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マスコミ就活研究会は､マスコミ

音明治大学オリジナル.明治大学 た著しか入れないー･

からしか始まらない‑･門は叩い

それが最初の一歩｡すべてはそこ

の部屋の扉をノックしてほしい｡ 思い描いているならば､まず､こ

漠然とでも､マスコミへの就職を 治大学マスコミ就活研究会｣ です｡ 新たに発足しました｡それが｢明 の､就職活動支援組織が､今年､ 夢や慣れを現実のものにするため
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スコミ業界に入りたい‑ そんな
メディアの仕事がしたい‑ マ

に送り出してきた輝かしい実践的マスコミ就職 です｡マスコミ研究室が30年以上も多くの後輩

(明治大学マスコミ競漕研究会)が加わるから

̲0年の大きな節目を超えた就職セミナーに､

明治大学マスコミ就活研究錘プ̲ト

MC) は新たな第一歩を大きく踏み出します｡
207年度の明治大学マスコミクラブ (M

クラブ (通称 M C)｣ の10年 つ大学OBの組織｢大学マスコ‑

競漕研究会は､20数年の実績を持

音実績の証明 明治大学マスコ‑

｢最大のウリ｣ です｡

ない細かく親密な指導｡これが 導を行います｡同窓生にしかでき 活用した明治大学オリジナルの指

oB､OGネットワークをフルに

Iといってもい 強さです｡その

て､明治のタテのつながりは､M 〇を超える大学･短大の中にあっ

よって運営されます｡全国一〇 の第一線で働‑明治oB､OGに

｢マスコミ研究室｣ の50
五年に創設された､旧 職セミナー｣と､一九七 の下に開催してきた ｢就 に亘る大学就職課の協力
編集者やアナウンサー等 の多‑の経営陣､記者､ の中には､マスコ‑各社 oGは約二〇 〇人｡そ 告などの各業界のOB､ ラジオ､新聞､出版､広 大学が輩出した､テレビ､ 新たに築かれた組織です｡ 年に渡る実績と合わせて

目指しましょう｡ cの正念場です｡総力を結集して大きな成果を

クスピアの言葉です｡メディアの な役者なのだ｣｡ウイリアム･シェー 世は舞台であり､人は男も女もみ

音大学の中の ｢専門学校｣ ｢この 大の旨み｣ です｡

だわらず駆けつ てください｡よろし‑お願い たします｡ 時間に追われるわれ ですが､なんとか調整して､ジャンルにこ でなく会場整理や司会補助など､自分たちでフォローしま ょう｡ た就職部のみなさんに少しでもお返し たいと思 ます｡話柄だけ

て予算措置いただけることも考えあわせて､ごめんどうをかけてき

と生きたナマの情報｡これが ｢最 oB､OGによる分厚いサポート

を知ることができます｡なにより

ます｡一人では入手できない情報 ることで挫けそうな心が奮い立ち 就宿は団体戦なのです｡仲間がい れが目に見えない力を生みます｡ てしか生まれない ｢熱｣ です｡そ

同じ目標､志を持つ者たちによっ 力を超えた ｢熟｣が左右します｡ そうです｡しかし､試験は個人の 題だと考えていませんか｡確かに 看談志は団体戦 就職は個人の問 す｡これが｢最大の強み｣です｡ ノウハ を基に皆さんを指導しま

