授）
・マイケル・プロンコ（文学部教授）
・和田道雄（明治学院牧師）

・小暮剛（出張料理人・料理研究家）
・林祥平（経済学部専任講師）
・安井大輔（社会学部専任講師）
・植木献（教養教育センター准教授）

図書館長×学生

・トマス・パラモア・ギル（国際学部教授）
・長谷川一（文学部教授）
・馬場康行（兼六園観光協会理事長）
・服部圭郎（経済学部教授）
副学長×ボランティア学生

横浜図書館、リニューアル！

東日本大震災復興支援 吉里吉里カルタを制作！ 体育会執行部

ヤギと学生の8か月

毎日が国際交流！？ 学生寮MISH

ムラサキスポーツ 会長 金山良雄

「モルソー」オーナーシェフ 秋元さくら

「もっと時間を有効活用したい」編
・マッサージ＆リラクゼーション「蓮の華Rela」
（埼玉県新座市）

「野球で地域を活性化させたい」編

明学ＮＯＷ

明学スポーツを盛り上げる！！

明学NOW05：国際交流

MG REPORT Now!
落語でｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ
明学ＮＯＷ
卒業生かく語りき
偉人図鑑

File2：THE ALFEE

File3：コーネリアス・飯田

File4：高橋是清

羽ばたく明学生

ベルリン自由大学哲学博士 福澤啓臣

コンサート演出家 市川訓由

日本サッカー協会 国際部部長 平井徹

ドイツから震災後の日本を支援

若者お悩み相談室
卒業生の店

・ しらす創り 「山利」（和歌山県和歌山市）

・丸共味噌醤油醸造場（高知県須崎市）

・木曽漆器製造・販売「よし彦」（長野県木曽郡）

・ガラス製品製作・販売「白石ガラス工房」
（山梨県大月市）

・生花店「サジテール」（東京都港区）
・餃子屋「和味餃子」（東京都渋谷区）

・キッチンツール・各種食材
「COOK&DINE HAYAMA」（神奈川県三浦郡）
・オーダーメイド靴店・靴教室「hosoiri works」
（東京都目黒区）

ニュースな言葉

盲ろう者と支援

ニュースな人

荒 美有紀

誌面再録・

アン・兼子 上映とトーク

講演会/課外講座

斉藤綾子（文学部教授）、アン・兼子 （映画作家）

同窓会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

同窓会インフォメーション

校友会インフォメーション 各地校友会開催予定、校友の集いのお知らせ

明学今昔
No.17 通学風景 1990年、2015年
校友団体紹介
ワンダーフォーゲル部OB会
卒業後の大学利用術
明学百科
pick up culture
その他
「白金の丘奨学金」のご案内
ヘボンフィールドでの公式戦/箱根駅伝予選会

