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※平成 30 年 7 月から 8 月にかけての青桐会全国支部総会で 

会員様よりいただいた大学への質問・要望に対する回答を 
いただきました。  
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【就職関連】 
１．ダブルスクールの公務員試験対策講座を板橋キャンパスで受講していますが、寮が高

坂なので東松山キャンパスでも同様の講座の開講を希望します。公務員コースを選択

するのは、3年生からでも大丈夫なのでしょうか。 

 

【回答】3 年生から板橋キャンパスに通学する学部生が多いことから、板橋キャンパスで

の開講としております。東松山キャンパスでの開講は開講人数に満たないことが

予想されますので、申し訳ございませんが、現在のところ実現は難しい状況です。 

なお、本学では、2 本の講座を運営しております。 

① 『ダブルスクール講座』：国家一般、県庁等を目指す方向け    

② 『学内公務員講座』：公安系、市役所（一部）等を目指す方向け 

勉強する科目の範囲により、コースを分けさせて頂いております。 

また、1・2 年生を対象とした『公務員試験入門講座』を東松山キャンパスでも開

講しておりますので、低年次からの勉強も可能です。 

試験対策の開始は早い時期に越したことはありませんが、3 年生以降に筆記試験

対策を開始して合格される方は、毎年一定数いらっしゃいます。板橋・東松山両キ

ャンパスに公務員専門のアドバイザーを配置しております。勉強方法等の相談を

することができますので、ご利用ください。 

 

２．就職活動では一般企業と公務員を併用して希望をするのは難しいですが、その場合ど

うしたらよいでしょうか。 

 

【回答】キャリアセンターでは専門のキャリアアドバイザーが常駐しておりますので、ポ

イントや時期について相談することができます。キャリアセンターにおいてある

『就職活動結果報告書』には、先輩方が実践した併願の方法等が記載されている

報告書もありますので、参考にすることもできます。 

     なお、『就職活動結果報告書』は毎年度作成しており、平成 30 年度版は、公務

員 63 団体掲載されています。 

     また、平成 30 年度版より、キャリア支援システム「求人検索ナビ」でも閲覧す

ることができます。 

 

３．インターンシップは必須科目になっていますか。企業側からすると相互理解を入社前 

に深めることで、業界・企業をより良く選択できる機会が増えると考えられます。 

インターンシップの時期や内容、募集先企業等、どのように探したらよいでしょうか。

また、3年生の夏に行うインターンシップにはどれくらいの学生が参加しているのでし

ょうか。 

 

【回答】正課授業のインターンシップは、英語学科、政治学科（法律学科生履修可能）、 

経営学科、環境創造学科に、専門教育科目の選択科目として開講しています。 

インターンシップの時期は、企業によって多少異なりますが、夏季休暇期間、 
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春季休暇期間（特に２月）に多くの企業が実施しています。 

     また、夏季休暇期間に 5～10 日間、2 月に 1Day で実施する企業もあります。 

全体的には 1Day で実施するインターンシップが非常に多いです。探し方は、 

就職ナビサイトを通して申込む、興味のある企業のホームページでインターン 

シップの情報を確認する、あるいは大学に届いているインターンシップの案内 

をインターンシップ専用掲示板で確認して申込む方法があります。 

今年度の 3 年生が、夏季休暇期間中にインターンシップに参加した割合は、 

学生アンケートによると 50.4％の学生が、届出数によると 17.6％の学生がイン

ターンシプに参加しています。 

 インターンシップは、業界・企業・職種研究に繋がり、インターネットで企業

のホームページからでは得ることにできない情報を入手できるなど、業界の志望

理由が明確になり、就職活動の準備にもなりますので、参加できる環境であれば、

積極的に参加することをお勧めます。 

 

４．運動部に所属していますが、Ｕターン就職を希望しています。公務員試験を目指す場

合、練習ができなくなるような話をしていました。時間的な問題でしょうか。 

 

【回答】運動部の学生が、公務員試験に合格した例は多くあります。合格した学生（卒業

生）に、どのような取り組みをしたかを聞いていますが、練習が終わってから、

あるいは練習がない日に筆記試験対策をしたとのことです。時間を有効に使うこ

とが大切と思います。 

 

５．運動部の練習が全体活動なので、就職セミナーへ参加できないのが心配です。地元企

業の説明会にも参加させたいと考えていますが、練習等を抜けて参加することは可能

なのでしょうか。また、社会人でも同じスポーツを続けることを希望する学生も多い

と思いますがどのように就職活動をするのか、一つのモデルを示していただけないで

しょうか。 

 

