
 

 

Freshers’ Camp 2019

 
Student ID: 19 KS / 19 KC                  

Name:                                    

Group Number (班番号):                   

Building (棟)        Number               

SC:                                       

   🏁集合場所：明治学院大学体育館前      
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☟持ち物☟                        

 しおり 

 筆記用具 

 1 日目の昼食 

 飲み物 

 お菓子 

 雨具 

 お金（交通費・その他） 

 体育館シューズ 

 常備薬 

 防寒具 

 保険証 

 着替え 

※ラフォーレにお風呂上がりの浴衣はあります

が、夕食やインドアアクティビティ時での着用

はできません。

※手荷物を置く場所は限られているためできるだけ最小限にしてください。 

※救急セットは用意しているので必要な時 SC に声をかけてください。 

 

 

 

 

 

 



2 

 

宿ルール                        

◎ 一般のお客様もいるため自分の部屋や使用する会場以外は出歩かないでください。

/General visitors also use hotel, so don’t walk around there. 

◎ 裸足での移動禁止× 館外への外出禁止×です。/Don’t walk in hotel barefoot. 

Don’t go out hotel. 

◎ エレベーターは一般のお客様を優先しましょう。/Please prioritize general visitors 

in elevators. 

◎ 貴重品は各自で管理してください。必要に応じて部屋に備え付けの金庫も利用してくだ

さい。/Please take care of your valuables by yourselves. If you need, you can use 

the safe in your room. 

※部屋を空けるときは部屋の鍵を一度本部（研修センター）に預けてください。/When leave your room no one, 

please bring your room key to the Key Station 

◎ いかなる場合でも飲酒・喫煙は禁止×です。/Don’t smoke. Don’t drink. 

◎ ゴミは朝の部屋の点検までに指定のゴミ箱に入れてください。/Please put your waste 

into garbage can by the morning inspection 

◎ 布団は使用後にシーツと枕カバーを外し、たたんでおいてください。/After using your 

bed and pillow, please remove the covers and fold them. 

◎ チェックアウト時は各自責任をもって部屋の点検をしてください。/When get out your 

room, please make an inspection by yourselves. 

※毎年、大浴場や部屋に忘れ物をする学生がいます。注意してください。/Some students leave something in 

public bath or rooms every year. Please be careful. 

◎ 宿にある売店は使用禁止×です。/Don’t use shops in hotel. 
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１日目 → 明治学院大学戸塚キャンパス                     

9:00 – 9:15  受付＠体育館前 

 歩いて大学まで行く人は 8:20、バスに乗る人は 8:40 までには戸塚駅に到着する

ようにしてください。/You should arrive at Totsuka station by 8:20 

(walking to school) or 8:40 (using a bus). 

 学校までの道が不安な方はバスを利用してください。/You should use a bus 

if you don’t know a way to Meijigakuin university. 

 案内係は戸塚駅橋上改札、戸塚駅東口、明治学院大学正門前から校舎内にいま

す。/There are some staffs near the station ticket gate (B1/3F), bus 

stop, and near Meijigakuin university. 

 バスは明治学院大学正門（セブンイレブン前のところ）で降車してください。

/You should get off the bus at “Meijigakuin Daigaku Seimonmae” (near 

Seven-eleven) 

9:30  アクティビティ①＠体育館 

12:00 学問への扉＠8号館 

※話を聞きながら昼食を食べることができます。/You can eat lunch during 

speeches. 

13:30 バス乗車＠体育館前→ラフォーレ修善寺 

※そろった班から乗車します。 

-18:40 お風呂 

※大浴場に入れるのはこの時間だけです。/ You can use the large public bath by 

18:40. 
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19:00 夕食＠洋風宴会場 or 和風宴会場 

｜ ※18:50 には班ごとに集合してください。 

/ You should go to “Yofu Enkaijo” or Wafu Enkaijo” by 18:50. 

20:00 

20:15 アクティビティ② 

※夕食から直接アクティビティ会場へ行きます。/You cannot go back to your room 

after dinner.  

23:00 消灯 

※消灯後の移動は控えてください。/ You should not move to other places after 

23:00. 
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２日目 → ラフォーレ修善寺                       

7:30 朝食＠研修センター・レストラン駿河 

 ｜  班：  ：  ～  ：  まで 

9:00  

9:20 荷物を持って移動 

→ No.5、No.6 の部屋へ 

9:45 パネルセクション 午前の部 

①   班－ 班 ＠No.1 

②   班－ 班 ＠No.2 

③   班－ 班 ＠No.3、4 

11:40 Lunch time! 