・銭湯文化×ペンキ絵師（田中みずき）

・井出訓×「超高齢社会」

心理学から見た性のダイバーシティ

白金ヨガ講座

化粧のちから

女性に役立つ 超簡単護身術講座

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

卒業生就職支援室、校友会行事のお知らせ
No.18 記念館 1964年、2013年
白金フィルハーモニー管弦楽団

卒業後の大学利用術
No.19 クララ・ラウンジ 2014年、2016年
落語研究会OB会

No.20 硬式野球部 1894年、2017年

No.21 食堂前 1989年、2017年

卒業後も使える！図書館のススメ編 他
双子のヘボン像
ハヤシライス×早矢仕有的

卒業後に使える！宿泊施設割引のススメ編 他
学食、激混み
平成ウルトラマン三部作

Mgmemory：母校で厳かな結婚しきを

学長・校友会会長 ご挨拶
明治学院礼拝堂献堂100周年対談
Mgmemory：母校で厳かな結婚しきを

4 ページ

校友センター作成2022/3/23
内容
表紙

21号(2018年3月)
横浜校舎正門からの新緑の並木道

ニュースな言葉×明学人 ・国際理解×法律学

22号(2018年9月)
白金チャペル（礼拝堂）

23号（2019年3月）
白金キャンパス ＰＺ インナー広場「さん・サン」

24号（2019年9月）
横浜キャンパス 遠望橋の風景

・多文化共生×内なる国際化プロジェクト

・箱根駅伝×陸上競技部（長距離ブロック）

・「白金通信」が500号を発刊

・プロ野球×明学野球部OB

・2020年度より法曹コースがスタート

・日本橋周辺の老舗企業×留学生ＰＲ動画プロジェ
・貧困支援×グラミン日本
クト
・少林寺拳法世界大会×少林寺拳法部

・地域貢献×漫画研修会UCA

25号（2020年3月）
白金キャンパス ヴォーリズ広場

・明学初のJリーガーが活躍中

あの場所、あの風景

あの謎のモニュメントが気になって……

MG NEWS & TOPICS

・昇格ラッシュに歓喜！（体育会クラブ）
・アカペラ大会の決勝に進出！（Musik Spiel）
・科研費の新規採択率で2位

特集

新しい“働き方”を考えよう。

社会人のための教養のすすめ

”友だち”って何？

・学生編集員5名

・扉

・齋藤 隆志（経済学部経済学科）

・文学 本田 まりえ（文学部准教授）

・柏村 美生（株式会社リクルートスタッフィング）

・化学 福山 勝也（教養教育センター准教授）

・友だちの変化 卒業生座談会
平田美帆（2010年国際経営学科卒）
茂木里穂（2017年国際学科卒）
中岡慎介（2009年心理学科卒）
依田サラ舞香（2017年国際学科卒）

・大和 陽子（株式会社Act, and A)

・歴史 戸谷 浩（国際学部教授）

永野 茂洋（教養教育センター教授）

大人が支える「子育て」の未来
・子育てに関する、社会が抱える課題とは？
松原 康雄（社会学部教授）
・子どもたちの「ことば」と、
コミュニケーション能力の育み方
中村 敦雄（心理学部教授）

・友だち×距離感
鬼頭 美江（社会学部専任講師）
・友だち×コミュニケーション
宮本 聡介（心理学部教授）
・友だち×映画作品
ローランド・ドメーニグ（文学部准教授）
・友だち×道徳
播本 秀史（文学部教授）

・子どもの成長を支える
”ワーク・ライフ・バランス”とは？
明石 留美子（社会学部教授）

密着！ラクロス部女子合宿

管弦楽団 第92回定期演奏会舞台裏に密着！

創部70周年 体育会バスケ部のいまを追う！

・株式会社 小坂酒造場（岐阜県美濃市）

・ラーメン店 渡なべ（東京都新宿区）
・茶専門店おづつみ園 春日部西口ふじ通り店
（埼玉県春日部市）

・菓匠 小樽新倉屋（北海道小樽市）
・セレクトショップ マジェルカ（東京都武蔵野市）

・宗教 大川 玲子（国際学部教授）
・芸術 齊藤 栄一（文学部教授）
・経済 大平 浩二（経済学部教授）

課外活動 zoooom up

いま、考えたい「お金」のこと。
・将来の「お金」を考える上で知っておくべきこと
は？
岡 伸一（社会学部 教授）
・将来のために「お金」を管理して貯めていくに
は？
・「お金」はどうやって増やしていけばいい？
田島恭子(大樹生命保険/1987年社会学科卒)
・イマドキの若者たちの消費傾向とは？
（在学生の研究レポート）
赤松直樹（経済学部 専任講師）
[赤松直樹ゼミナール]
名塚愛実、中村世奈、松藤珠希、芝﨑由衣
堀内葉月、市川由依菜、佐藤夏海、福本一葉
ＭＧオリンピック・パラリンピックプロジェクト実行委員会

MG REPORT Now!

ＭＧハロードックに密着！

若者お悩み相談室

「観る人にたくさんの夢と希望を与えたい」編

卒業生の店

・レストラン「ケルン」（東京都港区）
・セブ島リゾートホテルCasa Blanca by the sea
（フィリピン・オランゴ島）

がんばれ！若者奮闘記
気になるお悩み
明学賢者が答えます！

･懐石・会席料理 光石 南青山（東京都港区）

・やなのうなぎ 観光荘（長野県岡谷市）
・PEOPLE BOOKSTORE（茨城県つくば市）

大好きな地元・群馬のために貢献していきたい! 編
会社の飲み会って、参加しなきゃだめですか？
・鈴木 おさむ（放送作家/文学部 非常勤講師）
・守屋 実（経営コンサルタント）
・宮本 聡介（心理学部 教授）
アインシュタインとカーナビ/太田和俊（法学部教授）

社会人のためのMG授業訪問

組織行動論/林 祥平（経済学部准教授）

ワイン法/蛯原健介（法学部教授）
ｉｎ 横浜キャンパス
・大城菜津美（シンガポール航空）
・金橋直也（ANA成田エアポートサービス）

MGダイバーシティコレクション

つながる明学生
課外講座
同窓会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
社会に羽ばたく明学生
明学今昔
明学さんぽ
卒業後の大学利用術