才能ではなくて､多くは技術であ れば意味がありません｡それらは かるように伝えることができなけ れを簡潔に､相手 (試験官) に分

になく質量ともに充実した活動を目指すことや､大学当局から初め 非ともMcメンバーで自主運営で行いた と思います｡これまで

今年の就職セ‑チ､そして明治大学マスコ‑就活研究会は､是

いくら良い物を持っていても､そ 表現できるかどうかが勝負です｡ 時間の面接と､ペーパーの試験で 情熱と想い｡そうしたことを､短 て働‑意欲へ メディアの仕事への

学マスコミ就活研究会｣ は､その 所属しています｡新たな ｢明治大 動かす野々たるルメンハーが多‑

としての基本的な礼儀､社会に出

｢倍率恐れるなかれ｣ です｡人間

坐) をはじめ､日本のメディアを 者､松永真理さん (旧マス研一期 本から変えた ｢1モード｣ の企画

のは実は一部の学生たちなのです｡ 生がた‑さんいます｡勝負になる

たモチベーションしかもたない学 記念受験も含めて､曖昧模糊とし

せて協力態勢を整えてくれました｡まさにM 健児をマスコミにIL｡母校も大きな期待を寄 堤供されます｡合言葉は｢一人でも多くの明大 講座がより充実した講師陣と内容で現役諸君に

最近では､情報社会のあり方を根 を多‑輩出してきました｡また､

えます｡しかし､高倍率の裏には､ から多いところで一〇 〇倍を超 す｡当然でしょう｡倍率は数十倍 そう思っている人も多いと思いま

難関のマスコ‑に入れるだろうか｡ 音菖構轟Tの実態を知れば怖くない.

｢専門学校｣なのです｡

は､そのための明治大学の中の

｢明治大学マスコミ就活研究会｣

備と訓練と技術の習得が必要です｡ へ出て行‑ための､それなりの準 を彩り豊かにするためには､そこ 分自身｡ただしへ 人生のステージ す｡自己を演出するのは究極､自

菓就職は想像以上に人生を左右す

す｡

この広い世界で演じればい ので 仕事がしだいのなら､その主役を'

今年は自主運営です｡是非とも参加ください

を必ず見える形にしてお返します｡

(高瀬毅郎門主管常任理事)

ミ就活研究会は､君たちの ｢熱｣

を待っています｡明治大学マスコ

れんIL｡｢熱｣を持った学生諸君

りません｡｢叩けよ､さらば開か での ｢真理｣ はいつの時代も変わ

となって跳ね返ります｡生きる上

｢逃げ口上｣｡全て自分に負の遺産

らぬ君自身｡｢い 訳｣｢泣き言｣ 生をプロデュースするのほ､他な 音｢熱｣を形に変える.自分の人 な憲味と影響を及ぼすのです｡ それほど怖しい‑らい人生に大き

以上に大きく変わります｡就職は､ タートするかで､内容も質も想像

く演じきるためには､どこからス 君の人生のステージを真に君らし

その ｢とは口｣ に立っています｡

とから始まります｡君たちはいま

して唯一の本当の舞台は､働‑こ

す｡｢生きる｣ という人生最大に ら.仕事は人生を大きく左右しま

を戦える知的｢体力｣を養成しま を徹底して行い､厳しい就職戦線 oB､OGたちが､実践的な指導 では､人間を見る ｢眼｣ の肥えた

るのです｡｢マスコミ就活研究会｣

り､訓練によって磨‑ことができ
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して就職セミナーに長年お力添えを

