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　本学は、昨年12月に文部科学省から、看護学部、看護学研究科前期（修
士課程）、看護学研究科後期（博士課程）の合わせて三つの新しい分野の新
設が認可されました。キャンパスは愛知県大府市にあり、JR大府駅から
徒歩２分程度のところです。昨年10月に文部科学省への設置申請が保留
になり、心配していていたところですが、審査委員会で指摘された点に
関して真摯に回答し、いくつかの今後の課題は指摘されたものの、よろ
こばしい結果を皆さんにご報告することができ安堵しているところです。
　人間環境大学は、これまでのどちらかと言えば人文系が主体であった
大学から、どちらかというと理系主体の部分が統合された、本学が本来
あるべき「人」と「人をとりまく」環境について学ぶ体制に向かって、新た
な第一歩を踏み出したところといってよいでしょう。
　しかし、認可は新学部および新大学院研究科の、初めの一歩でしかあ
りません。認可された各々の分野を具体的にどのように運営して行くの
か、それを支える教員と職員がどのように準備し対応して行くのか。こ
れから約３か月の間に、十分とはいえないまでも学部・大学院が円滑に、
しかも人間環境大学の特長を生かして滑り出すための準備を、教職員が
一体となり、法人を巻きこんで急速に進めなければなりません。皆さん
のご協力も、是非、宜しくお願いします。
　さて、人間環境大学は、これらの大きな変化に対応し、また、積極的
に改革を進めて行くための手段として、理事長を委員長とした将来構想
委員会を発足させました。最初の委員は、理事長、学園長、学長、副学
長二人、事務局長です。また、学内には、学長室を設置し、片山副学長
を委員長として、大学改革委員会、IR委員会（IRとはインスティテュート・
リサーチの略、「大学のミッションとその実現のための手段、とりわけ情
報収集と分析」の意味）、学部連絡委員会を立ち上げ、当面、これらのこ
とに関して迅速に対応する仕組みをスタートさせました。
　人間環境大学は、大きな転換期に入りました。会員の皆さんの心から
のご支援をお願いします。

（看護学部　完成予想図　愛知県大府市）
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　2014年度学生後援会懇談会が６月に浜松、名古屋、岡崎の３会場で開催されました。浜松会場は８名、名
古屋会場は６名、岡崎会場は21名が参加、会員のみなさまからのご意見が出され、大学側との意見交換がお
こなわれました。また、懇談会終了後、希望者との個別の面談もおこなわれました。
　また、大学祭開催にあわせて開かれる交流会は10月25日に開かれ、25名の出席者がありました。今年度は
人間環境学部学部長の磯貝教授の「職業と収入の関係　― 大学での４年間が将来を決める ―」と題された講
演がおこなわれ、参加者の中からは「内容が現実的で身近な問題でもあり、大変興味深かった」との感想も寄
せられました。その後の懇談会では活発な意見交換がされました。

に上限を設けている。そのため、４年間で平均して
単位を取得していくシステムになっており、１〜２
年生でまとめてとるということはできません。

・農業実習で収穫された物を持ち帰り料理してくれる。
楽しんで学生生活を送っている。

・親元から離したことがなく下宿生活が心配だったが
自立して楽しく生活をしているようで安心できた。

・ある先生の指導のもとでゼミを選択したいと考えて
いたようだが、コース制のためかその先生のゼミに
配属されなかった。

　➡コース制に変更となったため、従来の学科目に対
応するゼミとは指導方法が変化してきている。その
ためゼミの指導は希望する先生とは別の先生になっ
てしまうケースもあるがその先生との関係が切れる
わけではないのでオフィスアワーなどで研究室をた
ずねることで関係を維持することは可能です。

・２年後に社会に出る年齢となるため、社会人として
うまくやっていけるか心配している。

　➡４年生のゼミでは、社会では通用しないことをあ
えて伝えるため、学生をよく叱ることがあります。

・１年生で大学祭実行委員に入っている。この１年で

2014年度学生後援会懇談会　交流会

Ａ．大学運営全般について
・看護学部ができるということだが、具体的な説明が

ほしい。
　➡５月末に申請し10月末から11月にかけて認可され

る予定（12月に文部科学省から設置が認可されまし
た）。看護学部は大府市に設置し、人間環境学部のあ
る岡崎キャンパスはそのまま残るため現在の学生へ
の影響はありません。（大学名は現在の名称をそのま
ま使用し、変更はありません。）

