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マーケティング学科便り

保護者会、開催される

 4 月 6 ⽇（⽊）に⼊学式が挙⾏されました。その⽇の午後

山キャンパスで「経営学部保護者会」が開催されました。当日は、

夫婦で参加された方もお一人で参加された方も

者の方が参加されました。

 最初に、経営学部⻑より、経営学部の教育への考え⽅、教育内容の特徴な

どが説明されました。その後、教務課⻑が保護者の⽅に学⽣に何かあった時にど

こへ連絡したらよいかなどの説明をしました。

 その後、各学科に分かれて、学科説明が⾏われました。

 マーケティング学科の新入生の保護者

の方は、60

が参加されていました。マーケティング学

科は、4 月

⽇でフレッシャーズ・キャンプに⾏きました

ので、そのムービーを最初にご覧いただき

ました。皆様、笑顔でいるご自分のお子

さんの姿を確認し、大変喜んでいらっしゃいました。その後、マーケティング学科の

特徴をお話し、さらに教育の特徴、就職状況などを説明させていただきました。

学科別の保護者会の後は、希望者の方のみ、キャンパスツアーにいかれました。
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特徴をお話し、さらに教育の特徴、就職状況などを説明させていただきました。

学科別の保護者会の後は、希望者の方のみ、キャンパスツアーにいかれました。
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初めまして。今年度より経営学部マー

ケティング学科に助教として着任した

⽥頭拓⼰と申します。

 

私⾃⾝⾃戒の念を込めて申し上げま

すと、高校卒業までサッカ

ていたこともあり、入学時点ではさほど

学習意欲は高くなかったように記憶し

ております。しかしながら、大学に入っ

て初めて勉強の楽しさを知り、次第に

勉強に没頭するようになりました。

 

そのため、

が大学生活で感じた「勉強の楽しさ」

や「考える事の楽しさ」

できればと存じます。

お願い申し上げます。
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そのため、一人でも多くの学生に、私
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 マーケティング学科では、特に保護者の

方から質問は出なかったのですが、他学

科の状況をお聞きすると、留学や資格取

得などについてのご質問があったようです。

また、一人暮らしのご子息にパソコンを購

入すべきかなどの質問が出たようです。

ご子息が入学された経営学部あるいは各

学科の責任者と直接接し、また教務課⻑と接し、⼤学を⾒学いただいて、東洋

大学経営学部に入ったこと、マーケティング学科に入学したことが間違いなかった

と保護者の方々に思っていただけるように、我々は教育内容に日頃工夫をして

いるところです。

 また、東洋大学

で⾏う⽗⺟

相談に来られます。それに対応するために教員・職員も参加します。白山校舎

では、今年は
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ています。今年は、

す。今年の⼊試結果、⼊試の特徴などが⼊試部⻑から説明されると思います。

その後、学部学科ごとにブースが設けられ、興味のある学科に高校の先生たちが

訪れ、個別にご相談やご質問に対応するようになっています。当日は、経営学

部の各学科の学科⻑も全員参加して、対応いたします。私も、当⽇、お待ちい

たしております。どうぞご参加のほどお願いいたします
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大学経営学部に入ったこと、マーケティング学科に入学したことが間違いなかった

と保護者の方々に思っていただけるように、我々は教育内容に日頃工夫をして

甫水会と大学との共催

懇談会が各地で開催されます。この懇談会に学生の保護者の方が

相談に来られます。それに対応するために教員・職員も参加します。白山校舎

日には、マーケティング

名の教員が出向して、ご父兄の方々の相談・質問に対応すること

日（木）入試説明会が白山校舎で開催

東洋⼤学では、毎年、関東地域の⾼校の先⽣を対象に⼊試説明会を開催し

日（木）に白山校舎で入試説明会が開催されま

す。今年の⼊試結果、⼊試の特徴などが⼊試部⻑から説明されると思います。

その後、学部学科ごとにブースが設けられ、興味のある学科に高校の先生たちが

訪れ、個別にご相談やご質問に対応するようになっています。当日は、経営学
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