【回答】部活動も大切ですが、卒業後の進路も大切だと思います。特に、志望度が高い 

企業の説明会等の日程が限定されている場合は、指導者（監督、コーチ）に相談

をするようにしていただきたいと思います。社会人でも同じスポーツを続ける企

業探しは、ご本人が所属する運動部の指導者（監督、コーチ等）に、入社後もス

ポーツを続けている先輩がいるかどうかをお尋ねになってはいかがでしょうか。

また、どの程度のレベルで続けたいかによって、企業が決まると思います。所属

している運動部によって引退する時期も異なりますので、就職活動については、

例えば、春に大会があり、夏季合宿までは大会がない場合（その間は大学等の施

設で練習を行っていると思いますが）、春の大会終了後から夏季合宿までの間に

就職活動を終了し、その後、授業および部活動に専念する方法もあります。何か

ございましたら、キャリアセンターで相談をするようにしてください。 
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６．就職活動のために、部活動やサークル活動、またはボランティア活動等、何かやって

いた方が有利ですか。 

 

【回答】エントリーシート、履歴書で、学業以外で特に力を入れたことについての設問が

あり、また、面接でも聞かれる質問です。学業以外で何かを取り組むことによっ

て、チームワークの大切さ、チームで何かをやり遂げる力、やり遂げた時の達成

感、コミュニケーション能力のアップ等、その経験によって、人間成長に繋がり

ます。結果、就職活動において、書ける、話せるようになると思います。 

また、その経験は社会人になっても必ず活かされることだと思います。 

 

７．看護学科に入学しましたが、就職対策について教えていただけないでしょうか。 

 

【回答】目安として、3 年生の 1 月頃から病院の合同説明会が始まり、3 月頃からインター

ンシップや病院見学、採用試験が開始され、4 年生の夏頃には内定が出始めます。

スケジュールは病院によっても異なりますので、若年次の早い段階から、自身が

どのような領域・分野で働きたいのかを考えることが肝要です。今後、看護学科

向けの就職ガイダンスも実施していきますので、ご活用ください。 

 

８．Ｕターン就職を希望しています。地元での就職に関して、都内で就職試験がある企業

や、その他の情報等があれば教えて頂きたいです。また、Ｕターン就職活動をするに

あたり、地域によっては交通費補助を行なっているようですが、どこに問い合せをす

ればいいのか教えていただけますか。 

 

【回答】本社が首都圏以外の企業で、東京支社、あるいは東京営業所がある場合、都内で

会社説明会、採用試験を行う企業も中にはあります（最終面接は本社で行う企業

もあります）。採用情報については、各企業の求人票に掲載されております。採用

の場所が明記されていない場合は、企業にお問い合わせください。 

本学に届いている交通費補助等については、以下のものがあります。 

① 山形県（交通費＝上限額 10,000 円、1 人につき 2 回まで） 

② 新潟県（交通費・宿泊費＝上限額 10,000 円、1 人につき 3 回まで） 

③ ＡＩＲＤＯ（航空割引運賃＝片道 12,000 円・東京⇔札幌・旭川・女満別・

釧路・帯広・函館、札幌⇔仙台・名古屋、函館⇔名古屋、片道 14,000 円 

札幌⇔神戸） 

上記以外の各自治体等のホームページに掲載されていることもあります。また、

キャリアセンター掲示板の U ターンコーナーに、随時、各自治体等からの情報を

掲示しております。 

交通費補助のお問い合わせについては、各県によって部署名は異なりますが、

商工労働部が担当となっております。また、「平成 30 年度学生生活の手引き（支

部総会資料）」Ｐ81～Ｐ82 の「新卒応援ハローワーク・ジョブカフェ等一覧」で

掲載されている各先、各県 U ターン情報センター等へお問い合わせる方法もあり
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ます。 

その他、Ｕ・Ｉ・Ｊターン就職を条件に、奨学金返済助成制度を行っている自

治体があります。 
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【教務関連】 

９．運動部で大会に参加した場合や、けがをした時の出席日数について、また、公共交通

機関の乱れによる遅刻の場合などの出欠の扱いが、各教科の先生によって違いがある

ようです。公欠について大学としての基準を教えてください。 

 

【回答】運動部での試合等についての授業欠席は、スポーツ振興センターの管轄で「欠席

届」を発行しているようです。ケガ･病気等で 3 週間以上欠席する場合は、学生手

帳の P28 に掲載していますが、学生支援課が授業担当教員へ連絡文書を発行しま

す。 

公共交通機関の乱れの場合は、遅延証明等を翌週の授業時に授業担当教員に示

すなどして、教員とコミュニケーションをとってください。 授業の欠席につい

ては、各教員による授業のシラバスに記載されていますので、Web シラバスを参

照してください。「公欠」ではなく、「授業欠席」について、大学としての基準と

いうものはありません。 

 

10. 希望する保護者には、携帯やパソコン等で授業への出席状況を簡単に確認できるよう

にしていただけると、地方から送り出している保護者もより安心できます。ぜひ検討

していただきたいと思います。 

 