岳彦助､牛尾奈緒美の両助教授､そ 情報コミュニケーション学部の大黒 だいている植田哲雄常勤理事を初め､

の活動に決意を新たにしていました｡ 期待に参加者一同は責任重大な1年

MMCニュース

をお願いしたい｣｡身に余る評価と

る時代になります｡一層のお力添え

からはよりマスコミの力か求められ

ておられ､感謝しております｡これ

け､OBとして大いに本学に貢献し

は就職セミナーなど活発な活動を続

りました｡｢明治大学マスコミクラブ 賓の長吉泉理事長にごあいさつを賜

まず木村会長が開会の辞｡そして来

M cに日ごろからご理解をいた

盛り上がりを見せました｡

わって､新たな第一歩にふさわしい
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謹題

は､さらに多くの来賓､関係者が加

総会に続いて行われた新年懇親会

鈴木純子さんのさわやかな司会で､

承認されました｡ の新設や幹事団の理事一体化等に伴う規約改正等が､総て満掲一致で

ジャーナリストクラブの基金を繰り込んだこと､議案では常任理事制

任期満了にともなう役員改選などが行われました｡会計報告で､踵台

く､熱気につまれる中で0年活動報告･7方針組織変更と

タワー｢紫紺･燦｣で開かれました｡例年になくクラブ員の塗加も多

明治大学マスコミクラブの201年総会が1月26日､母校リバティ

来賓に長吉理事長､根因理事
‑ 愛する母校との一体化を再確認

く､心温まるものでした｡ 後益々の発展を｣といずれも心強 院の高橋千秋議員で､祝電は｢今 藤義孝､高山智司の両議員と参議 つをいただきました｡衆議院の新 の国会議員に電報によるこあいさ ○ 総会には本学出身である3人

の軽妙なやりとりもあり､M cに

日本テレビ奥田誠治映画事業部長と

タジオジプリ作品を世に送り出した

よき盟友の､｢三丁目の夕日｣ やス

した｡同席していたよきライバルで

と作品に賭ける意欲を語ってくれま

一部を試写しなから撮影エピソード

が決まった｢夕凪の街 桜の国｣の

作で7月28日から全国ロードショー 励のごあいさつと もに公開前の近

ていただきました｡佐々部監督は激 劇専攻卒)にゲストとして駆けつけ

佐々部清さん (197 年文学部演

●映画監督の佐々部活さんがゲストに お招きして懇親会に入りました｡ いただいた安藤典雅生田学生課長も

ない海｣などでおなじみの映画監督 で38万校友を感動させた｢出口の 本学野球部を前面に押し出した演出
そして､宴半ばには｢半落ち｣や､

を踏み出そうとしているからです｡

ラブが今また､新たな大きな第一歩

おります｡わが明治大学マスコミク

田洗一(ジェイアイシー)竹田基起

治)ムードに酔いました｡

再選をいただき二期目のスタート

めて強‑認識することでもあります｡

とは､Mcの責任重大さをあらた

この大きな意義ある一歩を的確に

をおいていただき､母校の熱い期待

の現役4人の決意の二言も接露され､ 朝日テレビ)吉川秀樹(東海ラジオ) (名古屋テレビ)橋本ありす(静岡

を切り､今かつてない緊張を覚えて

ご承知いただいている通り､Ⅱ年

母校のご理解を得てまた始動するこ

以上の伝親と実績を誇るこの活動が､

スコミ研究室みなさんによって50年 治大学就活研究会が始まります｡マ

日に入る就職セミナーに加えて､明

明治大学マスコミクラブ

0 ‑ 30 ‑ 4 ‑ 7623 ‑

められているのではないでしょうか｡

◆会費納入のお願い

高らかに歌い上げました｡ 肩を組み､｢お‑お‑明治ILと声

のリードで学生時代に思いを馳せ､

うだいしました｡最後は応援団諸君 身らしい元気いっぱいの中締めをちょ

M Cは明治大学からマスコミ

てそれぞれに努力していくことが求

｢会長木村 武

■207年総会/(左上)佐々都監督先輩諸氏から熱い激励の拍手が贈ら

ます｡ でに振り込みをよろしくお願いし 左記の郵便振替口座へ5月末日ま です｡恐れ入りますが未納の方は ど(年会費40 円)が原動力 動です｡もちろん自主運営で意欲 界に進んだみなさんの職域校友活

母校の期待に応えましょう マスコミ研究室と一体で

動ではありますが､広報部に事務局 われわれは学外の任意の職域校友活

とっても鼻高々な (映画の雄･明

4月入社でマスコミ界に巣立つ池

明治大学マスコミ就活研究会(予定)