ＪＩＣＡ横浜訪問プログラム
同窓会インフォメーション
音楽プロデューサー カルロスＫ
No.22 横浜図書館 1989年、2017年
卒業生就職支援室のススメ

いま、あの先生に逢いたい

明学生のいまを知る。
明学百科
＃【登山、下山】
pick up culture
たまごかけご飯
文系の人のための
教養かがく講座

同窓会インフォメーション
マルマン社長 井口栄一
No.23 銀杏（白金） 1989年、2018年

同窓会インフォメーション
セブン-イレブン・ジャパン社長 古屋一樹
No.24 ファッション 1977年、2019年

卒業生も参加できる！クリスマスイベントのススメ編 明学ゆかりの“イイモノ”を買いたい！
明治学院大学名誉教授 勝俣 誠
「モデル」 草地稜之
「カラオケ王」 小豆澤 英輝
＃【ザイザイ】

「炭水化物」はなぜ「炭水化物」というのか
福山 勝也（教養教育センター教授）

その他

同窓会インフォメーション
プロバックギャモンプレイヤー 矢澤 亜希子
No.25 白金キャンパス付近 1964年、2019年
明学で”クリスマス”を祝いたい！
明治学院大学名誉教授 巖谷 國士
「ダンサー」 川野 詠千

「熟成」と「うまみ」のはなし
福山 勝也（教養教育センター教授）
プラチナカレッジ
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同窓会インフォメーション
ＰａｙＰａｙ㈱ 代表取締役社長 中山一郎
No.26 電話機 1963年、2020年
横浜キャンパス再訪編
明治学院プラチナカレッジ ほか

缶コーヒーのはなし
福山 勝也（教養教育センター教授）

校友センター作成2022/3/23
内容
26号(2020年9月)
表紙
横浜キャンパス ヘボンフィールド
あの場所、あの風景。 図書館のメッセージが教えてくれたこと。

27号(2021年3月)
白金キャンパス 正門からの風景

28号(2021年9月)
横浜キャンパス 5号館のクララ・ラウンジの風景

29号（2022年3月）
白金キャンパス 7号館(ヘボン館)前の風景

夕刻の空に浮かび上がる富士山のシルエット

ひとつの大きな教室に集まって、共に学んだ日々

もう一度、あのチキン竜田丼が食べたい。

・「戸塚まつり」をオンラインで開催
・コロナ禍に伴う学生への支援を継続
・持続型社会に貢献する教養教育プログラム

・1年半遅れの入学式を開催
・バスケ部女子 2部Bブロックに昇格決定！
・井深梶之介の功績をまとめた小冊子を発行

MG NEWS & TOPICS ・新型コロナウイルス禍に対応 学生に支援金を支給 ・「白金祭2020」をオンラインで開催
・2020年度のオンライン授業の取り組み

文系の人のための
教養かがく講座

「ボンベ」の色と中身
福山 勝也（教養教育センター教授）

引火と発火
福山 勝也（教養教育センター教授）

特集

ウィズコロナの今を前向きに変える！
デジタル時代を生きるヒント。

こころを整えることから、はじめよう。
村上 雅昭（社会学部 教授）
・こころを整えるセルフマネジメントの基本。
曽根 英恵
（2010年心理学科卒）
（2012年心理学専攻 博士前期課程修了）

・”デジタル化”で仕事や暮らしはどう変わった？
小原大治（2012年法律学科卒）
植田泰弘（2020年経済学科卒）
中道あすか（2006年経営学科卒）
吉原二郎（1996年法律学科卒）

・マインドフルネスでこころと向き合う。
三木 康司（1992年国際学科卒）

・デジタル時代に重要なのは「本当に大切なこと」の
・香りで叶える、こころの切り替え。
見極め。
亀井 久乃（1989年法律学科卒）
大久保 遼（社会学部 准教授）

オンライン座談会
明学生たち、
今どうしてる？

・わたしの国のメンタルヘルス事情
・認知心理学の先生が教えるスマホと自分の”ちょう Prajakta KHARE
どいい”関係
（国際学部 准教授）
金城 光（心理学部 教授）
Alexander VESEY
（国際学部 准教授）
・リアルとバーチャルが重なり合う世界がすぐそこ
に！
犬飼 佳吾（経済学部 准教授）
・野口 由芽（芸術学科4年）
・中根 崚（社会福祉学科3年）
・平田 真一（国際経営学科2年）
・佐藤 里桜（フランス文学科1年）

※福山先生は2021年度研究サバティカルのため第 ※福山先生は2021年度研究サバティカルのため第
28号・第29号は休載いたします。
28号・第29号は休載いたします。
明学的たのしいアート

一歩踏み出す春にしよう。

・日本美術はたのしい！：自分の目で「好き！」を探
・新しい居場所づくり、はじめよう。
そう
坂口 緑（社会学部 教授）
山下 裕二（文学部 教授）
・音楽はたのしい！：興味の連鎖で世界が広がる
岡部 真一郎（文学部 教授）