【回答】授業の受講者数によっては、出欠管理をシステムで行なっている教員と出席簿等

でチェックしている教員がいます。 

出欠管理システムを利用している教員の授業については、「DB-Portal」にて学生

の出欠等の情報が判るようになっています。 

大学では「DB-Portal」という学生向けのポータルシステムを使用し、大学から

の連絡事項照会、履修登録、シラバス閲覧、時間割･定期試験･成績照会、スケジ

ュール管理等々ができるようにしていますが、あくまでも学生本人向けとなって

います。 

また、DB-manaba（マナバ）も学生と教員とをつなぐツールとして今年度後期か

ら正式に運用が開始となりました。 

これらについては、ID・パスワードをお子様と共用する、ということも考えら

れなくもありませんが、あまり好ましい方法とは云えません。 

 

11．看護学科で取得できる資格は看護師国家試験受験資格だけですが、今後、保健師・ 

助産師・養護教諭等の資格についても取得できるようになる予定はありますか。 

 

【回答】現在、保健師、助産師、養護教諭などの資格取得の可能性について学科内に作業

部会を設けて検討しております。できるだけ、早期に実現できるよう、関係省庁、

学内部局とも相談しています。 
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12．看護学科でスポーツ医学について学べると期待をして入学しましたが、看護学科のカ

リキュラムで履修することは難しいと聞きました。ぜひ履修できるように検討してい

ただきたいと思います。また、スポーツ学部の中の看護学科なので、大東にしかできな

いスポーツに大きく関わった看護の学習等を検討していただきたいです。 

 

【回答】完成年度（最初に入学した学生が卒業する年度）まではカリキュラムの大幅な変

更が難しいため、現カリキュラムで、可能な限り、学生が希望する科目を柔軟に

履修できるよう指導に力を入れています。一方、看護師の養成カリキュラムは、

どこの大学でも時間的にゆとりがないのも事実です。その上で、大東看護の特徴

（スポーツ医学との連携）を実現できるよう検討をしています。 
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【教職関連】 

13．教員志望の場合、1・2年生の過ごし方について、教えていただけますか。 

 

【回答】教職課程センターは１年次から「教職課程カイダンス」を実施して、教員免許取

得までの手順について詳しい内容をお知らせしております。 

具体的には、教職課程の授業科目は、1 年次には教師論、教育学概論、2 年次に

は教育心理学概論、各教科教育法（教員免許状（英語）を取得する場合は、学科

の指定する検定試験のスコアに照らした履修要件、単位取得要件がありますので

注意）などが設置されていますので、4 月の履修登録期間に必ず授業登録を済ま

せてください。 

 また「履修登録ガイダイス」が 1 年次の 10 月にあります。案内にしたがって

教職課程登録を必ず行ってください。 

もし、登録の仕方や手順に不安がある場合は、教職課程センター事務室ならびに

教職セミナー担当の専門指導員が相談活動を行っておりますのでお気軽にお越

しください。 

 

14．就職を、教職か一般企業かで迷っています。どこに相談すればよいでしょうか。 

 

【回答】「教育実習や教員採用試験」と就職活動の両立は時期のかぶりや準備の負担が生じ

るためたいへん難しくなっています。迷っている学生には教職課程センターまた

はキャリア支援センターに早めに相談をするように指導しています。また、教職

課程センターの教員、専門指導員を中心に行っている教職セミナーにおいて各地

の採用状況や試験の過去問題、面接試験、小論文対策、指導案の添削等の教員採

用試験対策を行っています。早めに情報を集めて、意思決定することが大切です。 

 

15．毎年の事で大変恐縮ですが、教育実習を 4 年生ではなく、3 年生の時に実施するよう

にできないのか？とのご意見・ご要望が今年も多く寄せられております。昨年も回答は

頂いておりますが、再考いただけないでしょうか。 

 

【回答】小学校教員養成を行っている大学では３学年で教育実習という大学があります。

３年次に１週間、４年次に 3 週間の教育実習を行っている大学もあります。本学

でもそういった議論が出てはいますが、一方「教育実習実施は最高学年」という

縛りがある都 道府県も存在します。 

教員になるためには効果的な学習環境が重要です。本学の中高教職課程では、

主要な教職課程の教科専門授業が２−３年次におかれていることから４年次での

教育実習を行っています。教職課程を履修する学生には 1 年次から 2 年次にかけ

て教員になるための心構えや単位修得方法を年数回の教職課程ガイダンスや履

修指導を通して行い、3 年次には必修の教育実習事前指導等を行なっているため、

教育実習は４年次となっております。 
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16．現在、中学校免許（社会）に加え、小学校の免許取得に向けて教職課程センターで指

導頂いていますが、来年度小学校免許が取得できるかどうか分からない状況と聞きま

した。今後どうなるのでしょうか。 

 

