就活担当理事

大林龍彦

です︒
ＯＢ・ＯＧの方々の会社
をめざす学生もいるかと思
いますので︑その際はお声
がけさせていただきます︒
何卒プッシュをしていただ
けましたら幸いに存じま
す︒ぜひともよろしくお願
い致します︒
︵ 年政経学部卒︶

★大学トピックス ★

ている大学﹂では第１位
に輝き︑﹁就職に有利で
ある﹂でも上位を狙う４
位という好位置につけて
いる︒
政財界から学問・文
化・スポーツ等のあらゆ
る分野で活躍しているも
のの︑残念ながらマスコ
ミ業界では国立上位校や
早慶の後塵を拝している
と言わざるをえない︒
このマスコミの分野で
も︑﹁明治ここにあ
り！﹂を実現するため
に︑これまで以上に
若手の新規会員獲得
に力を注ぎ︑後輩の
学生諸君を１人でも
多くこの業界に送り
出せるよう︑ＭＭＣ
も力を発揮しよう︒

﹁権利自由・
独立自治﹂
１３７年の
歴史を読む
明治大学史資料セ
ンターが︑大学の歴
史を綿密に綴った入
門書﹃明治大学の歴
史﹄︵ＤＴＰ出版／
四六判・並製・３８
０ページ／２︐５３
税︶を刊行し
０円 +

た︒
第Ⅰ部﹁大学・学部の
歴史﹂では︑戦前・戦後
の大学の歴史を 学部の
成り立ちと背景を解説︒
第Ⅱ部﹁キャンパスと
学生生活﹂では︑戦前・
戦後の学生生活と駿河
台・和泉・生田・中野の
４キャンパス誕生︑図書
館・博物館など特色ある
大学施設などを紹介︒
第Ⅲ部﹁校友と社会活
動﹂では︑各分野で活躍
する卒業生︵校友︶の活
躍と校友会・父母会の歴
史︑およびスポーツなど
を紹介︒
第Ⅳ部﹁ 世紀の明治
大学﹂では︑教育・研
究・社会貢献・グローバ
ル化について詳しく紹介
している︒
明治大学の〝現在・過
去・未来〟を知るための
必携書である︒

澤田愼介

︻WEB検索︼
明治大学の歴史
ＤＴＰ出版

︵

ＭＭＣでは異業種
ということもあっ
て︑ 年間にわたり
裏方を務めて参りま
したが︑昨年思いが
けず副会長という重
責を任ぜられまし
た︒
そんな業界違いの
私ですが︑これまで
多くのＯＢ会が世代交代の
失敗により消滅してきた事
実を見てきました︒そして
その轍を踏まないように︑
ＭＭＣを幅広い世代にとっ
て有意義な会にしていくこ
とが私の責務であると考え
ています︒
至らぬ点もあると思いま
すが︑今後とも皆様のさら
なるご助力・ご鞭撻のほ
ど︑宜しくお願い申し上げ
ます︒

副会長

ＭＭＣを
幅広い世代にとって
有意義な会に

昨年より副会長を務めて
おります︑政経学部卒の澤
田愼介です︒
私は大学卒業後まもな
く︑明治が生んだ偉大な探
険家・植村直己氏の映像制
作に携わり︑その関係で明
大昭和会と同会マスコミ部
会︵のちの明大マスコミ
会︶の広報業務を担当し︑
以来 数年︑明大のＯＢ会
に関わってきました︒
その間︑広告業界を経
て︑現在は金融業界に従事
しています︒
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マスコミ分野での
さらなる飛躍を！
明治大学は今年︑創立
１３７周年を迎え︑卒業
生は 万人︑受験者数も
年連続で 万人を超え
て名実ともに﹁私学の
雄﹂としての地位を築き
上げている︒
各種媒体のランキング
でも評価が高まってき
て︑﹁生徒に人気がある
大学﹂﹁就職に力を入れ

堀口博史
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名の学生がマスコミ界への
就職を決める！
島１名︑北陸電力１名︑電
通東日本１名︑日本経済社
１名︑日経映像社１名︑ス
バル興業１名︑東京海上日
動１名ほか︑最後まで残っ
た講座生の多くが︑名のあ
る会社に内定することがで
きました︒
また︑今年は大手マスコ
ミに内定をいただきながら
も︑他社に進路を決めた猛
者も現れるな
ど︑近年にない
成果が上がった
と自負していま
す︒
これも各講師
のボランティア
活動による授業
と陰ながら支援
していただいて
いるＯＢの皆様
のお力によるも
のだと感謝して
おります︒
本年も１月ま
で残った 名の
３年生たちが︑
日々就活に向
かって研鑽を重
ねております︒
最終面接まで辿
り着くと︑合否
はもはや紙一重
▲講師陣と学生の熱意で成果をあげる