Ｂ．授業に関するもの
・１年生で初めての定期試験に戸惑っていたようだ。

授業が難しく、うまく単位が取れるかどうか心配し
ている。

　➡まずはメンター教員に相談して欲しい。また、た
とえ単位を落としてしまっても次年度再履修できる
システムをとっています。

・新入生なので授業についていけるかどうか心配
・自分が大学生の頃には１〜２年で単位をまとめてと

るということができたが今はどうか？
　➡現在は以前とは異なり、年間で取得できる単位数

懇談会および交流会でのご意見の中からいくつかをご紹介します。
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信濃毎日新聞）に登録するよう指導しています。

Ｄ．学生生活について
・メンターの先生から欠席が多いとの連絡を受け、下

宿先に様子を見に行った。友人もなかなかできない
ようだ。ただ、連絡をもらい、様子を確認すること
で出席状況も改善してきたようだ。

　➡メンター教員やゼミ担当教員とも連絡をとりなが
らサポートしていきます。

・学生相談室でカウンセリングを受けたら、晴れやか
な表情になってとても良かった。

・人間環境大学はコンパクトで面倒見が良い大学とい
う印象を持っている。

・今日の大学祭で模擬店を開いているので、どんな表
情で頑張っているか見るのが楽しみ。

・高校がマンモス校だったため、大学での環境が自分
に合っているようで楽しそうにしている。

・２年生で、単位を取ることに苦労している。また、
将来のことについても早めから考えるようにして欲
しい。

　➡本人からの要望があれば、いつでも個別で相談を
受け付けます。

大学に慣れることと、単位をしっかり取るようにし
て欲しい。定期試験の受験資格は？

　➡授業15回中６回以上欠席した場合および各試験開
始時間に20分以上の遅刻などで受験資格を失います。

・朝が弱いタイプなので、前期の授業を休みがちだっ
たようである。現時点で単位をどれくらい落として
いるか知りたい。

　➡交流会終了後に個別説明をさせていただきます。

Ｃ．就職サポートについて
・ゼミの研究と就職活動が重なってうまく両立できて

いないようだ。
　➡担当の専攻教員に情報を伝え本人に対して指導し

ます。
・きめ細やかな指導をしてもらっているが、中々就職

が厳しいので引き続きよろしくお願いしたい。
・インターンシップに参加する時、親としては当初大

丈夫かなと思ったが、本人は明るく元気良く実習に
参加できたようである。

・３年生のため、来年の就活が心配。長野県出身のため、
できればＵターン就職をして欲しい。

　➡Ｕターン就活ガイダンスを行っています。また、
地元新聞社等主催の就職情報サイト（長野県の場合

バレーボール大会

　バレーボール部主催で６月29日（日）に本学体育館においてバレーボール大会が開かれました。参加者は20
団体90人におよび熱戦が繰り広げられました。試合の結果は優勝が留学生交流室チーム、準優勝は教職員チー
ムとなりました。

（学生後援会から補助が出ています）



2014年　大学祭
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　2014年度大学祭のテーマは「創意大笑」、10月25日、26日の
２日間開催されました。昨年度は台風が予想されたため、大
学祭を中止し、12月にミニ大学祭を開催するという変則的な
スケジュールとなりましたが、今年度は無事に開催すること
ができました。あいにく二日目には少し雨も降りましたが、
１日目は好天に恵まれ地域の子供達もふくめ大勢の参加者で
にぎわいました。
　今年は本学学生たちの展示・ステージの充実にプラスして、

「カンタ！　ティモール映画上映会」・岡崎市地球温暖化防止
隊による体験型展示、ステージでは外部団体によるアコース
ティックコンサート・岡崎市「葵」武将隊演武など、学外との
連携を図り今までと違った盛り上がりが見られました。
　恒例のビンゴ大会、スタンプラリー、おばけやしきには多
くの学生が参加し地元の子供たちと一緒に楽しみました。
　大学祭開催中には、ボランティア活動として、ペットボトル
キャップ（ポリオワクチン代）と未使用の文房具（フィリピン
の子供たちに寄付）を回収し関係団体へ届けました。（学生後
援会から補助を受けています）

パンフレット表紙

地元の子どもたちの“ぬり絵”

ゴミステーション

グレート家康公「葵」武将隊



�大学祭 PHOTOS �

55

大学祭実行委員

音楽研究クラブ

ビンゴ大会

アカペラクラブ

アコースティッククラブ

お茶会
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留学生交流室は留学生のためだけにあるわけではありません。 
日本社会はグローバル化し、時代はまさにボーダレス。しかし、『真の国際化』には程遠いと言われています。それ