【回答】教育職員免許法の改正及び教育職員免許法規則が改正されたことに伴い、平成 31

年度以降の教職課程カリキュラムが大幅に改正されました。大学在学中に中学校

の教員免許状（社会）と小学校免許状が取得できれば問題ありませんが卒業後に

教員免許状を取得する場合は新法の適用となりますので、新設された授業科目を

修得しなければ教員免許状の取得が出来なくなります。これらの点については、

「教職課程ガイダンス」などで説明をしておりますが単位修得などについて不明

の点は教職課程センターまで相談に来るように指導をしております。 
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【学生生活関連】 

17．安全互助会の医療見舞金制度には助けてもらいました。制度や利用方法について学生

保護者にもっと周知していただきたく思います。また、怪我や病気をした際に、その証

明として診断書等を提出する必要がありますが、診断書等を発行するのもかなり費用

がかかるため、もう少し手続きを簡素化できないでしょうか。 

 

【回答】入学時に「安全互助会の助成制度について」という冊子を配布しております。 

また、大学ホームページ(HP)や学生手帳でも解かり易くご案内をしております。

診断書については、授業を 3 週間以上欠席する場合や、インフルエンザ以外の感

染症により感染症欠席届の発行を希望する場合、追試験申込手続きの際などで提

出を求めておりますが、それ以外にはございません。「安全互助会の助成制度につ

いて」は、入学後に配布し４年間使用することになりますので、紛失しないよう

注意を促しております。 

 

18．ここ数年、台風や大雨、地震などの自然災害が増えています。親元を離れ、ひとり暮

らしの学生が多いので、緊急連絡避難に関するサポートを自治体まかせでなく、学校で

も支援をお願いします。 

 

【回答】毎年、「緊急時対応の手引」を作成し、年度始めのガイダンスにて説明をしており

ます。新入生に対しては、基礎ゼミ等の授業においても説明いただくよう先生方

へ協力を依頼しております。手引きには、「大地震が発生したら」「揺れが収まっ

たら」「落ち着いたら」「ＮＴＴ災害伝言ダイヤル」等の項目に分けて記載してい

ます。 

「緊急連絡」については DB ポータルをしっかり見るよう、指導しております。 

 

19．運動部の応援や文化部の作品展・演奏会に、学生の参加する姿を見ることが少なく感

じます。大学として、学生に応援等に参加するような呼びかけは行っていますか。また、

文化部に対する支援も、もっと充実したものになるようお願いします。 

 

【回答】部活動・サークル行事の周知については、掲示、DB ポータルをメインに行って 

おりますが、学生も各々で興味・関心の方向が異なると思われます。しかし、学

生自治会中央執行委員会とともに今後、文化団体連合会やサークルの情報も学生

自治会 HP などを中心に呼びかけや情報提供できればと考えております。 

 

20．トレーニングの施設は入学当初「使用できる」と聞いていましたが、実際は部活生が

メインで、個人で気軽に使用できる感じではありませんでした。部活生も大事ですが、

一般学生も施設を気軽に利用できるような工夫をお願いします。 

 

【回答】緑山キャパス再開発に伴い検討中です。詳細は、回答 37 をご参照ください。 
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21．食物アレルギーがあります。学食のアレルギー対応食のメニューを増やしていただき

たいと思います。 

 

【回答】学食に要望することはできますが、実現するか否かは難しいと思われます。学生

本人が自身のアレルギーの状態をしっかり把握して、工夫してご利用ください。

アレルギーに関することや、その他身体に関することは、診療所・保健室にて丁

寧に相談に応じております。ぜひ相談に行くようお声がけをお願いいたします。 

 

22．学内でのアルバイトがあると聞きました。学内アルバイトとはどのようなものですか。 

 

【回答】学生支援センター  ： 聴覚障害学生のサポート（ノートテイク、PC テイク等） 

     図書館       ： 図書の配架、蔵書点検、カウンター業務等 

     学園総合情報センター： 学生のパソコンに関する質問・トラブル対応、 

情報実習教室の巡回、整理整頓 

     入学センター    ： オープンキャンパススタッフ、 

キャンパス見学会スタッフ 

以上の学内アルバイトなどにつきましては、毎年度始めに掲示板にて情報公開し

ております。 

 

23．チアリーダー部に所属していますが、指導者がいません。振付けも自分たちで考えな

ければいけません。そして、何より怪我が絶えないため、遠征した先での怪我の際は、

対応してもらえる大人（指導者）がいないのは、保護者として非常に心配です。毎日で

なくてもいいのですが、せめて、2週間に一度程度でも指導をして頂ける方をつけてい

ただく事はできないでしょうか。 

 

【回答】全學應援團の部長及び監督にお伝えし、どのような方法があるか検討いただきた

いと考えています。指導者につきましては、各クラブに委ねられているのが実情

です。 
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【施設設備関連】 

24．東松山校舎見学会の時に雑草の多さに驚きました。広大な敷地なので仕方がないかも

しれませんが、学生活動の一環として学内掃除（除草作業など）が出来たら、学校の愛

着心も増すのではと思います。自分たちが学ぶ環境を整える事も人間形成に必要な要

素ではないでしょうか。また、以前からオーバーブリッジの暑さ対策についてお伺いし

ていますが、有効な解決策は見つかりましたでしょうか。今年は白い斑点も気になりま

した。 

 