飛躍の
就活
セミナー
﹁１人でも多く︑マスコミ
業界に明大生を送り込みた
い！﹂││その精神のもと
にＭＭＣでは現役学生の就
活支援を永らく実行してき
ました︒
﹁マスコミ就活セミナー﹂
そして﹁マスコミ講座﹂を
通じて︑毎年︑１年を通じ
て活動しています︒
まず﹁マスコミ就活セミ
ナー﹂は︑春に２日間︑秋
に特別編として１日︑ＯＢ
マスコミ人を講演者とし
て︑リバティホールにて開
催しています︒
また﹁マスコミ講座﹂は
７月末より２月あるいは３
月末までの約８ヶ月︑毎週
リバティタワーの教室で学
生を集めて︑作文・面接・
エントリーシート作成・企
画の立て方・グループディ
スカッション等︑マスコミ
就活に役立つこと全てにわ
たり︑支援・指導しており
ます︒
その結果︑今年４月に晴
れて入社が内定しておりま
すのは次の通りです︒
毎日放送アナウンサー１
名︑ＮＨＫディレクター職
１名︑同記者職１名︑毎日
新聞記者１名︑テレビ新広
55

ＭＭＣ会長
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年政経学部卒︶
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ーラム﹂を発展させた形の
ビジネス勉強会や交流会な
ど︑新企画を数多く打ち出
し︑本年度の本格スタート
の基礎を作りました︒
また新規会員勧誘に関し
ては︑各種イベントやホー
ムページの充実により︑
名の新会員の入会を得たこ
とは喜ばしい限りです︒
さらに従来より続けて参
りました現役学生向けの就
活セミナー・講座を積極的
に進め︑本年度も 名の新
人をマスコミ界へ送り込む
ことができました︒
若い理事で進めてきた新
体制も１年が経過いたしま
した︒まだまだ皆様にご迷
惑をおかけすることも多々
あると思いますが︑引き続
きご助力・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い致します︒
さらに︑多種にわたる
﹁ＭＭＣの場﹂に︑少しで
もご参加いただけますよう
お願い申し上げまして︑結
びとさせていただきます︒
︵ 年文学部卒︶
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繋がりを軸に本校を
立ち上げた彼らの情
熱は計り知れないも
のを感じます︒
＊
翻って現代は︑逆
に情報に埋もれてし
まい︑情熱が伝わり
にくい世の中になっ
ているような気がし
ます︒明治１５０年
の今年︑われわれ情報の先
端で働く者が︑もう一度情
熱を持って︑皆様と手を携
えていく﹁元年﹂にしたい
と思っております︒
＊
さて︑その情熱を持った
新理事体制でスタートした
昨年のＭＭＣでは︑例年の
新年総会︑サマービアパー
ティ︑ＭＭＣサロン︑ゴル
フコンペはもちろんのこ
と︑若手理事の発案による
バーベキューパーティ︑
歳以上の会員向けの昼間の
サロン︑また本年より本格
化するためのテストパター
ンとして︑かつての﹁フォ
65
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２０１８年 役員ご挨拶

10

情熱を持った２年目のＭＭＣに
ご期待ください！

皆様︑新年あけましてお
めでとうございます︒昨年
よりＭＭＣ明治大学マスコ
ミクラブ会長を拝命してお
ります堀口博史です︒
本年は明治１５０年の区
切りの年︒本校の名称のも
とになりました元号がスタ
ートして︑ちょうど１５０
年ということだそうです︒
明治維新時︑本校創立者
の岸本辰雄・宮城浩蔵・矢
代操の三氏はまだ 代︑そ
れから 年後の１８８１
︵明治 ︶年に本校が創立
されます︒
当然︑情報という分野で
とても乏しい時代に︑人の

82
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堀口博史
校條 真、山岸順一、隈元浩彦
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副会長

校條

真

材もさせていただき︑その
つど﹁おう︑また来たか﹂
﹁最近の明治はどうだ？﹂
と︑同窓のよしみで声をか
けてくれたものだ︒
星野さんは明治スピリッ
トに溢れ︑ドラゴンズの監
督時代には選手を引き連れ
てラグビーの応援にも行
の象
き︑まさに ALL MEIJI
徴として多くの校友に夢と
希望を与えたのではないか
と思う︒星野さんの口癖が
﹁迷ったら前へ出ろ！﹂で
あったから︑島岡野球の
﹁なんとかせいっ！﹂に加え
て︑まさに北島ラグビーその
ものの生き方ではなかった
か︒
根が単純な私は︑仕事がう
まくいかないときや︵しょっ
︶︑人生
ちゅうなのだが ……
の壁にぶつかったときに﹁星
野さんだったらどうするか﹂
と考えてみると︑自ずと道は
開けていった︒
私は帝国主義は好きでは
ないが︑こと母校に関して
は﹁明治帝国主義者﹂で
︵笑︶︑これからも明治と
ＭＭＣ発展のために尽力し
ていく次第である︒会員の
皆さん︑引き続きよろしく
お願い致します︒
︵ 年政経学部卒︶

