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裏表紙 キャンパスマップ 

麗澤大学ホームページ内「動画で見る麗澤大学」からも 

該当ページをご覧いただけます。 

⇒ https://www.reitaku-u.ac.jp/

麗澤大学の魅力を動画でご紹介！ 

学部紹介、課外活動紹介のほか、社会で活躍中の卒業生からの

メッセージなど、様々なジャンルの動画をご覧いただけます。 

来春、新設となる「国際学部」についてもご紹介しています。 

ぜひご覧ください！！ 
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－開催概要－ 

名称：平成 31年度麗澤大学父母懇談会 

日時：2019年 9月 28日（土）9：30 ～ 16：30 

受付：校舎「かえで」１階 学生ラウンジ 

時  間 名  称 場  所 

9:30 

～10:50 

キャンパスライフ相談会

就職、留学、履修、奨学金
校舎「かえで」1階 学生ラウンジ 

個別面談（事前案内の方のみ） 校舎「かえで」4階 

11:00 

～11:50 
学部・専攻別懇談会 

外国語学部： 

校舎「かえで」5階 1502教室 

（後半に専攻別懇談会があります） 

経済学部： 

校舎「かえで」6階 1602教室 

12:00 

～12:50 

会食（立食パーティ） 

学生発表、教員との交流 
学生食堂「ひいらぎ」 

13:00 

～14:50 

全体会 

学生発表、特別講演 
校舎「かえで」5階 1503教室 

15:00 

～16:30 

個別面談（一般） 

外国語学部 面談待合室： 

校舎「あすなろ」5階 2505教室 

経済学部 面談待合室： 

校舎「かえで」5階 1503教室 

キャンパスライフ相談会

就職、留学、履修、奨学金
校舎「かえで」1階 学生ラウンジ 

－教室変更のご案内－ 

 今年度は父母懇談会へのお申込み人数が過去最高となりましたため、収容人数等の関係

により、一部の使用教室が事前案内より変更となっております。本紙記載の会場をよくご

確認の上、間違いのないようにご注意ください。 
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－開催プログラム詳細－ 

 

１-１．キャンパスライフ相談会（午前の部） 9：30～10：50 

会場：校舎「かえで」1階 学生ラウンジ 

キャンパスライフに関するご相談に、専門部署の職員がお応えします。 

当日受付順にご案内しますので、ご希望の方はお早めに相談会受付をお済ませください。 

①留学相談（グローバル戦略室） ②奨学金相談（学生支援グループ） 

③履修相談（教務グループ）  ④就職相談（キャリア支援グループ） 

・相談希望の方は、会場案内に従って「キャンパスライフ相談会受付」にお進みください。 

・受付順に番号札を配布します。番号札の数には限りがございますのでご注意ください。 

 なお、午前中に配布する番号札は午前の部にご案内できる人数分のみとなります。 

 午後の部は、全体会終了後（14：50頃～）から受付開始予定です。 

・相談内容により、お呼びする順番が前後する場合がございます。ご了承ください。 

 

 

１-２．個別面談（事前案内の方のみ） 9：45～10：50 

会場：校舎「かえで」４階 各教室 

成績通知書等の資料に基づいて、教員との個別面談を行います。 

ご子女のことで質問・相談等ございましたら、ご遠慮なくお聞きください。 

面談待合室 校舎「かえで」4階 １４０１教室 

・面談時間開始 10分前までに、待合室にお越しください。 

 

 

２．学部・専攻別懇談会 11：00 ～ 11：50 

学部別の取り組み等について、ご紹介いたします。 

外国語学部 校舎「かえで」5階 １５０２教室 

経済学部 校舎「かえで」6階 １６０２教室 

 

外国語学部 専攻別懇談会 

※外国語学部のみ、途中で会場を移動して専攻別懇談会を開催します。 

英語コミュニケーション専攻 

英語・リベラルアーツ専攻 

英語・英米文化専攻 

１５０２教室 

（移動なし） 

ドイツ語・ドイツ文化専攻 １４１３教室 

中国語専攻 １４１２教室 

国際交流・国際協力専攻 １４０１教室 日本語・国際コミュニケー

ション専攻 

１４０２教室 
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３．会食（立食パーティ） 12：00 ～ 12：50 