【回答】●雑草について 

校舎見学の際はお見苦しくて申し訳ありません。樹木の剪定や除草について

は、定期的に順次行っていますが、広大な敷地のため常に剪定・除草されて

いる環境を保つことは難しい状況です。ご容赦ください。 

    ●オーバーブリッジについて 

昭和 61 年竣工時から暑さ対策は常に課題です。冷風やミスト（霧）などの対

策も試みましたが、効果は薄いようでした。構造的なことを含めて抜本改修

を行うには莫大な経費を要します。引き続き検討しますが、当面猛暑時は迂

回路を利用していただきたくお願いいたします。 

 

25．板橋・東松山両キャンパス内で Wi-Fi の接続が非常に悪いエリアが多いと聞いていま

すが、改善予定はありますか。 

 

【回答】Wi-Fi について昨年度は東松山校舎の２号館と６号館を大幅に増強しました。 

来年度は板橋校舎の３号館を増強する予定です。引き続き順次増強してまいりま

す。 

 

26．教室を含む施設内が、暑すぎたり寒すぎたりといった状況が多い様です。空調の調節

はどのように行なっているのでしょうか。 

 

【回答】●東松山校舎 

南側キャンパス（新館）は、教室ごとの独立空調ですが、北側キャンパスは、

建物ごとの空調です。授業教室から暑い寒いとの要望があればできる限り迅

速に対応しています。 

   ●板橋校舎 

春と秋にキャンパス全体の冷房・暖房の切り替えを行っています。部屋の温

度は各教室にあるコントローラで自由に調節して頂いていますが、環境への

配慮のため冷房時は 28℃以上、暖房時は 20℃以下での設定をお願いしていま

す。 
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27．今年度から学バスで久喜便が運行されましたが、利用状況を教えてください。部活動

が終わる時間に合わせた増便を希望します。 

 

【回答】利用者は、1 年生 137 名、2 年生以上 113 名、教職員 5 名の計 255 名です。1 限対

応の 7 時 15 分発（2 台）、2 限対応の 9 時 30 分発（2 台）それぞれ 60 名程度で

す。したがって、1 台には 30 名以内とゆったり乗車できる状況です。 

     久喜便は、あくまで授業のためのスクールバスとして運行しています。それを

前提に利用者に片道 200 円をご負担していただいております。部活動は授業外と

いうことでご理解ください。 

  



13 

 

【図書館関連】 

28．図書館の閉まる時間が早いため、他大学や他の施設を利用している状況です。貸出で

きない書籍の利用も多いため、他大学の様に平日も 22時くらいまで、また日曜日も利

用できるようにしてほしいです。 

 

【回答】●図書館の開館時間延長ならびに日曜日の開館について 

日頃より、図書館をご利用いただきありがとうございます。 

図書館の開館時間は、授業日（平日）９：００～２０：３０、 

土曜日９：００～１６：３０です。 

また、試験期は更に早朝開館を実施しています。 

開館時間延長を実現するには、利用者の安全を守るためのセキュリティの

問題や人員の配置等の運用体制、最終学バスの増便等他部署との調整、光熱

費等のコストの問題などがあるため、すぐに実現することは困難です。 

今回、お寄せ頂いたご意見は、今後図書館としての検討課題とさせて頂きま

すので、ご理解の程お願い致します。 
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【スポーツ関連】 

29．バドミントン部の入部条件について質問があります。バドミントン部に入部する事を

希望していました。初心者も歓迎とのことでしたが、実際は選考があって入部ができま

せんでした。CROSSING のクラブ・サークルページのバトミントン部の紹介ページにも

『セレクション』の記載はありません。経験者を優先させたようですが、やりたい部活

動だっただけに残念です。 

 

 

【回答】バトミントン部への入部に関しては、学生さんの意に沿うことができず誠に申し

訳ございません。バドミントン部に確認をしたところ、本年度の入部生に対して

セレクションは行っていないものの、入部の相談を受けた際に齟齬が生じたよう

です。バドミントン部は、入部希望者も多く、練習環境の適性化、部の運営等の

観点から、年度によっては、やむなく経験者を優先する場合もありますので、今

後は CROSSING のクラブ・サークルページについてもより正確な情報を掲載いた

します。 

 

30．運動部指導者対象研究会「ハラスメント対応とガバナンス」はどのような人を対象に、

誰が講演をしたのか、具体的に教えていただけますか。 

 

【回答】ハラスメント、リスクマネジメント等の研修会、講演会につきましては、毎年度

実施しておりますが、今年度第１回目は以下の通り実施いたしました。 

 実施日：平成３０年７月１９日（木） 

 対 象：体育連合会所属４１運動部の指導者（部長、監督、コーチ等） 

講 師：弁護士 白井久明先生 

内 容：大学運動部の不祥事とガバナンス 

         （大学運動部の不祥事例、責任、不祥がおこる原因・背景、対策等） 

 