平石浩章

合が秩父宮ラグビー場の杮
落しとして行われた︒
つまり明治ＯＢが関わっ
ていなかったら︑秩父宮ラ
グビー場は〝ラグビーの聖
地〟となっていなかったか
もしれない︒
今年で 回を数えた箱根
駅伝は１９２０年に始まっ
た︒その第１回大会の参加
校はわずか４校││明治・
早稲田・慶応・東京高等師
範︵現筑波大︶の４校は
﹁オリジナル４﹂とも言わ
れ︑長い箱根駅伝の歴史を
支えてきた︒
そもそも箱根駅伝は明治
と東京高等師範の学生の会
話から生まれたと言われて
いる︒そして明治は第 回
大会までの間︑実に５回も
優勝している古豪︒つまり
明治の学生の何気ない会話
がなければ箱根駅伝は生ま
れていなかったかもしれな
いし︑１世紀近くも続かな
かったかもしれない︒
このように野球・ラグ
ビーそして駅伝に関するエ
ピソードだけでも︑明治と
スポーツとの関わりがいか
に深いかがわかる︒先日の
ラグビー大学選手権の大一
番︑惜敗後の古川主将のイ
ンタビューがこれを物語っ

副会長

縦・横の連携強化と
明治スポーツを通した親睦を

私は勤続 年近くをス
ポーツの現場で過ごしてき
た︒日本スポーツ界で明治
が大事な役割を果たしてき
たことをとても誇りに思っ
ている︒
明治大学はご存じの通り
東京六大学の一つとして全
国的に知られている︒１９
０３年の早慶戦野球に端を
発し︑存亡が危ぶまれてい
た大学野球対抗戦に明治が
１９１４年に参加︒最終的
に１９２５年に東京帝大が
加盟して組織化され︑これ
により東京六大学野球連盟
が発足した︒この時をもっ
て﹁東京六大学﹂という名
称が誕生したわけだが︑明
治がこの対抗戦に参加しな
ければこの名称は生まな
かったかもしれない︒
日本ラグビーの聖地・秩
父宮ラグビー場︒この土地
は明大ラグビー部ＯＢが見
つけてきた︒１９４７年に
明治大学ＯＢ対学生選抜︑
明治大学対東京大学の２試

年法学部卒︶

ているのではなかろうか︒
﹁明治を選んで︑素晴らし
いＯＢ・ＯＧの皆さんが応
援してくれる文化がある大
学を選んで︑本当に良かっ
た﹂︒
今年はさらに魅力あるＭ
ＭＣとするために︑縦・横
の連携強化︑ＯＢ・ＯＧの
さらなる拡大と明治スポー
ツを通した親睦を進めてい
きたい︒
︵

★浅草隅田公園花見席と
展望カフェでの宴席
４月１日︵土︶︑ＭＭＣ
まち歩き番外編として浅草
隅田公園花見席と展望カ
フェでの宴席を実施しまし
た︒案内人は浅草界隈の
〝イベント仕掛け人〟われ
らが和田哲郎さん︒
イベントはまず 時に浅
草吾妻橋船着場に集合し︑
少し肌寒い気候でしたが︑
18

質疑応答に応えるというも
の︒講義内容や時間配分な
ど︑本番に向けての試行錯
誤を行いました︒
ＭＭＣビジネス交流会で
は︑﹁フリーペーパーから
メディアミックスで︑販促
のお悩みを解決﹂と題した
ビジネスマッチングの話
や︑栞をメディアとしてデ
ザインして書店を媒体に︑
異業種や地方都市から首都
圏への販売促進を提案する
など︑本番さながらの展開
を見せました︒
﹁ＭＭＣフォーラム﹂﹁Ｍ
ＭＣビジネス
交流会﹂と
も︑十分手応
えを感じられ
たので︑４月
以降に一般会
員向けに開催
できるよう︑
プレゼンター
の人選も含め
て鋭意準備中
です︒
ＭＭＣの目

﹁浅草さくらてらす﹂で隅
田公園の桜とスカイツリー
ビューという︑風情あふれ
る﹁まち歩き﹂を満喫しま
した︒
その後︑浅草文化観光セ
ンター８Ｆ﹁ミハラシ・カ
フェ﹂へ移動し︑浅草寺や
隅田川を眺める絶景スポッ
トで贅沢な花見宴席を︒こ
れで飲み放題付き３５００
円はお得です！ 今春も︑
素敵な花見が見られるで
しょうか︒

★春の東京六大学野球観戦
４月８日︵土︶東京六大
学野球を観戦しました︒開
会式は︑前年度秋季優勝の
明治大学が先頭！ 今季も
〝熱い戦い〟が繰り広げら
れました︒
試合は︑東大の好投手・
宮台君︵ファイターズに入
団︶を攻略して６対２で先
勝︑快勝に思わずニンマリ
しました︒翌９日も打棒爆
発 対０で連勝し﹁勝ち点
１﹂を挙げ︑３連覇に向か