会場：学生食堂「ひいらぎ」 

昼食を立食パーティー形式で提供します。教員や他会員との交流をお楽しみください。 

メイン司会は学友会所属の学生が行います。また、文化系部活動の活動発表を行います。

４．全体会・特別講演 13：00 ～ 14：50 

会場：校舎「かえで」５階 １５０３教室 

◎開会挨拶

― 後援会会長、大学学長

◎学生報告 後援会より活動支援をしている学生団体からの報告会 

― ASPIRE、Japanesia 

◎特別講演  株式会社八天堂 代表取締役社長 森光 孝雅 講師

― 「人生、今日がはじまり ～よい品、よい人、よい社会つくり」への挑戦～」

５-１．個別面談 15：00 ～ 16：15

会場：校舎「かえで」４階、校舎「あすなろ」４階 各教室

成績通知書等の資料に基づいて、教員との個別面談を行います。 

ご子女のことで質問・相談等ございましたら、ご遠慮なくお聞きください。 

面談待合室 

外国語学部 校舎「あすなろ」５階 ２５０５教室 

経済学部 校舎「かえで」５階 １５０３教室 

・お席を離れる場合は、面談時間開始 10分前までに待合室にお戻りください。

５-２．キャンパスライフ相談会（午後の部） 15：00 ～ 16：30

会場：校舎「かえで」1階 学生ラウンジ

キャンパスライフに関するご相談に、専門部署の職員がお応えします。

当日受付順にご案内しますので、ご希望の方はお早めに相談会受付をお済ませください。 

①留学相談（グローバル戦略室） ②奨学金相談（学生支援グループ）

③履修相談（教務グループ） ④就職相談（キャリア支援グループ）

・全体会終了後（14：50 頃～）より、午後の部の受付を開始します。相談希望の方は、

「キャンパスライフ相談会受付」にお越しください。

・受付順に番号札を配布します。番号札の数には限りがございますのでご注意ください。 

・相談内容により、お呼びする順番が前後する場合がございます。ご了承ください。
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外国語学部の現状・取り組み 