31．今年の夏は酷暑でしたが、エアコンが故障していた運動部がありました。速やかにエ

アコンの修理や対応はして頂けていたのでしょうか。 

 

【回答】運動部寮の空調のことと思いますが、大学設置の陸上競技部合宿所とラグビー部

合宿所を除き、寮の管理運営は、基本的に各運動部にお願いしております。 

 また、近年夏季の気温は年々上昇しており、特に今夏は過去最大級の「大猛暑」

が日本列島を襲ったことで総合体育館２階アリーナの空調（冷房）設備の設置に

ついて、担当部署に依頼しております。 
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32．部活動紹介のパンフレットの中で、部費の一覧表も加えてほしいです。また、部費以

外に寮費も収めているので、決算報告をお願いします。 

 

【回答】CROSSING のクラブ・サークル紹介ページへの掲載を検討いたします。部費、寮費

の決算報告につきましては、スポーツ振興センターとしても指導を行っていると

ころではありますが、更に指導を徹底いたします。 

 

33．各スポーツ寮における Wi-Fiの設置、食事（味付け、内容、衛生面）の改良、並びに、

ラグビー部寮内のお風呂のレジオネラ菌への対応等、寮の管理体制についてどのよう

に対応、改善がされましたでしょうか。 

 

【回答】ラグビー部寮お風呂のレジオネラ菌検出につきましては、ご心配をおかけいたし

ました。検出後は、浴槽、循環装置の清掃を行い、定期的なメンテナンスを行っ

ております。水質検査につきましては、通常３ヶ月毎に行っておりますが、検出

後は、翌月も実施し、以後レジオネラ菌は検出されておりません。また、専用ス

リッパの設置、脱衣所のすのこ交換、浴室（洗い場）へのサンダル入室禁止等部

員への指導を徹底いたしました。食事につきましては、クラブ毎に依頼して限ら

れた予算の中で提供を受けている状況です。選手にとって食事・栄養面は極めて

重要なことですので、現状把握に努め、よりよい環境づくりを目指したいと思い

ます。Wi-Fi の設置につきましては、住環境の充実も大切であると思いますので、

各スポーツ寮と相談の上、検討いたします。 
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【留学関連】 

34．留学を希望していますが、保護者向けの説明会を開催して頂けないでしょうか。 

 

【回答】過去、入学式当日に２０１４（平成２６）年度から３年間、保護者向けに企画

し、実施して参りました。特に、一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

（TOEFL®の実施運営を担当）と協働し、海外留学とキャリア形成を中心とした

講演を行ってまいりました。しかし、２０１７（平成２９）年度は、新たに学

生支援向けの講演が入り、時間的制約から実施を断念しました。また、2018

（平成 30）年度は開催スタイルが大きく変わり、設定自体が不可能となりまし

た。今回、このような声を頂戴し、再開に向け企画したいと思います。例え

ば、入学式の前日又は当日、黄金週間開始の前日、大学祭などを候補として、

企画を試みたいと思います。 

 

35．留学した場合の単位認定はどのようになっていますか。特に 3年次に留学した場合の

卒業要件となる単位取得や就職活動について教え頂きたいと思います。 

 

【回答】留学先の授業時間数、受講内容に応じて各所属学部にて単位認定を行います。 

認定される単位数につきましては、各学部にて異なりますので所属の学部にて

予めご確認ください。３年次に留学した場合は、卒業要件に必要となる単位を

４年次に履修、取得することになります。 

また、就職活動は留学から帰国後に開始することになります。留学先国や留

学計画によっ て帰国時期が異なり、場合によっては一般的な就職活動のスケ

ジュールに影響することもあります。一方で、留学した学生を対象とした就職

フェア等も開催されており、近年は拡大傾向にあります。帰国後にスムーズに

就職活動に移行するためにも、留学の計画段階から就職の情報収集を行い、出

発前にもキャリアセンターと密に相談をするなど、しっかりと準備をされるこ

とをお勧めいたします。 
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【入試関連】 

36．地方で大東大の知名度・入学生数が低くなっていると思われます。地方での高校訪問

やＴＶＣＭ等、知名度アップの積極的な取り組みをお願いします。 

 

【回答】❶地方テレビ局ＣＭ放送のお知らせ 

■放送局名：・さくらんぼテレビジョン 

           ・東北放送 

           ・福島テレビ 

           ・新潟総合テレビ 

           ・長野朝日放送 

           ・静岡放送 

           ・テレビ山梨 

           ・北日本放送 

           ・テレビ金沢 

■放送日：2018年10月15日～21日■：15秒テレビスポット（一部変更あり） 

 