︻WEB検索︼
明治大学マスコミクラブ

的の一つである〝ビジネス
につながる仲間づくり〟が
現実のものになりつつあり
ます︒
★ＭＭＣホームページで
自己ＰＲを！
ＭＭＣのホームページに
は﹁会員紹介ページ﹂があ
りますので︑登録フォーム
へアクセスしてご自身の情
報を掲載してください︵勤
務先・連絡先・プロフィー
ル等を登録できます︶︒ま
た︑掲載会員の登録情報を
閲覧できます︵いずれもパ
スワード入力が必要︶︒
会員同士で情報を公開す
ることによって︑仕事や趣
味の交流に大いに活かして
ください︒
掲載基準／過去３年以内
※
に年会費納入実績がある
会員に限定
本年度の年会費を納入済
※
みの会員にパスワードを
発行いたします︒
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２０１７年の
主な活動を
振り返って

〝明治はひとつ〟
〝迷ったら前に出ろ！〟

昨年末︑紫紺館で開催さ
大
れた﹁第１回 ALL MEIJI
望年会﹂に参加した︒チラ
シには﹁明治大学を愛す︑
明大生・ご父母・校友・教
職員の皆様﹂﹁新しい年︑
未来へ向かって ALL MEIJI
がひとつに肩を組み︑世界
に誇る校歌を声高らかに歌
おう！﹂と記してある︒
また新年早々のラグビー
大学選手権で︑明治は 季
ぶりに決勝に進出し︑王
者・帝京大学を１点差まで
追い詰める健闘を見せて
を熱くさせた︒
ALL MEIJI
熱くさせたといえば︑プ
ロ野球界に偉大な足跡を残
した星野仙一氏︵１９６９
年政治経済学部卒・元評議
員︶の訃報が届いた︒ドラ
ゴンズファンの私は︑星野
さんの後輩になりたくて明
治に入ったのだから︑この
報は本当にショックであっ
た︒星野さんには何回か取

って好スタートを切りまし
た︵結果︑春はなんと５位
︶
に沈む ……

パーティ中盤では︑初参
加の会員紹介があり︑その
後︑就活担当・大林理事の
進行で内定者の学生７名が
紹介されると大きな拍手と
歓声に包まれました︒今年
度以降︑ぜひＭＭＣに入会
してほしいものです︒

11
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★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
６月 日︵水︶︑今年２
回目のＭＭＣサロンを﹁ワ
インカフェ神保町﹂にて開
催しました︒今回は少し小
洒落たお店で行ったことも
あり︑ 代〜 代の方を中
心に初参加の方 名を含む
名の参加で︑たいへん盛
り上がりました︒
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ご案内しますので︑ぜひご
参加ください！
★ ＭＭＣバーベキューイベント
穏やかな秋晴れに恵まれ
た 月５日︵日︶︑バーベ
キューイベントを﹁京王フ
ローラルガーデンアンジェ
﹂︵京王多摩
BBQ-VILLAGE
川駅前︶で開催しました︒
美味しいバーベキューと
ビールに舌鼓を打ち︑紅葉
も綺麗で話も弾みました！

94

★明治の繋がりから
新たなビジネスを！
今年度のＭＭＣ活動の核
となる業界勉強会﹁ＭＭＣ
フォーラム﹂﹁ＭＭＣビジ
ネス交流会﹂開催に向け
て︑まずは理事を中心に
月 日︵月︶に第０回﹁Ｍ
ＭＣフォーラム﹂を︑ 月
日︵月︶に同じく第０回
﹁ＭＭＣ ビジネス交流会﹂
の予行演習を行いました︒
ＭＭＣフォーラムは︑
﹁ 出 版 業 界 の 現 状 ﹂﹁ 広 告
とキャラクターライセン
ス﹂というテーマでそれぞ
れ講師がレクチャーし︑

30

★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
９月６日︵水︶︑今年３
回目のＭＭＣサロンを︑前
回に続いて﹁ワインカフェ
神保町﹂にて開催︒今回も
代〜 代の方を中心に︑
初参加の４名を含む総勢
名の参加となり︑ワインを
飲みながら大いに盛り上が
りました︒
あちこちのテーブルで︑
近況報告などの交流を深め
ているシーンが見られ︑Ｍ
ＭＣサロンも定着してきた
のではないかと思います︒
仕事の都合で来られな
かった皆様︑今年は早めに

39
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★ サマービアパーティ２０１７
７月 日︵土︶︑恒例の
﹁サマービアパーティ﹂
が︑雰囲気が良い銀座ライ
オンクラシックホールで開
催されました︒
参加者は会員と新入会員
名︑代理参加２名︑内定
学生４名︑同伴４名︑現役
学生１名の合計 名︒
堀口会長挨拶のあと︑平
石副会長の乾杯の音頭でス
タートし︑テーブル席に
次々と運ばれてくる料理に
舌鼓を打ちながら︑歓談の
輪が広がりました︒
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★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
４月 日︵金︶本年度最
初のＭＭＣサロンを﹁華龍
飯店神保町店﹂で開催︒当
初 名の予定が︑飛び入り
で来ていただいた諸先輩方
も含めて 名の参加となり
盛況でした︒
会員同士の親睦を図ると
ともに︑配布物・ＰＲは自
由とし︑新体制になって推
進してきた﹁ビジネスに繋
がるＭＭＣ﹂を象徴するよ
うな会話もちらほら聞こえ
ました︒
26
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31
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副会長