より母校への恩返しの思いを募らせ がったメンハ‑がより一丸となって､ 踏み出すためには､大きくふくれあ
選考6月

7月

?｢
著韋ﾋ
?｢鮎r俘xｦ價ﾙUﾂ

講義日程①7月
②7月
※9月

(99月

④9月

@10Jj
⑥10月
⑦10月

⑧10月

ましょう｡ご協力をお願い たします｡

ありILを大きくアピールしていき

母校と一体となって｢M cこ に

はまさに佃の強さと責任を持ちます｡ 革を目指すとい ます｡マスコミ人

を尽くしましょう｡ でしかるべき結果を出せるよう全力

他大学にも遜色のない競漕活動支援 後輩に継承していきたいと思います｡ に､その思いを精いっぱい後に続く

に恥じない活動を続けていくと も

れぞれの立場で明治大学出身者の名

⑨10月

を集めております｡マスコミ界のそ

⑱11月

明治大学は｢個｣を求める教育改

⑪11月

⑫11月

就職セミナー日程(午後6時開始)
第2
第3
第4
第5
第6

れました｡

坂本哲郎顧問に替れある野球部出

MMCニュース
と仕事も全て｢セルフ プロデュー イエットも､習い事も､ っと言う

訳せようか｡たとえば､今流行のダ

『自分で自分を演出する』とでも

があるわけではないのだが)｡ わたしはそれほど若い女性との会話 る言葉なんだそうである(と言って､

言葉をご存知か｡
最近､若い女性の間で流行ってい

ぱいです｡

社会で働くことに意味を兄いだせず､

｢セルフプロデュースの時代｣

｢セルフ プロデュース｣という

させてやりたいという強い志でいっ
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を自分の好きなことで世の中を感動 れるかわかりませんが､今は世の中

1年目の小杉基です｡どこに配属さ

そんな自分は大学3年の‑月まで

開聞開聞晒脚闇問闘開脚闘閏

2007年5月10日

明治大学経営学部卒､フジテレビ

フジテレビ

レビ入社の小杉基さんが現在の心境と'後輩への熱いメッセージ

を寄せてくれました｡

した｡夢いっぱいへ緊張いっぱいの第一歩｡そんな1人､フジテ

201年も多くの後輩たちがマスコミ界に仲間入りしてきま

小杉 基(経営卒)

一流ホテルで女性の一人客用の宿泊 あげたい｣ブームがあった｡都心の
気を集めたのもこんな時期｡ パックが､一仕草を終えたOLに人

女』である｡ その理想像とは､もちろん､『い

の3社から内定をもらいました｡ 結果的にフジテレビ､TBS､楽天

自分の理想像に向かって努力する｡ ス｣ のためだという｡自分で描いた

ンターンなど様々なことを体験し､

レ5次面接敗退､リクルートでのイ

には応援していただきました｡日テ

日テレ､TBSのM cの諸先諸方 の際､博報堂の佐久間様をはじめ､

ミ就活を誰よりも頑張りました｡そ

スコミで働きたい｣その為にマスコ

おもろい仕事･人と一緒に働けるマ が変わりました｡｢こんな刺激的で

した博報堂インターンシップで人生 跡的に唯一の明治大学生として参加 ていました｡そんな中へ夏休みに奇 ニートかフリーターになりたいと思っ

何も掠っていませんでしたね(笑)｡ 心を持っていたことでした｡あとは

に行きたい熱い思いと謙虚で素直な に共通しているのは本当にその会社 関酉テレビ(上智･男)です｡彼ら

マス研にも所属していませんし､

かつて女性の間で｢自分をはめて

男性から見るとこんな女性はとて

ヌゴミ悉鬱.の学空へ

(日経BP企画社長)

MMC副会長

〔7千年政経卒〕

きないし､社会も､会社も信用でき

ているのである｡ い｡自分の人生をトータルで演出し

なぜなら今の世の中､国家も信用で なんである｡とても先進的である｡ 会なんてどうでも長い｡私か大導｣ すべからくナルシストである｡｢社

んな｢短期｣ の目標で生きてはいな

高橋銀次郎

えたらい なあと思います｡

ありましたな｡でも､今の女性はそ

マスコミで働く明治大学出身者が増 す｡こうやってつながりが強くなり､ たので､今度は僕がお礼をする番で 中は本当に先輩にお世話になりまし 微力ですが､力貸します｡僕も就活 行きたい人は訪ねてきてください｡ 求めているのでは｡本気でマスコミ

