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　人間環境大学学生後援会会員の皆様
　昨年度に引き続きまして、後援会会長を務めさせていただき
ます小林佳子です。
　この４月、人間環境学部・新設の看護学部とも、学生たちは
新たな意志を持ち、入学・進級のスタートを切られましたこと
をお喜び申し上げます。
　学生たちには自身の目指す勉学に勤しみつつ、多方面に学ぶ
学友たちと交わり認め合い、意義高い学生生活を送っていただ
きたいと願います。
　大学は飛躍の年となりました。
　後援会におきましても、両学部のめざす指針に添い、学生た
ちの将来を見守る会員の皆様のお声を受け止め、創立時より受
け継がれております学生・教職員との気持ちが通い合うための
存在でありたいと、役員一同一層努力していく所存でございま
す。
　広がる未来を真に感じる一年となるでしょう。どうぞよろし
くお願い申し上げます。

　2015年４月、岡崎キャンパスに続き二つ目のキャンパスとして愛知県
大府市に大府キャンパスが完成しました。大府キャンパスには看護学部
と大学院看護学研究科（博士前期・博士後期課程）が新たに設置されました。
　３月29日（日）には竣工式が挙行され、大府キャンパス1階エントラン
スで行われた修祓式では、施主、来賓、施工関係者ら約60人が参列する
なか、河原次瞭学園長、河原成紀理事長、八木聰明学長、島内節看護学
研究科長･看護学部長、津村謙様をはじめ、塩崎恭久厚生労働大臣、藤原
勝彦衆議院議員鈴木淳司秘書、深谷勝彦愛知県議会議員、大府市の久野
孝保市長、鈴木隆市議会議長、矢田宏子石ヶ瀬自治区区長、長廣徳密株
式会社綜企画設計会長、藤本和久矢作建設工業株式会社代表取締役社長
により玉串が奉奠されました。
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平成26年度事業報告 平成26年度決算報告

　平成27年４月３日（金）人間環境大学人間環境学部入学式終了後、岡崎キャンパス２号館221教室において平成27年度総会
が開催され、平成26年度事業報告および決算、平成27年度新役員、平成27年度事業計画および予算が原案通り承認されま
した。また、総会終了後、４年間にわたり学生後援会役員をお引き受けいただき、学生後援会の活動にご尽力いただきました
山本陽子様、前田直樹様、齊藤恵子様に学長から感謝状が贈呈されました。

平成26年４月３日	 	平成26年度　入学式・学生後援会
総会

平成26年５月	 『松韻』第28号刊行
平成26年６月	 学生後援会（保護者）懇談会
	 地方会場（浜松、名古屋、岡崎）
平成26年７月	 平成26年度　第１回役員会
平成26年９月	 平成26年度　第２回役員会
平成26年10月25日	 学生後援会（保護者）交流会
平成26年10月25日	 大学祭
　　　　　〜26日
平成27年１月	 『松韻』第29号刊行
平成27年２月21日	 平成26年度　第３回役員会
平成27年３月15日	 	平成26年度　学位授与式・卒業記

念パーティー
平成27年３月21日	 平成26年度　第４回役員会

１．全国各地の会員の皆様との懇談の場を設けるため
の「学生後援会（保護者）懇談会」を、６月に浜松、
名古屋、岡崎（本学）の３会場で実施いたしました。

２．学生後援会会報『松韻』を年２回刊行いたしました。
３．大学祭第１日目の土曜日に気軽に参加できる「学生

後援会（保護者）交流会」を開催いたしました。交流
会では磯貝明学部長による講演会も開かれました。

４．学生活動への補助として、クラブ活動、大学祭へ
の補助、バレーボール大会、留学生交流イベント、
台日交流への支援などを行いました。

５．平成26年度卒業生に記念品を贈呈し、卒業記念パー
ティーを実施いたしました。

平成27年度　人間環境大学学生後援会　総会報告

主な事業



平成２７年度

　人間環境大学学生後援会　予算

収入の部

平成27年度予算 平成26年度予算 備　考

前年度繰越金 6,042,206 6,262,614
入会金 1,320,000 840,000 ＠6,000×220名

年会費 8,160,000 6,000,000 ＠12,000×680名

定期解約 0 0
雑収入 1,000 1,000 決算利息

合　　計 15,523,206 13,103,614

支出の部

平成27年度予算 平成26年度予算 備　考

学生後援会懇談会運営費 250,000 250,000
厚生事業費 4,150,000 3,000,000
　　　　　　（学生活動・文化事業費補助） 800,000 800,000