校條

真

材もさせていただき︑その
つど﹁おう︑また来たか﹂
﹁最近の明治はどうだ？﹂
と︑同窓のよしみで声をか
けてくれたものだ︒
星野さんは明治スピリッ
トに溢れ︑ドラゴンズの監
督時代には選手を引き連れ
てラグビーの応援にも行
の象
き︑まさに ALL MEIJI
徴として多くの校友に夢と
希望を与えたのではないか
と思う︒星野さんの口癖が
﹁迷ったら前へ出ろ！﹂で
あったから︑島岡野球の
﹁なんとかせいっ！﹂に加え
て︑まさに北島ラグビーその
ものの生き方ではなかった
か︒
根が単純な私は︑仕事がう
まくいかないときや︵しょっ
︶︑人生
ちゅうなのだが ……
の壁にぶつかったときに﹁星
野さんだったらどうするか﹂
と考えてみると︑自ずと道は
開けていった︒
私は帝国主義は好きでは
ないが︑こと母校に関して
は﹁明治帝国主義者﹂で
︵笑︶︑これからも明治と
ＭＭＣ発展のために尽力し
ていく次第である︒会員の
皆さん︑引き続きよろしく
お願い致します︒
︵ 年政経学部卒︶

平石浩章

合が秩父宮ラグビー場の杮
落しとして行われた︒
つまり明治ＯＢが関わっ
ていなかったら︑秩父宮ラ
グビー場は〝ラグビーの聖
地〟となっていなかったか
もしれない︒
今年で 回を数えた箱根
駅伝は１９２０年に始まっ
た︒その第１回大会の参加
校はわずか４校││明治・
早稲田・慶応・東京高等師
範︵現筑波大︶の４校は
﹁オリジナル４﹂とも言わ
れ︑長い箱根駅伝の歴史を
支えてきた︒
そもそも箱根駅伝は明治
と東京高等師範の学生の会
話から生まれたと言われて
いる︒そして明治は第 回
大会までの間︑実に５回も
優勝している古豪︒つまり
明治の学生の何気ない会話
がなければ箱根駅伝は生ま
れていなかったかもしれな
いし︑１世紀近くも続かな
かったかもしれない︒
このように野球・ラグ
ビーそして駅伝に関するエ
ピソードだけでも︑明治と
スポーツとの関わりがいか
に深いかがわかる︒先日の
ラグビー大学選手権の大一
番︑惜敗後の古川主将のイ
ンタビューがこれを物語っ

副会長

縦・横の連携強化と
明治スポーツを通した親睦を

私は勤続 年近くをス
ポーツの現場で過ごしてき
た︒日本スポーツ界で明治
が大事な役割を果たしてき
たことをとても誇りに思っ
ている︒
明治大学はご存じの通り
東京六大学の一つとして全
国的に知られている︒１９
０３年の早慶戦野球に端を
発し︑存亡が危ぶまれてい
た大学野球対抗戦に明治が
１９１４年に参加︒最終的
に１９２５年に東京帝大が
加盟して組織化され︑これ
により東京六大学野球連盟
が発足した︒この時をもっ
て﹁東京六大学﹂という名
称が誕生したわけだが︑明
治がこの対抗戦に参加しな
ければこの名称は生まな
かったかもしれない︒
日本ラグビーの聖地・秩
父宮ラグビー場︒この土地
は明大ラグビー部ＯＢが見
つけてきた︒１９４７年に
明治大学ＯＢ対学生選抜︑
明治大学対東京大学の２試

年法学部卒︶

ているのではなかろうか︒
﹁明治を選んで︑素晴らし
いＯＢ・ＯＧの皆さんが応
援してくれる文化がある大
学を選んで︑本当に良かっ
た﹂︒
今年はさらに魅力あるＭ
ＭＣとするために︑縦・横
の連携強化︑ＯＢ・ＯＧの
さらなる拡大と明治スポー
ツを通した親睦を進めてい
きたい︒
︵

★浅草隅田公園花見席と
展望カフェでの宴席
４月１日︵土︶︑ＭＭＣ
まち歩き番外編として浅草
隅田公園花見席と展望カ
フェでの宴席を実施しまし
た︒案内人は浅草界隈の
〝イベント仕掛け人〟われ
らが和田哲郎さん︒
イベントはまず 時に浅
草吾妻橋船着場に集合し︑
少し肌寒い気候でしたが︑
18

質疑応答に応えるというも
の︒講義内容や時間配分な
ど︑本番に向けての試行錯
誤を行いました︒
ＭＭＣビジネス交流会で
は︑﹁フリーペーパーから
メディアミックスで︑販促
のお悩みを解決﹂と題した
ビジネスマッチングの話
や︑栞をメディアとしてデ
ザインして書店を媒体に︑
異業種や地方都市から首都
圏への販売促進を提案する
など︑本番さながらの展開
を見せました︒
﹁ＭＭＣフォーラム﹂﹁Ｍ
ＭＣビジネス
交流会﹂と
も︑十分手応
えを感じられ
たので︑４月
以降に一般会
員向けに開催
できるよう︑
プレゼンター
の人選も含め
て鋭意準備中
です︒
ＭＭＣの目