❷◇福岡ミニオープンキャンパス 7 月 15 日 青桐会＆同窓会のご協力 

       書道講座、ミニコンサート、学長トークショー 

      【事前広告】朝日新聞広告（全国版）、福岡市営地下鉄交通広告 

 

❸シティスケープバス停（看板） 

 11 月下旬から 12 月上旬まで、札幌、仙台、長野、新潟、富山、静岡、広島、

福岡、熊本、鹿児島の全国 10 都市（計 170 箇所）の主要路線のバス停に、入試出

願を促進するための大型ポスターを掲出する予定です。また、その後も長野、新

潟、静岡でも大型ポスターを掲出します。 

 

❹高校訪問 

  ６月初旬より 11 月下旬にかけて入試広報部職員をはじめとする入試アドバイ

ザー（事務職員）を中心に、東京、埼玉を中心とした関東エリアはもちろんのこ

と、北海道から東北全県、新潟、長野、富山、石川、福井、山梨、静岡の各県な

らびに四国、九州で本学への入学・受験実績のある高校を中心に各校の進路指導

部を訪問し、進路指導担当教諭に対して直接的に本学のＰＲ活動（前期は新設学

科や手続き期間延長、後期は 2021 年入試制度改革等）を展開しております。（現

在も継続中）。なお、関東エリアとその周辺地域については、同一高校を春・秋の

二度にわたり訪問を行った結果、のべ約７００校を超えております。 

 

❺進学相談会【ガイダンス】 

なかなか効果が期待出来なくなってきた進学相談会ですが、全国入試開催会場

を中心に展開しています。 
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【その他】 

37．現在、緑山キャンパスの再開発を行っていると思いますが、どのような再開発をして

いるのでしょうか。また、いくつかの運動部から寮の建て替え、きれいな寮への住み替

え、今よりも広い寮での生活を望む意見が出ておりますが、緑山キャンパスに寮の新設

も含め、スポーツ寮の集約は出来ないでしょうか。 

 

【回答】緑山キャンパスは、スポーツ・文化活動の利用施設の拡充、学部教育の将来構想・

高度化への寄与、地域共創を先導する拠点整備の３つの観点に基づき、整備計画

の検討を進めております。具体的には、多目的グラウンドの整備や既存の校舎、

体育館の有効活用等を計画し、学生の皆さんの様々な教育活動や課外活動に対し

今以上に有効活用していただけるような施設を整備していきます。なお、スポー

ツ寮に関しては、緑山キャンパス構想とは別の課題として、現在検討を進めてお

ります。 

 

38．アクティブ・ラーニング等学生自身による積極的に学ぶ環境整備について、どのよう

な取り組みを行っていますか。 

 

【回答】昨年度、東松山キャンパス４号館にアクティブ・ラーニング型教室を整備しまし

た。グループワークやディスカッションを行っています。 

（http://www.daito.ac.jp/eyes/details_00198.html） 

 

39．ボランティア活動については就職試験でも聞かれることがあるようですが、大学とし

て、どのような位置付けでしょうか。また学生に対して何らかの指導や情報発信を行っ

ていますか。 

 

【回答】大東文化大学（以下「本学」という。）は、2014（平成 26）年 2 月 17 日に策定し

た本学の総合的な中期計画「大東文化大学将来基本計画 DAITO  VISION 2023」

において、創立 100 周年となる 2023 年に向けた本学の将来像を描き、「教育」「学

生支援」「研究」「国際化」「地域・社会貢献」「大学運営」の６つのヴィジョンと

その実現のための施策を示しています。そのヴィジョンの５「地域・社会貢献」

は、「『学術の中心』として地域と連携・共同し、社会の発展に貢献する」であり、

このヴィジョンを実現するための具体的施策の一つが「学生の社会貢献活動を奨

励する」です。学生の地域参加型学習の機会を増やすことやボランティア活動を

支援し、拡大していくことが主な取り組みとなります。 

     大学は、その有する知的、人的及び物的資源を活用して、社会に有為な人材を

育成するとともに、社会から負託された役割を自覚し、公正で持続可能な社会の

形成とその発展に貢献することを強く求められています。本学といえども例外で

はありません。とくに社会（地域）連携・社会貢献の分野では、本学が展開する

教育研究活動の成果を適切に社会へ還元するともに、教職員による社会貢献活動

http://www.daito.ac.jp/eyes/details_00198.html
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の一層の活性化と学生主体の社会貢献活動を推進するための指導・支援体制の強