　　　　　　（食堂補助） 2,000,000 1,200,000

　　　　　　（卒業式記念品） 100,000 100,000

　　　　　　（卒業ﾊﾟｰﾃｨー補助） 500,000 500,000

　　　　　　（学生用図書購入費） 400,000 200,000

　　　　　　（ＡＥＤ関連費用） 250,000 100,000

　　　　　　（雑費） 100,000 100,000

課外活動費 7,000,000 7,000,000
　　　　　　（クラブ活動費） 3,200,000 3,200,000

　　　　　　（大学祭関連） 2,500,000 2,500,000

　　　　　　（事務費） 200,000 200,000

　　　　　　（予備費） 1,100,000 1,100,000

印刷刊行費 400,000 400,000
慶弔費 100,000 100,000
事務運営 ･ 会議費 200,000 200,000
事務委託費 100,000 100,000
消耗品 ・ 通信費 450,000 450,000
環境整備費 750,000 250,000
HP管理運営費 30,000 30,000
積立金 500,000 500,000
予備費 1,593,206 823,614
次期繰越 0 0

合　　計 15,523,206 13,103,614

学生後援会積立金

平成27年度予算 平成26年度予算 備　考

定期預金繰越金 5,025,001 4,524,097
定期預金新規 500,000 500,000
定期解約 0 0
雑収入 1,000 1,000 決算利息

次年度定期預金繰越金 5,526,001 5,025,097
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平成27年度役員

平成27年度事業計画
平成27年度予算

会　　長	 小林　佳子（人間環境学部）
副 会 長	 常盤　祐子（人間環境学部）
監　　査	 新美　浩子（人間環境学部）
監　　査	 杉浦すみか（人間環境学部）
常任委員	 永見ゆかり（人間環境学部）
常任委員	 表野　敏代（人間環境学部）
常任委員	 宮道　洋子（人間環境学部）
常任委員	 大野あけみ（人間環境学部）
常任委員	 横井はるみ（看護学部）
常任委員	 早川　京子（看護学部）
名誉会長	 八木　聰明（学長）
相 談 役	 日比野雅彦（学生部長）
顧　　問	 山脇　博美（事務局長）
顧　　問（会計担当）	 今井　　毅（学生支援課長）

平成27年４月	 	平成27年度　入学式・学生後援会
総会

平成27年５月	 『松韻』第30号刊行
平成27年６月	 学生後援会（保護者）懇談会
	 地方会場（名古屋、浜松、岡崎、大府）
平成27年７月	 平成27年度　第１回役員会
平成27年９月	 平成27年度　第２回役員会
平成27年10月24日	 学生後援会（保護者）交流会
平成27年10月24日	 大学祭
　　　　　〜25日
平成27年11月	 『松韻』第31号刊行
平成28年２月	 平成27年度　第３回役員会
平成28年３月15日	 	平成27年度　学位授与式・卒業記

念パーティー
平成28年３月	 平成27年度　第４回役員会

１．各地の会員の皆様との懇談の場を設けるため、人
間環境学部については従来通り「学生後援会（保護
者）懇談会」を、６月に名古屋、浜松、岡崎の３会
場で実施いたします。看護学部の懇談会について
も開催予定です。

２．大学祭第１日目の土曜日に気軽に参加できる「学生
後援会（保護者）交流会」を開催いたします。

３．学生後援会会報『松韻』を年２回刊行いたします。
４．学生活動への補助として、クラブ活動、大学祭へ

の補助、バレーボール大会、留学生交流イベント、
台日交流への支援などを行います。

５．大府キャンパスにAEDを配置、図書館分室への学
生用図書購入など、学生生活に必要な備品に対し
ての支援を行います。

６．平成27年度卒業生に記念品を贈呈し、卒業記念パー
ティーを実施いたします。

主な事業予定
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── 大 学 通 信 ──

　平成27年３月15日（日）に平成26年度学位授与式が行われ、人間環境学部人間環境学科の教育課程を修了した105名
を代表して、小田有佐さんに学士（人間環境学）、大学院人間環境学研究科修士課程を修了した６名を代表して森　絵
吏さんに修士（人間環境学）の学位が学長から授与されました。また、自然環境専攻　岡田　真さん、心身環境専攻　
小田有佐さん、歴史文化環境専攻　原田識子さん、大学院の森　絵吏さんの４名に学長賞が授与されました。学位授
与式終了後、学生後援会が主催する卒業記念パーティーが学生食堂において卒業生、先生方、卒業生の保護者、在学
生が多数参加し、盛大に開かれました。