﹁浅草さくらてらす﹂で隅
田公園の桜とスカイツリー
ビューという︑風情あふれ
る﹁まち歩き﹂を満喫しま
した︒
その後︑浅草文化観光セ
ンター８Ｆ﹁ミハラシ・カ
フェ﹂へ移動し︑浅草寺や
隅田川を眺める絶景スポッ
トで贅沢な花見宴席を︒こ
れで飲み放題付き３５００
円はお得です！ 今春も︑
素敵な花見が見られるで
しょうか︒

★春の東京六大学野球観戦
４月８日︵土︶東京六大
学野球を観戦しました︒開
会式は︑前年度秋季優勝の
明治大学が先頭！ 今季も
〝熱い戦い〟が繰り広げら
れました︒
試合は︑東大の好投手・
宮台君︵ファイターズに入
団︶を攻略して６対２で先
勝︑快勝に思わずニンマリ
しました︒翌９日も打棒爆
発 対０で連勝し﹁勝ち点
１﹂を挙げ︑３連覇に向か

︻WEB検索︼
明治大学マスコミクラブ

的の一つである〝ビジネス
につながる仲間づくり〟が
現実のものになりつつあり
ます︒
★ＭＭＣホームページで
自己ＰＲを！
ＭＭＣのホームページに
は﹁会員紹介ページ﹂があ
りますので︑登録フォーム
へアクセスしてご自身の情
報を掲載してください︵勤
務先・連絡先・プロフィー
ル等を登録できます︶︒ま
た︑掲載会員の登録情報を
閲覧できます︵いずれもパ
スワード入力が必要︶︒
会員同士で情報を公開す
ることによって︑仕事や趣
味の交流に大いに活かして
ください︒
掲載基準／過去３年以内
※
に年会費納入実績がある
会員に限定
本年度の年会費を納入済
※
みの会員にパスワードを
発行いたします︒

13

85

２０１７年の
主な活動を
振り返って

〝明治はひとつ〟
〝迷ったら前に出ろ！〟

昨年末︑紫紺館で開催さ
大
れた﹁第１回 ALL MEIJI
望年会﹂に参加した︒チラ
シには﹁明治大学を愛す︑
明大生・ご父母・校友・教
職員の皆様﹂﹁新しい年︑
未来へ向かって ALL MEIJI
がひとつに肩を組み︑世界
に誇る校歌を声高らかに歌
おう！﹂と記してある︒
また新年早々のラグビー
大学選手権で︑明治は 季
ぶりに決勝に進出し︑王
者・帝京大学を１点差まで
追い詰める健闘を見せて
を熱くさせた︒
ALL MEIJI
熱くさせたといえば︑プ
ロ野球界に偉大な足跡を残
した星野仙一氏︵１９６９
年政治経済学部卒・元評議
員︶の訃報が届いた︒ドラ
ゴンズファンの私は︑星野
さんの後輩になりたくて明
治に入ったのだから︑この
報は本当にショックであっ
た︒星野さんには何回か取

って好スタートを切りまし
た︵結果︑春はなんと５位
︶
に沈む ……

パーティ中盤では︑初参
加の会員紹介があり︑その
後︑就活担当・大林理事の
進行で内定者の学生７名が
紹介されると大きな拍手と
歓声に包まれました︒今年
度以降︑ぜひＭＭＣに入会
してほしいものです︒

11
12

★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
６月 日︵水︶︑今年２
回目のＭＭＣサロンを﹁ワ
インカフェ神保町﹂にて開
催しました︒今回は少し小
洒落たお店で行ったことも
あり︑ 代〜 代の方を中
心に初参加の方 名を含む
名の参加で︑たいへん盛
り上がりました︒

10

ご案内しますので︑ぜひご
参加ください！
★ ＭＭＣバーベキューイベント
穏やかな秋晴れに恵まれ
た 月５日︵日︶︑バーベ
キューイベントを﹁京王フ
ローラルガーデンアンジェ
﹂︵京王多摩
BBQ-VILLAGE
川駅前︶で開催しました︒
美味しいバーベキューと
ビールに舌鼓を打ち︑紅葉
も綺麗で話も弾みました！

94

★明治の繋がりから
新たなビジネスを！
今年度のＭＭＣ活動の核
となる業界勉強会﹁ＭＭＣ
フォーラム﹂﹁ＭＭＣビジ
ネス交流会﹂開催に向け
て︑まずは理事を中心に
月 日︵月︶に第０回﹁Ｍ
ＭＣフォーラム﹂を︑ 月
日︵月︶に同じく第０回
﹁ＭＭＣ ビジネス交流会﹂
の予行演習を行いました︒
ＭＭＣフォーラムは︑
﹁ 出 版 業 界 の 現 状 ﹂﹁ 広 告
とキャラクターライセン
ス﹂というテーマでそれぞ
れ講師がレクチャーし︑