なんて言葉も

するのか得意な世代なんですから｡

ませんか｡楽しいですよ｡

フ プロデュースL ようじゃあり

女』『い 男』 になるために ｢セル

い?)今こそ､第3の人生を『い

(経営･男)､博報堂(早稲田･男)､

男)､日テレ(法･男)､フ､シテレビ

博報堂メディアパートナーズ(経営･

に本気で見ていた学生の内定先です｡ 何人かご紹介します｡僕が4年生時 ちゃいます｡それを証明する同士を

ださい｡努力と戦略でなんとかなっ

と思っている人は本気で目指してく

たくないし'学歴もみなさんと同じ 英語もできませんし､コネなんかまっ

明治大学｡今､マスコミに行きたい

つまりマスコミはそういう人間を

誤解を恐れずに言うなら､女性は

し､何の東鶉もない (頼りにされな

ス｣の時代である｡会社をリタイア

そ､これからは｢セルフ プロデュー

してはならない｡われら団塊世代こ

｢ミーイズム｣

に見えた｡

｢自分勝手｣

も｢わがまま｣

●ビアパーティーは1月̲9日

ほど近い銀盤4丁目角を眼下におさ 大学発祥の地ともいえる数寄屋橋も 銀座ヒル9階) で開かれます｡明治 ル (中央区銀座5の8の‑サッポロ 午後7時からおなじみ銀座スターホー 恒例のビアバーナィ‑は､7月19日

いる男性こそ哀れである｡ てない｡そんなものにしがみついて ない｡自分の周りに確かなものなん

デュース｣を若い女性の専売特許に

夏のM c総決起大会ともいえる

しかし待て｡何も｢セルフ プロ

何しろ､我らは目標を立て 努力

明大マスコミクラブ

2006年会計報告

く収入の部〉
I.前年度繰越金

¥ 2̲287.803
田s(

3.会合賢

ﾃ

187,310

672,000

1,428,490

305.000
16,000
1.000
8.490
99.000
I.000
413.000
25,000
114,000
66,000
14,000
282,000

を送り込んだほか全42社に入社して

人､女性65人の内訳となっています｡ だ卒業生は総数158人で､男性8

多く､50人｡セプテ‑二に最多5人

ジャンル別では､広告関係が最も

というなかれ‑｣筋金入りのアルビ

タから傾向を探ってみました｡
これによるとマスコ‑業界に進ん

‑06年3月卒業生の就職部デー

ます｡｢富士山に登らずして日本人 に8月18､19日の1滴2日で行われ

●日本人なら富士山に登ろうー･
M C恒例の富士登山が4年ぶり

新聞業界への関心は年々薄く 放送･広告業界への志望強く､

いましょう｡奮ってご参加ください｡ 明治｣を肩を組み組み声高らかに歌

84,000

めながら､暑気払いしなから｢お

8月̲8'̲9日奮って参加を
I.会合質

C

S

1.284,055

90.900
468.930
50.000
237.475
60.000
20.000
50.400
46.200
19,100
857,852
4,000
24,000

ことがうかがわれます｡

うで興味深いものがあります｡

社18人｡年々関心が薄くなっている いているのか特徴的です｡新聞は15 ている｡地方局が14と全国には た す｡放送関係は28人が2社に巣立っ 多に計35社で‑年目をおくっていま