平成 31 (2019) 年 4月外国語学部は 1年生 348名、編入生 20名を迎え、学生募集もおかげさ

まで堅調です。外国語学部の現在の取り組みをいくつか紹介いたします。 

① 廣池学園が創立 100周年を迎える 2035年に照準を合わせ＜Reitaku University Vision 2035＞

を策定し、外国語学部各専攻も具体的な数値目標を掲げ教育・研究力の向上に努めています。

② 令和 2 (2020) 年度に予定されているカリキュラム改訂の骨子がほぼ固まりました。カリキュ

ラムの抜本的なスリム化と体系化に取り組んでいます。

③ ①の Vision において (専攻)語学力の 3 年終了時数値目標（語学検定試験等の平均値等）が

示されました。これを受け、1～3 年生全員に語学試験を実施し、かつ指導体制を整えます。

ドイツ語・ドイツ文化専攻と中国語・グローバルコミュニケーション専攻に関しては「国際コ

ミュニケーション英語能力テスト(TOEIC)」600点以上も 3年終了時の目標としました。

④ 令和 2年度に「中国語専攻」は「中国語・グローバルコミュニケーション(中国語 GC) 専攻」

に改称され、カリキュラムの全面的見直しを行います。英語も必修となる他、当専攻専用寮「チ

ャイハウス」では日常的に中国語・中国文化に触れることができるようになります。また専攻

専用の「チャイラウンジ」を設置し、教員・上級生が課外で中国語指導に取り組みます。3年

生前期には全員が中国語圏に留学を予定しています。

⑤ 令和 2年度「国際学部」が開設されます。日本学・国際コミュニケーション専攻と国際交流・

国際協力専攻は国際学部国際学科内に設置されます。これに伴い外国語学部は 2020年度新入

生より 4専攻 (英語２専攻、ドイツ語ドイツ文化専攻、中国語・グローバルコミュニケーショ

ン専攻) 体制となります。

⑥ 「ホスピタリティ入門 I・II」「ホスピタリティ概説 I・II」（ANA 総合研究所との連携授業）

の履修(済)者を対象に、「旅客サービス業務体験学習」を成田空港で実施します (参加者 20

人、9/5～9/6、9/12～13)。またパークハイアット東京（東京新宿区）でのインターンシップ

に 3 名が参加します (9/2～9/16)。TOEIC 600 点以上の学生に受講資格のある Top Level

Englishの受講生を対象に Tokyo Game Show (幕張メッセ、9/11～13) でのインターンシップ

を実施します。

⑦ 昨年度まで外国語学部の内部に設けられていた Center for English Communication (CEC) を

新たに全学組織とし、ネイティブの英語教育エキスパートによる英語授業を全学展開してい

きます。

⑧ 校舎あすなろ 2F (通称 iFloor) は今夏大改修され、英語学修を中心とするフレキシブルなセ

ルフ・アクセスラーニングの場に生まれ変わります (後援会からは多額の資金援助をいただ

き本当にありがとうございました)。 
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経済学部の現状・取り組み 

 

2019年度経済学部は 366名の新入生を迎えることができました。入試難易度は徐々にですが上

昇してきています。経済学部の教育に対する期待は一層高まっていくことと思われます。皆様の

ご期待に応え、社会に貢献できる有為な人材を育成するため、さまざまな教育改革に取り組んで

います。 

 

1． 経済学部は 2016年度に専攻制を導入し、現在は経済専攻・グローバル人材育成専攻・経営専

攻・会計ファイナンス専攻・スポーツビジネス専攻の 5専攻体制となりました。専攻制導入の

目的であった、学生が学ぶべきことの見える化、将来めざす職業に合わせた専門教育体制の構

築、については一定の成果を挙げることができました。2020年度からは AI・ビジネス専攻と

観光・地域創生専攻を新設します。AI・ビジネス専攻ではこれからの AI時代を生き抜くこと

のできるデジタル人材を育成していきます。在学生も AIやデーサイエンスを学べるよう新科

目の追加を随時行っています。 

2． 経済学部ではこれからのグローバル社会を生き抜くために必要な 3 つの言語「統計」「簿記」

「英語」を全員が修得します。「統計」では AI時代を生き抜くために必要はデータを分析する

力、「簿記」では企業の言語である財務諸表を分析する力を身につけます。「英語」については

e-learningを導入予定です。 

3． 初年次基礎教育には特に力を入れます。1 年次は理論を学ぶ「経済原論」「経営学概論」とそ

の演習を行う「基礎ゼミナール」が連携し、徹底した基礎教育を行っています。基礎ゼミナー

ルでは担任教員が学生の見守りを行っており、学業だけでなく生活面などのサポートや助言

を行っています。 

4． 麗澤大学は、創立者廣池千九郎が掲げた「知徳一体」の建学の精神を教育理念としています。

この教育理念をもとに、現代社会の課題を考えるという教育スタイルをとっています。具体的

には、1年次に「現代社会と道徳科学」(必修)で現代社会と道徳の関係性について幅広く学び、

2年次に「道徳科学」で基礎理論を学びます。3・4年次には「道徳科学研究」、「ビジネスエシ

ックス」、「経済倫理」、更に現役の経営者を講師に迎え、麗澤教育の核心である実践的な「道

経一体論」を学ぶ「道徳経営特論」、「道経一体演習」へと展開します。学生のニーズに合わせ

て何年次でも履修可能な「麗澤スタディーズ」、「麗澤スピリットとキャリア」といった科目も

用意しています。 
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キャリア形成支援・就職支援 

 

(1)近年の就職率(％)    

 男子 女子 計 

平成 30年度卒 96.2 97.5 96.8 

平成 29年度卒 96.4 99.6 98.1 

平成 28年度卒 96.6 98.0 97.3 

   ※いずれも卒業直後の 4月 1日現在 

 

(2)今年度の就職環境 

現 4年生の 9月 1日現在の就職内定率は 67.1％(昨年同時期は 70.4％)です。 

キャリアセンターと密接な関係にある企業からは、「まだまだ充足していない」「説明会を開催し

ても学生さんが集まらない」という情報がたくさん入っています。秋以降もまだチャンスに溢れて

いると想定されます。 

卒業後に就職を希望している 4年生の方で、進路の決まった方へはゼミナールの担当教員やキャ

リアセンターへの進路報告を、まだ決まっていない方へは、キャリアセンターでの個別相談の活用

をお薦めください。秋以降の就職活動においては、概ね学生さんに全く馴染みの無い企業の中から、

安心して働くことができる職場を探さなければなりません。ひとりで求人情報の収集や課題克服を

行っていくには限界があります。  

 