30

★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
９月６日︵水︶︑今年３
回目のＭＭＣサロンを︑前
回に続いて﹁ワインカフェ
神保町﹂にて開催︒今回も
代〜 代の方を中心に︑
初参加の４名を含む総勢
名の参加となり︑ワインを
飲みながら大いに盛り上が
りました︒
あちこちのテーブルで︑
近況報告などの交流を深め
ているシーンが見られ︑Ｍ
ＭＣサロンも定着してきた
のではないかと思います︒
仕事の都合で来られな
かった皆様︑今年は早めに
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★ サマービアパーティ２０１７
７月 日︵土︶︑恒例の
﹁サマービアパーティ﹂
が︑雰囲気が良い銀座ライ
オンクラシックホールで開
催されました︒
参加者は会員と新入会員
名︑代理参加２名︑内定
学生４名︑同伴４名︑現役
学生１名の合計 名︒
堀口会長挨拶のあと︑平
石副会長の乾杯の音頭でス
タートし︑テーブル席に
次々と運ばれてくる料理に
舌鼓を打ちながら︑歓談の
輪が広がりました︒
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19

★第 回﹁ＭＭＣサロン﹂
４月 日︵金︶本年度最
初のＭＭＣサロンを﹁華龍
飯店神保町店﹂で開催︒当
初 名の予定が︑飛び入り
で来ていただいた諸先輩方
も含めて 名の参加となり
盛況でした︒
会員同士の親睦を図ると
ともに︑配布物・ＰＲは自
由とし︑新体制になって推
進してきた﹁ビジネスに繋
がるＭＭＣ﹂を象徴するよ
うな会話もちらほら聞こえ
ました︒
26
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就活担当理事

大林龍彦

です︒
ＯＢ・ＯＧの方々の会社
をめざす学生もいるかと思
いますので︑その際はお声
がけさせていただきます︒
何卒プッシュをしていただ
けましたら幸いに存じま
す︒ぜひともよろしくお願
い致します︒
︵ 年政経学部卒︶

★大学トピックス ★

ている大学﹂では第１位
に輝き︑﹁就職に有利で
ある﹂でも上位を狙う４
位という好位置につけて
いる︒
政財界から学問・文
化・スポーツ等のあらゆ
る分野で活躍しているも
のの︑残念ながらマスコ
ミ業界では国立上位校や
早慶の後塵を拝している
と言わざるをえない︒
このマスコミの分野で
も︑﹁明治ここにあ
り！﹂を実現するため
に︑これまで以上に
若手の新規会員獲得
に力を注ぎ︑後輩の
学生諸君を１人でも
多くこの業界に送り
出せるよう︑ＭＭＣ
も力を発揮しよう︒

﹁権利自由・
独立自治﹂
１３７年の
歴史を読む
明治大学史資料セ
ンターが︑大学の歴
史を綿密に綴った入
門書﹃明治大学の歴
史﹄︵ＤＴＰ出版／
四六判・並製・３８
０ページ／２︐５３
税︶を刊行し
０円 +

た︒
第Ⅰ部﹁大学・学部の
歴史﹂では︑戦前・戦後
の大学の歴史を 学部の
成り立ちと背景を解説︒
第Ⅱ部﹁キャンパスと
学生生活﹂では︑戦前・
戦後の学生生活と駿河
台・和泉・生田・中野の
４キャンパス誕生︑図書
館・博物館など特色ある
大学施設などを紹介︒
第Ⅲ部﹁校友と社会活
動﹂では︑各分野で活躍
する卒業生︵校友︶の活
躍と校友会・父母会の歴
史︑およびスポーツなど
を紹介︒
第Ⅳ部﹁ 世紀の明治
大学﹂では︑教育・研
究・社会貢献・グローバ
ル化について詳しく紹介
している︒
明治大学の〝現在・過
去・未来〟を知るための
必携書である︒

澤田愼介

︻WEB検索︼
明治大学の歴史
ＤＴＰ出版

︵

ＭＭＣでは異業種
ということもあっ
て︑ 年間にわたり
裏方を務めて参りま
したが︑昨年思いが
けず副会長という重
責を任ぜられまし
た︒
そんな業界違いの
私ですが︑これまで
多くのＯＢ会が世代交代の
失敗により消滅してきた事
実を見てきました︒そして
その轍を踏まないように︑
ＭＭＣを幅広い世代にとっ
て有意義な会にしていくこ
とが私の責務であると考え
ています︒
至らぬ点もあると思いま
すが︑今後とも皆様のさら
なるご助力・ご鞭撻のほ
ど︑宜しくお願い申し上げ
ます︒

副会長

ＭＭＣを
幅広い世代にとって
有意義な会に

昨年より副会長を務めて
おります︑政経学部卒の澤
田愼介です︒
私は大学卒業後まもな
く︑明治が生んだ偉大な探
険家・植村直己氏の映像制
作に携わり︑その関係で明
大昭和会と同会マスコミ部
会︵のちの明大マスコミ
会︶の広報業務を担当し︑
以来 数年︑明大のＯＢ会
に関わってきました︒
その間︑広告業界を経
て︑現在は金融業界に従事
しています︒
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マスコミ分野での
さらなる飛躍を！
明治大学は今年︑創立
１３７周年を迎え︑卒業
生は 万人︑受験者数も
年連続で 万人を超え
て名実ともに﹁私学の
雄﹂としての地位を築き
上げている︒
各種媒体のランキング
でも評価が高まってき
て︑﹁生徒に人気がある
大学﹂﹁就職に力を入れ