化を図る必要があります。そのことが本学における教育研究の充実と質の向上に

繋がり、また自主性に富み、グローバルな視座をもった学生を育成するためにも

効果的であるとの考えからです。 

     上記の認識のもとに、本学では、学生が主体的に学び、思いやりと豊かな人間

性、協調性、責任感をもって社会に貢献することのできる人間を育てる場として、

学内、学外を問わず学生に対しボランティア活動等の社会貢献活動への参加を奨

励し、そのための環境整備に努めています。教育活動の面では、学生の社会貢献

活動への参画を推進する観点から、インターンシップ等の授業科目の設定やボラ

ンティア活動等に対し単位を付与する仕組み（ボランティア活動の単位化）の整

備を進めています。また、地域社会や学内のニーズ等を的確に、広範に把握して、

学生に対しアクティブ・ラーニング（AL : Active Learning 自発的・能動的学

習）や PBL（Problem-Based Learning  課題発見・解決型学習）型の授業等を通

じて意識の醸成を図っています。さらに、活動支援の面では、2013（平成 25）年

度に社会貢献活動へ顕著な功績のあった学生を表彰する社会貢献活動功労者表

彰事業「大東文化大学ベストボランティア章」を創設し、毎年、個人及び団体を

表彰するなど、ボランティア活動等の社会貢献活動の普及、参加の奨励に努めて

います。なお、大東文化大学地域連携センターでは、ボランティア活動等に初め

て参加する学生に対して、本年度からスタートアップのための助成金支給を始め

ました。 

                

40．東京オリンピックでのボランティア活動に参加することに対して、単位認定等、何ら

かの対応取り組みを検討していますか。 

 

【回答】2020 年東京オリンピック・パラリンピックにおけるボランティア活動への参加に

対し、何らかの対応を検討しているかとのご質問ですが、現在、オリンピック・

パラリンピック期間中の授業の開講、定期試験の実施なども含め、文部科学省の

方針を窺っているところです。本学の方針は、学生に対しボランティア活動等へ

の参加を大いに奨励している観点から、学生本人から自発的に、主体的にボラン

ティアを希望する場合には、各方面に対して推薦することは決して吝かではあり

ません。国を挙げての世紀の大イベントですから、ボランティア希望者が多数出

てくれることを期待しています。学生のボランティア活動等に対する単位の付与

（ボランティア活動の単位化）については、先の質問３９のところでも少し触れ

ましたが、2020 年 4 月施行を目途に学部学科に対してボランティア科目の配置を

促すとともに、全学共通科目にボランティア科目の新設を図るべく検討を進めて

います。ただし、このボランティア活動の単位化は、東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えての取り組みというわけではなく、数年来懸案となっていた課

題であり、本学の行動計画の中でも取り上げられている事項で、全学的な観点か

らその実現を模索してきたものです。現在、ボランティア活動等に対する単位の

付与に関しては、国際関係学部における「DACIX」（学部行事や課外活動、ボラン
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ティア活動へ参加することによって獲得したポイントを基準に単位を認定する

制度）、環境創造学部の専門教育科目「ボランティア」（30 時間以上ボランティア

活動に従事したときに単位を認定する）、スポーツ・健康科学部の専門教育科目

「スポーツ・健康科学特殊講義（スポーツボランティア）」、社会学部の専門教育

科目「社会活動Ⅱ」のほか、全学共通科目でボランティア活動の意義を学び、活

動の手掛かりを得る講義科目「教育学（ボランティア活動 AB）」などがあります。

この状況を全学に拡大するため、①全学共通科目に、新たにボランティア科目（た

とえば「ボランティア実践Ⅰ～Ⅷ」など）を設置する、②現行カリキュラムの中

にボランティア科目を置いていない学部へボランティア科目を設置することを

検討しています。 

 

41. さいたまスーパーアリーナでの入学式は、初の試みで想定外のことが多かったとは思

いますが、入場制限で保護者全員が入れなかったのは残念でした。また、入学式、卒業

式ともに学外で実施することになると、保護者がキャンパスを見学する機会は少なく

なります。新しく大学生活をスタートする大切な初日ですので、親子ともに大東大に入

学してよかったと思える入学式になるようご検討をお願いします。 

 

【回答】来年度につきましても、スーパーアリーナでの入学式を予定しております。今年

度は一時的に保護者の方に入場を控えていただく状況が生じましたことを心よ

りお詫び申し上げます。従前の東松山校舎での入学式に来校して戴いている保護

者数よりも、大勢の保護者の方々に来て戴いたため、椅子の確保を含めて混乱を

来しておりました。スーパーアリーナでの入学式挙行は、より多くの保護者の方

に来場戴くことが可能になるという目的もございましたので、今回のようにご迷

惑をお掛けしたことは残念でございます。来年度に関しましては、そのようなこ

とがないように、今回の反省を生かていく所存でございます。 

     また、本年度の入学式の目的の一端に、在学生の頑張りや雰囲気、あるいは歓

迎の気持ちを入学してくる学生達にしっかり伝えるということがございます。そ

のため、学生達が主体的に、入学式の企画、運営、会場の設置の一部に至るまで

関わって参りました。全ての大学の活動は、学生の成長のためにあると考えてお

ります。今後も、学園の姿勢は変わりませんが、保護者の方々のご理解・ご支援

によって更に、その姿勢か強化されると信じております。今後とも宜しくお願い

致します。 