(3)来年度の就職環境(概観) 

現 4 年生の就職活動は 3 月求人公開、6 月選考開始というスケジュールで始まりましたが、実際

は選考や内定出しが昨年以上に前倒しされております。そのため、3 月に説明会が始まったかと思

うと、同月中には選考がどんどん開始されていく有様です。また来年はオリンピックが開催される

関係で、多くの企業が益々早期に採用活動を終えられるように動くことも予想されていますので、

現 3年生には年内からの企業選びや選考対策が重要となってきます。インターンシップの重要性は

高まる一方で、3月の説明会では遅く、2月のインターンシップが実質の説明会の場と化す事が常態

化しています。来年は早期化の加速から年明け早々のインターンシップから選考を睨む必要が出て

きています。就職活動を考えている学生には来年の 3 月からと思わず、1 月には希望企業がいくつ

かある状態が望ましいともいえます。世の中の動きが予想以上に早期化していることを踏まえ、キ

ャリアセンターへの相談、就職活動イベントへの参加を強くお奨めください。 

 

(4)1～2年生 

この期間に充実した学生生活を過ごすことが、よい就職への一番の近道です。学業に打ち込んで

いただくのはもちろんのこと、留学や学内の課外活動、ボランティア活動やインターンシップなど、
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社会や社会人との関わりを積極的に持つことが、進路の具体的なイメージ形成に繋がります。ぜひ、

自ら興味・関心を持ったことにチャレンジさせてあげてください。 

また、日本市場が人口減少に伴い海外へシフトしていくことが予測される昨今、英語ができるこ

ともまた高い評価へつながる要因の 1つとなっております。時間のある低学年次にしっかりと英語

に向き合われることをお奨めします。 

その他、5 年経てば常識が変わると言われるほど世の中の変化は早くなってきています。通常の

学業に加え、自ら社会情勢や IT 技術の進化に伴う未来予測情報などを積極的に取りに行くような

習慣も必要となってきています。 

 

(5)ご子女と進路の話をされる際のお願い －価値観の押しつけはやめましょう－ 

1)就職活動前 

①キャリア教育科目の履修と積極的なキャリアセンターの利用をぜひお勧めください。 

②最も身近な例として、皆様の職業体験・経験をご子女にお話しください。 

③親子といえども、育った時代は異なりますから、価値観が異なるのも当然です。親の価値観

を一方的に押し付けることなく、まずは本人の意思を受容し、尊重してください。 

 

2)就職活動中 

①適度な距離感を維持していただきながら、本人の自発的な行動を促すようにしてください。 

②幼い頃から見てきたご子女の「長所」を認め、指摘してあげてください。 

③何よりも心身の健康に注意を払ってください。就職活動中は今までに経験したことのないス

トレスによって、気持ちが不安定になることもあります。食欲不振、不眠は要注意です。 

④パソコンやスマートフォンに向かわざるを得ないのが「イマドキの就活」とご理解ください。 

⑤基礎情報として、皆様も社会の変化を認識してください(企業の新卒採用活動の動向、1日イ

ンターンシップの増加、勤務地のグローバル化等について)。 

⑥就職活動には思いのほか諸経費がかかります。可能な範囲で経済的な支援をしてください。

就活にかかる費用の平均は、*161,312円です。  

*株式会社マイナビ調べ(2018年) 

 

3)就職後 

麗澤大学キャリアセンターは、卒業後であっても就職・転職・キャリアに関する相談に応じて

います。生涯を通じて一人ひとりのキャリアに寄り添うのが麗澤スタイルです。卒業後もぜひ

気軽にキャリアセンターを訪れてくれることをスタッフ一同お待ちしています。 
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学生活動報告 

 

 

1. 第９５回箱根間往復大学駅伝競走予選会 過去最高の１２位 健闘 

第９５回箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が 2018 年 10 月 13 日（土）に行われ、

残念ながら本戦への出場は叶いませんでしたが、前回１５位から大幅に順位を上げ、出場まであ

と一歩の１２位（１１位との差 １分５０秒）と健闘しました。この結果、本戦では、国川恭朗

選手（経済学部）が「関東学生連合チーム」の一員として第４区を力走しました。また、陸上競技

部の山川監督が関東学生連合チームの監督を務めました。 

 