は、日本人の多くが異文化へ接触する機会が少なかったからではないでしょうか。本学の学生の中にも、「外国人と話

したこともない!」という学生は少なくありません。留学生交流室では、留学生と日本人学生の交流活動を通して、日

本人学生にも異文化体験をしてほしいと考えています。「ことばの壁」「異文化」「カルチャーショック」それを含めた

関わりが、学生たちの感性を豊かにし、広い視野を養います。せっかく人間環境大学に来たのだから、ここでしかでき

ない出会いと異文化体験をぜひ一緒に。勇気がない学生も、ほら! さぁ。一歩踏み出すことは、そう。容易いのです。 

卓球大会

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

人間環境大学 留学生交流室 とは・・・

１．留学生の学びをサポートしています。

２．留学生と日本人学生が交流するための機会

を提供しています。

学習支援ボランティア

交流室ってどんなところ？留学生

●日本語でおしゃべりできるおもし

ろい場所

●問題があったら教えてくれる

●勉強ができる！

●交流室は食堂みたいないい環境。

ご飯を食べたり、日本人としゃべ

ったり、勉強したりできる。

●信頼して悩みを言える場所

（バレー部主催）ゼミ対抗

バレーボール大会

交流室チーム

優勝しました

留学生と日本人学生の

混合チームです。

交流室ってどんなところ？日本人

●楽しく交流できる場所

●最初は「外国人は言葉が通じな

くて怖い」イメージがあった。

でも、みんな明るくフレンドリ

ー。だから、落ち着く場所

●留学生に中国語を教えてもらえ

る場所

 

留学生の学習支援の一環で、日本人

学生ボランティアが留学生の学習

をサポートしています。学生同士、

共に学べるプログラムです。

流しそうめん
留学生と日

本人学生が協

力をして裏山

から竹を切っ

て来ました。

割るのも大変

環境プロジェクト
留学生と日本人学生の交流活動として、農作業をし

ています。収穫祭を目指して頑張っています

日本人学生にとって、ここがいい
―――交流室からのメッセージ―――

本宿小学校英会話

ボランティア

地域交流

新入生歓迎会

パーティー本学の隣に岡崎市立本宿小学校があります。今回、本宿小学校

さんより本学留学生に『英会話ボランティア』の依頼があり、英

語の授業に参加しました。 の です。
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2014年夏・日台交流 in 豊橋

　2014年夏の日台交流は、９月２日から９日の８日間の日程で「豊橋市青少年センター」にて合宿を行いました。「地

域おこし・多文化共生」というテーマのもと、商店街・外国人経営者の店・農業・日本語教育・食品の各グループに分かれ

て調査が進められました。

　日頃の座学から足を伸ばし、台湾学生と共に学習するこの交流は、視野が広がる機会となっています。学生の自主

運営を主体としており、初めて会う人との共同生活やグループ活動・発表を作り上げていく中で、多くのことを学ば

せていただくことができました。

　合宿を終えて“この交流活動とは何か？”の問いに、「自分自身の再確認と新発見」「人と共に生きること」「時間と空

間の共有からの分かち合い」など、皆がそれぞれにこの活動の魅力を語ってくれました。

　本学と台湾の東海大学との交流は、今回で17回目を迎えました。この度の活動におきましても学生後援会から多大

なご支援を賜りました。心より感謝とお礼を申し上げます。

１年　松下那由
（台日交流の活動の一部には学生後援会からの補助が出ています）
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平成27年度就職関連行事年間スケジュール

就職進路相談室から

　2015年度から就職活動解禁日が今までより３ヶ月お
そい３年生３月になります。本格的な活動に入る前に、
３年生の希望者を対象とする実践的な就職活動講座「就
活トレーニング合宿」が12月６日〜７日の２日間にわ
たって合宿形式で開催されました。今年度の参加者は
30名でした。プログラムは、業界・企業研究にはじまり、
履歴書・エントリーシートなどの応募書類の作成、基礎
能力検査、模擬面接など、就職活動における一連の流
れにそった内容で構成されています。参加した学生か
らは「自分自身の課題が見つかり、目標が見えた」「就
活に対する意識の持ち方が変わった」「普段できないこ
とが経験できた」などの感想が寄せられています。

　１〜２年生の低学年から、将来のキャリアを見据えた講座や行事を積極的に行います。３年生には、３月に解禁と
なる就職活動に備え、後期に就職ガイダンスを合計８回実施します。そして、それまでに自己分析、業界研究、職種
研究などを終え、12月以降は「就活トレーニング合宿」や「就職集中講座」「模擬面接」など、本番を想定したより実践
的な訓練を行うなど、納得のいく就活ができるよう支援して参ります。