堀口博史
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名の学生がマスコミ界への
就職を決める！
島１名︑北陸電力１名︑電
通東日本１名︑日本経済社
１名︑日経映像社１名︑ス
バル興業１名︑東京海上日
動１名ほか︑最後まで残っ
た講座生の多くが︑名のあ
る会社に内定することがで
きました︒
また︑今年は大手マスコ
ミに内定をいただきながら
も︑他社に進路を決めた猛
者も現れるな
ど︑近年にない
成果が上がった
と自負していま
す︒
これも各講師
のボランティア
活動による授業
と陰ながら支援
していただいて
いるＯＢの皆様
のお力によるも
のだと感謝して
おります︒
本年も１月ま
で残った 名の
３年生たちが︑
日々就活に向
かって研鑽を重
ねております︒
最終面接まで辿
り着くと︑合否
はもはや紙一重
▲講師陣と学生の熱意で成果をあげる

飛躍の
就活
セミナー
﹁１人でも多く︑マスコミ
業界に明大生を送り込みた
い！﹂││その精神のもと
にＭＭＣでは現役学生の就
活支援を永らく実行してき
ました︒
﹁マスコミ就活セミナー﹂
そして﹁マスコミ講座﹂を
通じて︑毎年︑１年を通じ
て活動しています︒
まず﹁マスコミ就活セミ
ナー﹂は︑春に２日間︑秋
に特別編として１日︑ＯＢ
マスコミ人を講演者とし
て︑リバティホールにて開
催しています︒
また﹁マスコミ講座﹂は
７月末より２月あるいは３
月末までの約８ヶ月︑毎週
リバティタワーの教室で学
生を集めて︑作文・面接・
エントリーシート作成・企
画の立て方・グループディ
スカッション等︑マスコミ
就活に役立つこと全てにわ
たり︑支援・指導しており
ます︒
その結果︑今年４月に晴
れて入社が内定しておりま
すのは次の通りです︒
毎日放送アナウンサー１
名︑ＮＨＫディレクター職
１名︑同記者職１名︑毎日
新聞記者１名︑テレビ新広
55

ＭＭＣ会長
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年政経学部卒︶
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83
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ーラム﹂を発展させた形の
ビジネス勉強会や交流会な
ど︑新企画を数多く打ち出
し︑本年度の本格スタート
の基礎を作りました︒
また新規会員勧誘に関し
ては︑各種イベントやホー
ムページの充実により︑
名の新会員の入会を得たこ
とは喜ばしい限りです︒
さらに従来より続けて参
りました現役学生向けの就
活セミナー・講座を積極的
に進め︑本年度も 名の新
人をマスコミ界へ送り込む
ことができました︒
若い理事で進めてきた新
体制も１年が経過いたしま
した︒まだまだ皆様にご迷
惑をおかけすることも多々
あると思いますが︑引き続
きご助力・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い致します︒
さらに︑多種にわたる
﹁ＭＭＣの場﹂に︑少しで
もご参加いただけますよう
お願い申し上げまして︑結
びとさせていただきます︒
︵ 年文学部卒︶
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繋がりを軸に本校を
立ち上げた彼らの情
熱は計り知れないも
のを感じます︒
＊
翻って現代は︑逆
に情報に埋もれてし
まい︑情熱が伝わり
にくい世の中になっ
ているような気がし
ます︒明治１５０年
の今年︑われわれ情報の先
端で働く者が︑もう一度情
熱を持って︑皆様と手を携
えていく﹁元年﹂にしたい
と思っております︒
＊
さて︑その情熱を持った
新理事体制でスタートした
昨年のＭＭＣでは︑例年の
新年総会︑サマービアパー
ティ︑ＭＭＣサロン︑ゴル
フコンペはもちろんのこ
と︑若手理事の発案による
バーベキューパーティ︑
歳以上の会員向けの昼間の
サロン︑また本年より本格
化するためのテストパター
ンとして︑かつての﹁フォ
65
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10

２０１８年 役員ご挨拶

10

情熱を持った２年目のＭＭＣに
ご期待ください！

皆様︑新年あけましてお
めでとうございます︒昨年
よりＭＭＣ明治大学マスコ
ミクラブ会長を拝命してお
ります堀口博史です︒
本年は明治１５０年の区
切りの年︒本校の名称のも
とになりました元号がスタ
ートして︑ちょうど１５０
年ということだそうです︒
明治維新時︑本校創立者
の岸本辰雄・宮城浩蔵・矢
代操の三氏はまだ 代︑そ
れから 年後の１８８１
︵明治 ︶年に本校が創立
されます︒
当然︑情報という分野で
とても乏しい時代に︑人の
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堀口博史
校條 真、山岸順一、隈元浩彦
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