12:10  パネルセクション 午後の部  

詳しくは p.12,13、別紙参照！ 

※女子トイレは同じ 2階フロア、1 階、そしてサンパティックホールの 1 階 2 階を利

用してください。かなり込み合いますのでこまめに行きましょう。 

13:30 バス乗車 

※そろった班から乗車します。 

16:00 到着・各々解散 ＠小田原駅 
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アクティビティ①                      

１．学部長挨拶 

２．自己紹介 

20 分間自由に自己紹介しあってください。 

３．知恵の輪 

班で輪を作り、両隣以外の人と手をつなぎ、2 分以内に輪に戻り座ります。 

早く座れた班が勝ち！コミュニケーションをとりながら力を合わせて頑張ろう！ 

４．ジェスチャー伝言ゲーム 

一列に並び、後ろの人から前の人に向かってお題をジェスチャーのみで伝えてください。 

先頭の人までうまく伝わるかな？ 

５．班対抗リレー 

二人三脚 → 風船運び → マシュマロ食い競争 → お玉運び → 借り SC 競争 

 

学問への扉 → 8 号館１階・2 階                

大学での学びってどんなものなの？ 

分かっていそうで分かっていない大学での学びについて、 

気になる先生・学問領域の話を直接、ざっくばらんに聞いてみよう！ 

学問への扉を、自ら開いてみてください。 

 第１クール：12:00－12:30 

 第２クール：12:40－13:10 
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☺ 明治学院大学国際学部教員の紹介 

＜国際学科・KS＞ 

阿部 浩己/ABE Kohki 先生（国際人権・難民法） 

自由の風が心地よくそよぐ明治学院大学国際学部で、思いっきり思考の幅を広げ、世界と自分の関わりについて

思索を深めていってください。 

UENO Aviva 先生（専門外国語(英語)） 

Welcome to MGU! Please make every moment of your four years at this university meaningful. Ask 

questions, try new things, and don't be afraid to step out of your comfort zone. I look forward to 

meeting you in your English classes! 

岩村 英之/IWAMURA Hideyuki 先生（経済学、統計学） 

高校時代は理系でしたが、大学は英文学科に入学し、その後思想・哲学を経由して、今は経済学や統計学を教え

ています。先のことは本当にわかりません。 

大岩 圭之助/OIWA Keinosuke 先生（文化人類学、環境問題） 

Welcome! 国際学部はいいところだよ。きっとすばらしい 4年間になる! 

大川 玲子/OKAWA Reiko 先生（イスラーム研究） 

学生時代にしかできないことがあると思います。 

久保田 浩/KUBOTA Hiroshi 先生（宗教学、宗教史学） 

自分にとっての常識を覆すような学びと経験を、4 年間をつうじて積んでほしいと思います。 

熊倉 正修/KUMAKURA Masanaga 先生（経済学） 

大学時代に自分の核となるものを作り上げよう。 

重冨 真一/SHIGETOMI Shinichi 先生（農村研究、タイ地域研究） 

学ぶということは、わからないことが何かが分かるようになるということです。

末内 啓子/ SUEUCHI Keiko先生（国際政治学） 

こつこつのびのび考えましょう。 

孫 占坤/SUN Zhan kun 先生（国際法） 

遊ばないやつは人間じゃない、勉強しないやつは学生じゃない。 

（自分の大学院生時代の恩師の言葉です。） 

高原 孝生/ TAKAHARA Takao 先生（国際政治学、平和研究） 

国際学部、そして YISA へ、ようこそ！ウェブサイトを積極的に活用して下さい。 
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竹尾 茂樹/TAKEO Shigeki 先生（比較文化論） 

新しい思索と経験にチャレンジして下さい。 

田中 桂子/TANAKA Keiko 先生（コミュニケーション・社会言語学） 

夢を持ち、夢を育てれば、夢はあなたを育ててくれます。この４年間、一緒に夢を育てましょう。 

趙 星銀/CHO Sungeun 先生（日本政治思想史） 

人の話を鵜呑みにしない。良質な情報の見分け方を身につけて自分の頭で考える。それを他者に伝える。これか

らの学びのなかでこの三つを忘れないでください。 

張 艶/ZHANG Yan先生（国際経済学、金融論、アジア経済、応用計量経済分析） 

国際学部でさらに国際感覚を身につけ、将来、国際舞台で活躍してください。 

戸谷 浩/TOYA Hiroshi 先生（歴史学、西洋史） 

学んで、恋して、旅をして ― 大学の 4年間ほど恵まれた時はありません!! 