トHRマーケティングの各4人を最 ネッセコーポレーションとリクルー

います｡続いて出版関係が48人｡ベ

ています｡奮ってご参加下さい｡

山ホテル｡万全を尽くしてお待ちし

302,579

ス便を利用して宿泊は8台日の富士 せはもちろん木村〟隊長〟まで｡バ 戦しています｡申し込み､問い合わ 前会長､4年前には堀威夫顧問も挑 年で3回目｡5年前には河合公八郎 したこのM C富士チャレン､シも今 二スト木村武会長の発案でスタート

87,739

メディアの動向が慰付けられるよ

12,510
89,113
95,761
210,320
プリンター

ﾃ

145,884
役員会お茶代

湯

3
33.085
30.654
28.500

2.100
8,000
30,000 4,515

2007年5月10日

MMCニュース

いさせていただきましょう｡ ラです｡大いに親しくお付き合 いただいている広報部のイメキャ ます｡M C事務局をおかせて ゴマークが誇らしげに付いてい 紺｡胸にはMのオフィシャルロ ジとピッタリ｡色はもちろん紫 えて飛ぶ姿が明治大学のイメー 羽を広げ大きな目で遠くを見据 で､森の賢者フクロウが大きく

‑iR副Fi‑iFi馴Fi=iH剖□詳

と決まりました｡ キャラクターは｢めいじろう｣ グッスなどに使用するイメーン 誌､さらには ぺ工シャ広報 報部がホーム

じろうは｢めいし+ふくろう｣ のデビューを飾りました｡めい 6の最多票を集めて見事に栄光 た16 人の投票の結果､25 広報委員会に現役学生も加わっ

まあまあのゴルフ日和となった｡

｢めいじろう｣

広織部イメージキャラクター

明治大学広

10点に及ぶ公募作品から

よろしく､めいじろう君‑

No.15

た｡しかし､お天気は花曇､無風と

も満開のこぶしの前で撮ることになっ だ三分咲き程度となった｡記念写真

日の相模カンツリー倶楽部の桜はま

まるのではと懸念されたが､3月27 催一ケ月前には桜の開花がかなり早
今年は記録的な暖冬だったので開

競技は恒例のオネストジョン方式

と呼んでくださ

梶成美顧問が実力の書連結V

祭̲ 5回M cゴルフコンペ

多大なご尽力を賜りました｡ の後も､学内外でMCの存在を広めて‑ださるなど､ いただいたおりに自ら会員申し込みしてくださり､そ 示していただきました｡そして､昨年の総会にご出席 大きく寄与されますと もに､Mcにも深い理解を

れとなってしまいました｡ 期待に応えることもできないま 無念にも永遠のお別 アドバイスをちょうだいしておりましただけに､その も広がったMcの今後のクラブ運営について熱心に

ミ人のリーダのお一人で､母校の広報活動について テレビ朝日映像社長などを歴任された本学出身マスコ

(卦報)お悔やみ申し上げます

年71歳｡戸倉さんは広島県のご出身｡テレビ朝日専務､ 分､肝臓ガンのため都内の病院で逝去されました｡享

ナメント並みに冠スポンサーになっ の厚僧に報いるため｢プロゴルフトー

のこと｡幹尊よりこれまでの武内氏 加できず毎回悔し涙を流していると 期は作問やら､展示会とぶつかり参 ゴルフをやるそうだが､コンペの時 大変喜ばれている｡武内さん自身も 寄贈してもらっており､参加者から

の武内裕さんより作品を賞品として

の快挙?となった｡ 合さんであったがこれまた二年連続

となった｡又ブービーメーカーは河 全く同じという､計ったような結果

グロス､調整スコアがすべて昨年と

の大会二連覇となった｡しかも申告､ 的中､昨年の観桜ゴルフ会に続き春 で行われ､堀さんの読みがずばりと

この会は毎回京都清水焼｢秀峰窯｣ 武内裕杯の冠コンペに

明治大学理事の戸倉康允さんが1月7日午前Ⅱ時47 Mcのよき理解者だった戸倉康允さん 明治大学理事で広報リーダー'