2. 課外活動で活躍した学生が、麗澤大学後援会から表彰 

学生の優れた活動や努力の成果を表彰することによって、学生のモチベーションを高め、麗澤

大学の活性化に資することを目的とし、後援会による学生表彰が行われています。受賞した学生

は「感謝の気持ちを忘れずに、今後もこの賞に恥じないようにしたい」「この受賞を自信にかえて、

社会に出ても頑張って行きたい」などと話していました。 

 

① 齋藤明希(中国語専攻) 

・2019茨城国体公開競技『武術太極拳』東北北海道ブロック選抜大会」二十六式太極拳 優勝 

・2019年茨城国体の代表選手となり、全日本武術太極拳選手権大会「総合太極拳Ｃ」 ３位入賞 

 

② 工藤優海 (経営専攻) 

・2018年 LPGAステップ・アップ・ツアー  

・Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament（4月 4日～6日） 準優勝 

・ANA PRINCESS CUP（7月 11日～7月 13日）  優勝 

 

③ 国川 恭朗(経営専攻) 

・第 95 回東京箱根間往復大学駅伝競走大会（2019 年 1 月 2 日）関東学生連合メンバーとして往

路第 4区を疾走した。第 4区  国川 恭朗  1時間 5分 29秒（区間 21位相当）。 

・天皇杯 第 24回 全国男子駅伝（2019年 1月 20日）に福井県代表として第 3 区を疾走した。福

井県総合 32位、第 3区  国川  恭朗  25分 20秒（区間 33位)。 

 

④ 佐藤 美礼（スポーツビジネス専攻）、土屋志絵莉(国際交流･国際協力専攻) 

・スポーツビジネス専攻のプロジェクト「第 95回箱根駅伝予選会壮行会」（10 月 1日）、また「第

95 回箱根駅伝予選会」(10 月 13 日)の「応援プロジェクト」代表者として、ポスターの作成お

よび掲示、学生への呼びかけ、応援用バスでの世話係等を積極的に行い、スポーツビジネス専

攻の学生の模範となった。 
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⑤ 奈良崎真人(経営専攻) 

・2年次・3年次と学友会会長をつとめ、学生寮のフロアーリーダーとしてもメンバーを大切にす

るリーダーとして力を発揮した。大学行事であるリーダーセミナーでもアドバイザーとして、

厳しくも温かく後輩を見守り、セミナーを盛り上げた。 

 

⑥ 経済学部 中島ゼミ ﾅｶｼﾞﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾁｰﾑ（沖名祐一郎､石川拓実､長土井春輝､金井梨瑚） 

・第 14回日銀グランプリ～キャンパスからの提言～決勝大会  優秀賞(2位相当) 

日銀本店にて 11 月 23 日に開催された同大会(主催：日本銀行)は、大学生たちが経済・金融分

野の課題解決に向けての提案を論文とプレゼンテーションにより競う大会である。今回は、全

国の錚々たる大学から史上最多となる１４７チームが参加するなか、厳しい予選を経て決勝進

出を果たした５チーム（本学のほか、東京大学、東京経済大学、日本大学、函館大学）により

決勝大会が行われた。 

 

3. 英語教員志望の学生が中学生に英語を教える「英語学習支援プログラム」 

本プログラムは、2015 年度より継続実施しており、麗澤大学の英語教職課程を履修している学

生が、大学近隣の中学校に通う生徒を対象に、英語学習支援ボランティアを本学キャンパスで行

うもので、学生が自主的に運営し、地域社会貢献かつ実習経験の機会となる活動として取り組ん

でいます。参加者の中学生から「とても分かりやすい授業だった」「楽しかった」「来年もまた参

加したい」などの感想を得ています。2017年に本プログラムを実施した学生 3 名が教員採用試験

に合格しており、教員を目指す学生にとっても実践の場となる貴重な経験になっています。 

 