・社会に貢献するシェアリングのススメ。
大竹 光寿（経済学部 准教授）

・映画はたのしい！：「こころに効く映画」のススメ
斉藤 綾子（文学部 教授）

・脳まで鍛えるエクササイズ。
亀ヶ谷 純一（教養教育センター 教授）

・写真はたのしい！：プロが教える写真術
河野 鉄平（1999年社会福祉学科卒）

・春からはじめる自由な朝ごはん。
大塚 瞳（2005年フランス文学科卒）

・建築はたのしい！：インブリー館のここがアート！
小杉 義信（歴史資料館）
・アートと教育：アート思考を身につけよう
手塚 千尋（心理学部 専任講師）

新歓オリエンテーション
クラブ・サークルの活動状況
・オリエンテーション実行協議会
・アメリカンフットボール部 SAINTS
・演劇研究部
・チアリーディング部 SCARLETS
・山水会
・手話サークル ぽっけ

課外活動 zoooom up

・「明学らしく」生きていくということ。
飯塚 順一（非常勤講師）
助川 哲也（国際学部 教授）

校友会設立15周年記
念特別企画
あなたにとっての「明
学らしさ」って？

・自分らしさが「明学らしさ」につながる。
柘植 あづみ（副学長/校友会副会長）

気になるお悩み
3年以内に結婚したい。
明学賢者が答えます！ 何から始めるべきでしょうか？

家事分担、うまくいくコツは？

新しい趣味、どうやって見つける？

親との距離感、どれくらいがちょうどいい？

・北川 善也（明治学院 学院牧師）

・守屋 実（1992年商学科卒）

・守屋 実（1992年商学科卒）

・八木 貴弘（2009年政治学科卒）

・鈴木 おさむ（放送作家/文学部 非常勤講師）

・鈴木 おさむ（放送作家/文学部 非常勤講師）

・鈴木 おさむ（放送作家/文学部 非常勤講師）

・鈴木 おさむ（放送作家/文学部 非常勤講師）

・鬼頭 美江（社会学部 准教授）

・米澤 旦（社会学部 准教授）

・富山 英俊（文学部 教授）

・野沢 慎司（社会学部 教授）

社会に羽ばたく明学生 古谷 徹 （声優 / ナレーター）

茂木 欣一（東京スカパラダイスオーケストラ）

篠原 ゆき子 （俳優）

吉澤 智子（脚本家）

明学今昔
明学今昔SPECIAL

No.28 セベレンス館 1980年、2020年

No.29 品川駅 1965年、2021年

Ｎｏ．30 ヴォーリズ広場・青年像 1983年、2021年

・白木 朋子（認定NPO法人ACE）

・髙澤 愛香（株式会社アユート）

・政井孝夫（株式会社TORIHADA）

・小池 俊（税理士法人・山田＆パートナーズ）
・菅沼 亮 （三井住友銀行）
・並木 友孝（三井住友銀行）

・杉山 綾香（認定NPO法人ACE）

・岩野 沙都子（株式会社スタッフサービス）

・懐石 仕出し りんと（東京都立川市）

・割烹・とんかつ ひろせ（東京都品川区）

・KEY MEMORY（神奈川県鎌倉市）

・清輝楼（京都府宮津市）

・宮﨑製作所（新潟県燕市）

・ジャグスポーツ！（群馬県みなかみ町）

・芝神明榮太樓（東京都港区）

・モダン亭太陽軒（埼玉県川越市）

高輪新ルート 史跡めぐり編

つながる明学生
卒業生の店

明学さんぽ

No.27 白金祭 1979年、2019年
[80's] 旧健康相談室前広場（白金） 1981年
図書館（横浜）、学生食堂（横浜） 1989年
[70's] ベールシバ（白金） 1973年
ファッション（白金） 1977年
[60's] 明治学院記念館（白金） 1964年
旧本館前（現パレットゾーン白金） 1969年
・大社 武（株式会社TORIHADA）

五感で楽しむ 目黒ルート編

親子で歩ける 品川ルート編

史跡をめぐる 戸塚ルート編

名誉教授が今、
あなたに伝えたいこと。
あの先生に逢いたい。

明治学院大学 名誉教授 高橋 源一郎

明治学院大学 名誉教授 河合 克義

明治学院大学 名誉教授 樋口 隆一

卒業後の大学利用術 明治学院のクリスマス ほか

明治学院プラチナカレッジ ほか

明治学院プラチナカレッジ ほか

明治学院プラチナカレッジ ほか

同窓会ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

同窓会インフォメーション

明学ストリート／支部紹介

その他

学長・校友会会長 ご挨拶
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