昨年12月には木村会長が'規模も大き‑､活動の輪

[連絡先]090‑2 47‑ 121

橙まで 手の参加を歓過します｡申し込みは

次回は10月中旬に開催予定､得に若

コンペ｣となる｡

回大会より｢武内裕杯M Cゴルフ

■堀さんへ垂の大会二連覇

り満場一致で賛同を得た｡従って次

参加者大募集

ただきました｡謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

されました｡ で､永年にわたり母校､そして後輩に多大なご貢献を

ラブと明大マスコミ会それぞ の創立乗の中心メンバー ました｡Mcでは前身である接合ジャーナリストク

のご自宅で眠るように逝かれたとのことでした｡ でした｡入院､そして手術と病魔と闘い､最期は都内 は元気なお姿がみられただけに､ただ 驚くばかり

た日中戦争｣(芙蓉書房刊) など多数の著作も残され 事史などの研究にも力を注がれ､近著の｢戦線から見 役専務などもつとめられました｡退職後は近代日本軍 主に報道部門を歩み'後年､スタジオアルク代表取締

なお､葬餞を有志が弔問､Mc名で供花させてい

のは今年の正月とのことでしたが､1月26日の総会に ンのため急逝されました｡享年76歳｡体調を崩された

西岡香織さんが4月29日午後7時20分､胆管細胞ガ 創立来メンバーの西岡香織さん

西岡さんはニッポン放送からフジテレビに移られ､

酸台ジャーナリストクラブ､明大マスコミ会とも

学を目指す本学の教育改革の最先端 う国際日本学部は､個を強‑する大

｢明治大学の新たな挑戦IL とい

に先立って行われました｡ 月釦日開かれた初のマスコミ交流会 される国際日本学部の説明会が､3
明治大学に20‑8年4月に新設

校友団体をサポートしてくだきっ 年前まで広報部でマスコミ関係の

はMc誕生には因縁も深く､3

部長に栄進されました｡中岡さん 画部調査課長の中岡久さんが広報

中岡久さんが広報部長に

明治大学の4月1日人事で､企

醸陸離酪酸

合いました｡ 谷学長と親し‑懇談して理解を深め

わった50人余のマスコミ関係者が細 初の交流会ではM cメンバーも加

ましょう｡なお､あわせて開かれた

たな風が吹き込んできます｡期待し

とのことですが､わが明治にまた新

だが､中身は貪欲｡8月に正式決定

ンになるといいます｡ 新機軸で､キャンパスも和泉がメー

募集学生は30 人｡最小の学部

一言 ∴ 儷｢

田圃開聞書画

ぴ

(

ｨ耳耳 やﾘ

ﾖ ﾈ

∴∴ 寒ぎヽ∴

霈i F亦

でアニメ学や知的財産権なども学ぶ です｡国際経済や都市論などの一方 マスコミ関係をめざしているところ

興味深いのは進路の柱の一つとして

るとい ます｡中でもM Cとして

的なグローバル感覚を身につけさせ いる第一線の人たちを招増して徹底 装入も外国人は含む海外で活躍して 部に例をみない2 単位も修得し､教 際研究を2本の柱に英語教育も他学 でにない斬新なもの｡日本研究と国 カリキェラム内容も教装入もこれま

とを特色としています｡それだけに､

謡蘭饗

きる真の国際人の育成を目指す｣ こ 会において強い個として広く活躍で に立ち､｢グローハル化した現代社

ろしくお願いいたします｡ ナー｣と期待を寄せています｡よ

ない木村会長も｢頼もしいパート

まの山男｡山好きでは人後に落ち

ります｣｡明治大学カラーそのま

りますし､応えられるようがんば 大学の広報への期待も高まってお

一生懸命努めさせていただきます｡ こまで きるかわかりませんが､ が､今は状況も変わっており､と

｢かつて4年間広報におりました

ていました｡

古巣へ錦を飾られた中岡さん｡