4. ドイツ語で日本を紹介！ ドイツ留学中の学生たちが現地日本デーで活躍 

“リトルジャパン”と称されるほど、欧州最大級の日本人街があることでも有名なデュッセル

ドルフでは日本文化を紹介する『日本デー(独語で Japan-Tag Dusseldorf)』が盛大に行われます。

千葉県はデュッセルドルフ市と姉妹都市であることから、毎年出展し、県の PR を行うと同時に、

日本文化を紹介しています。今年（2018 年 5 月 26 日）もドイツに留学している学生が千葉県 PR

ブース等の運営ボランティアとして活躍しました。麗大生がボランティア活動に入るのは 4年目。

今年は折り紙と習字を体験するブースをドイツ語で運営しました。 

 

5. 学生×教職員×柏市役所×柏市内企業の協働プログラム「麗澤・地域連携実習」始動 

本学は 2017 年より、市が直面している課題の原因や解決策を考え提案する、ＰＢＬ型(課題解

決型学習)科目を開始し、実践的な教育活動を学部 1 年生から導入しています。2018年度は、柏市

役所ならびに柏市内の企業、茨城県境町と連携して行いました。学生は課題の調査の過程で柏市

役所や企業からの聞き取り調査を行い、担当部局や企業の方へ解決策の提案を行ないます。学外

の方々の協力を得ながら学ぶ経験を多くもつことで、学生のこれからの大学における活動の幅を
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確実に広げ、多様な視点から物事を考えられるような人材を育成したいと考えています。 

6. スタートアップ支援プログラム 始動

本学は、2019年度より「麗澤スタートアップ支援プログラム」を開始します。身の回りにある

課題に着目し、その解決・改善のための方策を考案することを通じて、人々の生活に変革をもた

らしたり、新たな市場を開拓することを「スタートアップ」と言います。今の社会では、ビジネ

スの種になる課題を発見し、その解決策を考案できる人材、つまりスタートアップができる人材

が求められています。 

本プログラムは、麗澤・地域連携実習を体験した学生や自主企画ゼミナールなどで PBL (Project 

Based Learning：:課題発見解決型）学習を実践している学生に、ボランティア活動に留まらず、

事業化につなげる学びを提供するプログラム（全 4 回）です。講師には、スタートアップ支援の

専門家で、日本だけでなくアメリカでも複数のスタートアップの経営に参画されている飯野将人

氏（ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ（株）共同代表）をお迎えします。将来、起業を目指

している学生にはもちろんですが、そうでない学生にとっても本プログラムの学びを通じて、学

生の社会人基礎力の向上に資すると考えております。 

7. ホスピタリ Teeプロジェクト

今回上野周辺で開催したプロジェクトは、株式会社ディノス・セシールや株式会社インパクト

の協力を得て、忍者や地蔵のキャラクター付きの“Need Help? I Can Help!”などと書かれた T

シャツを着用し、外国人観光客のお手伝いをするボランティア活動です。道に迷っている外国人

観光客を道案内したり、カメラのシャッターを押してあげたりするだけではなく、話しかけて一

緒に会話をすることが日本旅行の思い出になればと考えており、多くの観光客をお手伝いし、会

話を楽しみ、結果として彼らの帰国後も SNSなどで繋がることも少なくありません。平成 26年に

活動を始めて、今年で 17回目を迎えます。 
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キャンパスがロケ地になっています 

 

 

種別 放送(上映)日 タイトル 放送局(配給) 