中田 瑞穂/NAKADA Mizuho 先生（比較政治学） 

本を読みましょう。様々なメディアにあふれる情報を批判的に読みとくメディアリテラシーを身につけましょう。 

浪岡 新太郎/NAMIOKA Shintaro 先生（政治社会学、平和研究・比較政治学） 

納得がいかないことを曖昧にしたり、諦めるのではなく、なぜ納得がいかないのか。どうしたら変えられるの

か、を考え続けることは、諦めるよりも楽しいです。 

野口 久美子/NOGUCHI Kumiko 先生（アメリカ史） 

学問の迷宮へようこそ。遠廻りも、廻り道も楽しんでください。 

林 公則/ HAYASHI Kiminori 先生（環境経済学） 

自ら学ぶということを学んでください。 

半澤 朝彦/HANZAWA Asahiko 先生（国際関係論、音楽学） 

新しいスタート、おめでとうございます。 

平山 恵/HIRAYAMA Megumi 先生（社会開発、保険健康） 

高校とは違って「生徒」から「学生」になった皆さん、大学でしっかり勉強して、地位社会、国際社会の一員と

して貢献できる力をつけて下さい。そのお手伝いができれば幸いです。 

森 あおい/MORI Aoi 先生（異文化コミュニケーション、アメリカ文化・文学研究） 

皆さんの夢を叶えるチャンスが、明治学院大学国際学部にはたくさんあります。何事にも積極的に取り組み、有

意義な学生生活を送ってください。 

森本 泉/MORIMOTO Izumi 先生（地理学、ネパール地域研究） 

学内外でいろいろな経験をして、自分の可能性を広げてください。 
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賴 俊輔/RAI Syunsuke 先生（グローバリゼーション研究） 

「勉強」とは「無理をする」という意味です。大学生活、無理をして取り組んでみませんか。 

李 相佰/LEE Sangbec 先生（経済学、日本経済、通貨史） 

分析力を高めて下さい! 

＜国際キャリア学科・KC＞ 

合場 敬子/AIBA Keiko 先生（ジェンダー論、女性の身体性、美の労働） 

少しでも興味があることを積極的にやってみて、自分の視野をできるだけ広げていきましょう。 

李 嬋娟/LEE Sun Youn 先生（労働環境学） 

自分にとって居心地の良い領域から飛び出し新しいことに挑戦してみること! 

ヴィーシィ・アレキサンダー/VESEY Alexander 先生（Japanese Religion, History） 

Welcome to Meigaku!! College is what you make of it, so study hard to find your own path. I shall see 

all of the KC Freshers in the Introductory Seminar.  

カレ・プラジャクタ KHARE Prajakta (Economic Development,) 

I am a new faculty member and I will teach all the KC Freshers in the Introductory Seminar. 

ギル・トマス パラモア/GILL Thomas Paramor 先生（社会人類学） 

自分の買い物袋を常に持ってレジ袋を使わないことで環境を守りましょう。 

タンボ・ムーリ/TAMBEAU Murray (Critical Inquiry & Writing, AEP Corrodaintor) 

I am another new faculty member who will teach the KC Freshers in their English academic skills 

classes.  

 

吉井 淳/YOSHII Atsushi (国際法、海洋法、国際紛争処理) 

 

ワトソン マイケル/WATSON Michael 先生（World Literature, Comparative Literature, 

Narrative and Translation Studies, Japanese Literature, its reception and translation 

Traditional Japanese Culture, Performing Arts “Noh”） 

Welcome Fresherrs! During your time in the Faculty of International Studies, you will have many 

opportunities on and off campus to learn and experience new things. Make good use of every day. Read 

widely. Study together with new friends from different backgrounds. Travel to new places. Think 

globally.  
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アクティビティ②                      

1. 猛獣狩り 

チームが変わるから新しい友達を作るチャンス！！ 

2. アキネーター 

SCが出すヒントをもとに推測して当てよう！ 

3. NG ワードゲーム 

班のメンバーと初対戦！！ 

NGワードを言わないように楽しく会話しよう！ 

4. ブルゾンちえみゲーム 

３人１組のゲーム。Austin Mahone の Dirty Work に合わせてリズムよく答えよう！ 

 