学　年 日　程 時　間 教　室 行　事　名 内　　　容 対　象

１年 ４/23（木） ２限 411 キャリアベーシック講座Ⅰ 自分を発見する（大学生基礎力調査Ⅰ） 全員
５/13（水） ４限 222 社会人基礎力Ⅰ（大学生基礎力調査Ⅰ返却） 全員

２年

４/７（火） 10：00
　～11：30 221 キャリアベーシック講座Ⅱ 将来の進路を考える（大学生基礎力調査Ⅱ） 全員

５/６（水） ４限 222 社会人基礎力Ⅱ（大学生基礎力調査Ⅱ返却） 全員
５/20（水） ４限 222 夏季インターンシップ説明会 ２年生の段階から社会や仕事のことを知っておく 希望者
６/24（水） ４限 222 大学院進学ガイダンス 教員と大学院生による講演 希望者
９/30（水） ４・５限 222 キャリアベーシック講座Ⅲ 夏季インターンシップ参加者による実習体験報告 実習生＋希望者
10/28（水） ４限 業界研究セミナー（業界・業種・職種とは） 希望者

３年
前期

４/６（月） 13：40
　～14：10 412 キャリアガイダンス 就職担当教職員による講演 全員

５/20（水） ４限 222 夏季インターンシップ説明会 就活を翌年に控えた夏、実際の仕事を体験する 希望者
６/24（水） ４限 222 大学院進学ガイダンス 教員と大学院生による講演 希望者
７/22（水） ４限 222 夏季インターンシップ

派遣前マナー研修会
社会人としてのビジネスマナー全般修得
　※インターンシップ参加者必須 実習生

夏季休業期間 ＊ ＊ 夏季インターンシップ実習 各企業・団体でのインターンシップ実習 実習生

３年
後期

９/16（水） ４限 221 就職適性検査① 自己適性診断（キャリアアプローチ）　※有料 事前申込者
９/30（水） ４・５限 222 夏季インターンシップ報告会 インターンシップ参加者による実習体験報告 実習生＋希望者
10/７（水） ４限 221 第１回就職ガイダンス 就職活動スタート講座！

　※2016キャリアハンドブック無料配布 全員
10/14（水） ４限 221 第２回就職ガイダンス 自己分析・自己アピール指導 全員
10/21（水） ４限 221 第３回就職ガイダンス 業界研究セミナー（業界・業種・職種とは）

　※10／７実施のキャリアアプローチ返却 全員
10/28（水） ４限 221 就職適性検査② 一般常識・基礎学力テスト（START)　※有料 事前申込者
11/４（水） ４限 221 第４回就職ガイダンス パソコンを使った就活法Ⅰ・Ⅱ（リクナビ・マイナビ） 全員

11/11（水）
４限 221 第５回就職ガイダンス 就活マナー＆ビジネスマナー講座 全員
５限 5PC 就活トレーニング合宿

事前研修会 就活トレーニング合宿参加者への事前指導 合宿参加者
11/18（水） ４限 221 第６回就職ガイダンス 履歴書・エントリーシートの書き方指導 全員
11/25（水） ４限 221 就職適性検査③ エントリシート攻略テスト（基礎編）　※有料 事前申込者
12/２（水） ４限 221 第７回就職ガイダンス

（リクルートスーツ着用） 内定者による就活パネルディスカッション 全員
12/５（土）
  ～６（日） 終日 岡崎

美合
就活トレーニング合宿

（リクルートスーツ着用）
就活本番に向けた１泊２日の就活合宿
キャリア形成演習　※教材費・宿泊費・食費自己負担 合宿参加者

12/９（水） ４限 222 第８回就職ガイダンス Ｕターン・Ｉターン就活ガイダンス Ｕ・Ｉターン希望者

2016年
２/１（月）

午前
311

就職ガイダンスの振り返り
就職集中講座

（リクルートスーツ着用）

○就活本番の心構え、自己分析、履歴書・ES 全員
午後 ○グループディスカッション、面接・マナー対策 全員

16：30～ 313 履歴書用写真撮影
（リクルートスーツ着用） スーツ、髪型・色・長さ注意　※有料（当日申込） 希望者

2016年
２/８（月）～ 終日 232 模擬面接

（リクルートスーツ着用） 本番を想定した二人一組の模擬面接 希望者

４年 ４月以降 ＊ ＊ 学内企業説明会
（リクルートスーツ着用） 開催する場合、時期・形式別途決定 全員

編集後記
　松韻第29号をお届けします。看護学部の設置認可が12月となったため、刊行が遅れました。お詫び申し上げ
ます。ご意見・ご要望は人間環境大学学生支援課内　学生後援会事務局（Tel 0564-48-7811）までお寄せください。