平成 29 年（2017 年） 

ドラマ 4月 29日 世にも奇妙な物語 フジテレビ系列 

ドラマ 6月 11・18・25日 
櫻子さんの足下には死体が埋まっ

ている 
フジテレビ系列 

ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ 6月 19日 YOUは何し日本へ テレビ東京系列 

ドラマ 7月 17日～ サチのお寺ごはん 名古屋テレビ、千葉テレビ 

ドラマ 10月 2日 新・十津川警部シリーズ TBSテレビ系列 

ドラマ 10月 29日 BORDER－贖罪－ テレビ朝日系列 

ドラマ 11月 15日 相棒 16 第 5話 テレビ朝日系列 

ドラマ 11月 21日 明日の約束 第 6話 関西テレビ・フジテレビ系列 

平成 30 年（2018 年） 

映画 1月 20日～ 嘘を愛する女 東宝 

TV-CM 2月～ AOKI「フレッシャーズ 2018」 全国民放各局 

ドラマ 2月 5日 海月姫 第 4話 フジテレビ系列 

ドラマ 4月 1日 京都南署鑑識ファイル 12 テレビ朝日系列 

ドラマ 4月 14日 いつまでも白い羽根 第 2話 東海テレビ・フジテレビ系列 

ドラマ 4月 24日 花のち晴れ 第 2話 TBSテレビ系列 

映画 4月 27日 となりの怪物くん 東宝 

ドラマ 9月 1・8日 イアリー 見えない顔 第 5・6話 WOWOW 

ドラマ 5月 19日 正義のセ 第 5話 日本テレビ系列 

ドラマ 5月 29日 花のち晴れ 第 7話 TBSテレビ系列 

TV-CM 7月 4日～ 東京都パラスポーツ観戦促進事業 
フジテレビ、TBS、テレビ朝日、

BS日テレ 

ドラマ 10月 13日 コールドケース 2 第 1話 WOWOW 

TV-CM 12月 20日～ いい部屋ネット（大東建託） 全国民放各局 

平成 31 年・令和元年（2019 年） 

ドラマ 

1月 10・17・24・31 
人生が楽しくなる幸せの法則 

第 1話～10話、チェーンストリー 
読売テレビ・日本テレビ系列 2月 7・14・21・28日 

3月 7・14日＋Hulu 

ドラマ 11月(予定) 情報公開前（撮影終了）  
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学生ラウンジ

ELV
入口

ELV ELV
掲示板

男子トイレ 面談スペース

女子
トイレ 男子

トイレ

入口 内容別相談会
（9:30～10:50、15:00～16:30）

男子
トイレ

ELV

ELV ELV

教員控室 男子トイレ

入口

１Ｆ デッキ

女子
トイレ

多目的

トイレ

キャリアセンター

階段

父母懇談会受付

ELV

麗澤大学教職センター・教務グループ・学生支援グループ

２Ｆ

1308
情報システムセンター

ヘルプデスク

女子トイレ階段

ELV

女子
トイレ

準備室

第2会議室

応接室 第1会議室

1304
機
械
室

1303 1302

事務局長室 副学長室

女子トイレ階段

ELV

経理課 教育研究
支援グループ

外国語
学部長室

経済
学部長室

学長室・IR推進室

1301

３Ｆ
女子トイレ

1305 1306
倉
庫

1307

ELV ELV

男子トイレ 男子トイレ

ELV

４Ｆ
女子トイレ

1408 1409 1410

女子トイレ階段

ELV ELV

1411
1412
【中国語

専攻懇談会
場】

1413
【ドイツ語・ドイツ文化
専攻懇談会場】

1407 1406 1405 1404 1403
1402

【日本語・国際
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専
攻懇談会場】

1401
【国際交流・
国際協力専
攻懇談会場】

ELV ELV

男子トイレ 男子トイレ

ELV

ELV ELV

男子トイレ 男子トイレ

５Ｆ
女子トイレ 男子トイレ

1503
【全体会　会場】
（13：00～14：50）

1504 1505

女子トイレ階段

ELV 1502
【外国語学部懇談会場】

→【英語コミュニケーション専攻、英
語・リベラルアーツ専攻、英語・英米

文化専攻懇談会場】

1501

ELV

ELV ELV

男子トイレ

６Ｆ
女子トイレ

1604 1501

女子トイレ階段

ELV

1602
【経済学部懇談会場】

1601

中央階段 東側階段西側階段

校舎かえで 配置図
＜平成30年度 父母懇談会＞

校舎あすなろへ
繋がる陸橋

内容別相談会テーマ

▶ 就職・進路

▶留学

▶履修（授業関係）

▶奨学金等

経済学部 個別面談会場（および午前の部）
※各面談教室は、個別面談スケジュール（別紙）をご覧ください。
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５F

2507
2506 男

子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

2412

2403

2505
外国語学部
面談待合室

2508

階段

2504

2509

2503

2402

2401

2502
2501

４F

2409
2408 男

子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

2407 2406

2410 階段

2405

2411

2404

ELV ELV

ELV ELV

校舎あすなろ 配置図
＜平成30年度 父母懇談会＞

外国語学部 個別面談会場（午後）
※各面談教室は、個別面談スケジュール（別紙）をご覧ください。

～ご案内～

校舎「あすなろ」２階が大幅リニューアルしました！

面談の前後など空き時間に、ぜひお立ち寄りください。
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キャンパスマップ （父母懇談会用）
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