  



11 

 

パネルセクション                      

☺ プレゼンター紹介 

 幡谷 拓弥/HATAYA Takumi（15KS） 

世界青年の船・ヨルダン留学 

井の中の蛙状態を思い知り、レールを外れる勇気とコミュ二ティを広げていく価値を皆さん

にお伝えします。後悔しない大学生活を送るために、皆さんをエンパワメントします！ 

 村山 英里香/MURAYAMA Erika（15KC） 

ダブルディグリー 

大学では様々なことにチャレンジできる機会がたくさんあるので、ぜひ少しでもやりたいと

思ったことはなんでもトライして経験にしてほしいです！ 

 河合 宥哉/KAWAI Hiroya（18KS） 

フィリピンインターンシップ 

明学には、素晴らしい環境、素晴らしい人達がたくさんいます。人との繋がりを大切にして

大学生活を楽しんでください！ 

 

 ブース紹介  

① ボランティアセンター海外プログラム事業部 

② ぽけっと 

③ JUNKO 

④ 相談ブース 



12 

 

パネルセクション                    

国際学科（KS） 

<1 年次> 

○基礎講義科目 

 平和研究の基礎：戦争や平和の概念について考える。 

 文化研究の基礎：ジェンダーや文化の概念についての知識深める。 

 経済研究の基礎：ミクロ経済やマクロ経済、国際経済について学ぶ。 

 現代史：戦後日本の歴史についての知識を深める。 

 Current Affairs 

○基礎演習 

15 人程度の少人数で行われるゼミ（Discussion、Presentation、Report 等）の授業。各自で学習するテーマを決

めることができる→この授業を通して学びたい専攻を考える。年次の終わりに、平和研究/環境問題/多文化社会/

比較文化/国際・比較経済/比較法政の中からより深く学習したい分野を確認する。 

○専門外国語 

3 年次までの必修科目。（1年次：週 2、２年次：週 2、3年次：週 1）TOEFLのスコアによってクラス分けがされ、

英語での Essayの書き方や Presentation やり方などを学ぶことができる。 

○第二外国語 

中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の中から選択する。初級コースから始まるので安心して取

り込むことができる。 

＜2年次> 

○ゼミに所属する 

春学期に各自入りたいゼミを決めて応募する。その際オフィスアワーを利用して先生の研究室で話を聞きゼミに

参加してゼミ選びの参考にすることができる。 

ゼミに入るまでの流れ 
①説明会に出席 
②オフィスアワーに行く（心須ではないが行くと良い） 
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Global Transcultural Studies（KC） 

<Freshman>  

○ Introductory Seminar 

○ Lower Division Classes (economics, culture, society and politics) 

○ Presentation and Seminar Skills  

○ Critical Inquiry Writing  

○ Academic Reading  

○ Second Language Classes 

○ Tutorial  

In the first year, you will take many required Academic English Program classes that 

will help you to improve your English (reading, writing, and presentation) skills. You 

will also take the Introductory Seminar that will start your studies of global and 

transcultural issues. From the fall semester you will start to choose basic classes in 

economics, culture, society and politics, and some of you may even start to prepare to 

study abroad! 

<Sophomore>  

○ Upper Division Classes (economics, culture, society and politics) 

○ Lower Division Classes (economics, culture, society and politics) 

○ Presentation and Seminar Skills  

○ Rhetoric and Research Writing  

○ Tutorial  

In the second year, you will take more classes Lower Division classes, and from the 

fall semester you can take Upper Division classes, too. Many of you will also prepare 

to go on study abroad programs and internships.  
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修善寺 MAP①                                     
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修善寺 MAP②                     
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アンケート QR                  

 

 

 

宿情報🏠                          

 

ホテルラフォーレ修善寺 

〒４１０－２４１５ 

静岡県伊豆市大平１５２９ 

☏：０５５８－７２－３３１１ 

https://www.laforet.co.jp/shuzenji/ 

 