hhh 平成26年度学位授与式 hhh

学　長　式　辞

　修士課程、学士課程を修了され、修士及び学士になられた皆さんにお祝いを申し上げます。また、保護者をはじめ
関係者の皆さんにも、衷心よりご卒業のお慶びを申し上げます。また、お忙しい中、学位授与式にご臨席いただいた
諸兄に心から感謝いたします。
　卒業生の皆さんは、人間環境大学で「知」を学びました。「知」或いは「知恵」の象徴としてフクロウが知られています。
これは、ギリシャ神話にもでてきます。フクロウは、大変興味を引く動物で、夜行性で地面を動く動物、例えば野ネ
ズミなどを補食する猛禽類です。フクロウは、その行動を支えるための固有の特長をいくつも持っています。例えば、
顔面の形状です。地面を動く動物の音とその音源を特定するために、顔面が凹面になっていて、パラボラアンテナの
ように集音を巧みに行えます。また、霊長類のように２つの目が前向きに付いていて、両眼視、即ち立体視ができ、
ネズミなどの動物への遠近が分析できるようになっています。普通、鳥類は目が頭の左右に付いていて、立体視がほ
とんどできません。両眼視はできても、霊長類のように眼球を上下左右に動かすことはできません。しかし、それを
補うように頭が約270度程度左右に回転できます。これは、ほ乳類と違って頸椎が２倍以上もあるからです。しかも、
飛ぶときにネズミなどに羽音が気づかれないように、風切り羽根に消音効果があり、この消音は新幹線のパンタグラ
フに導入されています。などなど、いくつもの特長をもっているために、「知」の象徴として扱われたものと思われます。
　もちろん、皆さんはフクロウのような固有の特殊な身体を持っているわけではありません。しかし、それらよりもっ
と素晴らしい特長、即ち大きな「脳」を持っています。人間環境大学在学中に、皆さんの「脳」は大きく成長しました。
皆さんは、その育成された素晴らしい「脳」を持って、新しい世界に旅だって行ってください。
　最後に、改めて皆さんにお祝いと、今後へのエールを送って私の式辞とします。

平成27年３月15日

学長　八木　聰明
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　平成27年度入学式は、新設の看護学部および大学院看護学研究科が４月２日（木）に大府市役所で、人間環境学部お
よび大学院人間環境学研究科が４月３日（金）に岡崎キャンパスで行われ、看護学部105名、看護学研究科大学院博士
前期課程９名、博士後期課程15名、人間環境学部100名、２年次編入生２名、人間環境学研究科修士課程10名に八木
聰明学長から入学が許可されました。新入生を代表して看護学部からは佐藤凛さん、人間環境学部からは松山丈太さ
んが入学の決意を述べられました。

hhh 平成27年度入学式 hhh

平成27年度入学式にあたって

　本学大学院人間環境学研究科・人間環境学部、及び看護学研究科・看護学部へ入学された皆さん、本当におめでとう
ございます。また、保護者をはじめ関係者の皆さんには大変お喜びのことと推察します。衷心よりお祝いを申し上げ
ます。
　平成27年度から人間環境大学は、２大学院研究科と２学部を持つ大学になり、地域貢献する大学として今までに増
してその内容が充実しました。今までの岡崎市本宿町に人間環境学部・大学院人間環境学研究科を有する人間環境大
学岡崎キャンパスに加え、大府市江端町に看護学部・大学院看護学研究科を有する人間環境大学大府キャンパスが新
設されました。大府キャンパス設立には、大府市長、大府市議会議長をはじめ市職員各位の大変なご支援をいただい
たことを忘れてはいけません。
　二つのキャンパスが、地理的に少し離れていることを勘案し、平成27年度入学式は、２カ所で行いました。人間環
境学研究科・学部の入学式は本宿キャンパスで、看護学研究科・学部の入学式は大府市役所を会場として盛大に執り行
われました。関係諸兄に、改めてお礼を申し上げます。
　さて、入学に当たって新入学者の皆さんに是非伝えたいことがあります。「馬を水辺に連れて行くことはできるが、
水を飲ませることはできない」というイギリスの言葉があります。英文は、You can take a horse to the water, but you 
can’t make him drink.です。日本の教育は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校では、教員から生徒へという一方向
でなされてきました。しかし、大学は、自ら学ぶところです。長い間の習慣を、直ちに改めることは出来ないと思い
ますが、是非、皆さんの頭の中で、はやりの言葉で言えば「パラダイムシフト」をして貰いたいと思います。最近、よ
く「アクティブラーニング」という言葉が、いかにも新しい教育法のように叫ばれています。しかし、大学の教育は元
来アクティブラーニングであって、決して新しいことではありません。皆さんが、自ら積極的に学び、人間環境大学
に入学してよかったと言ってもえるように教職員一同全力を挙げて支援します。皆で力を合わせ、学生生活をエンジョ
イしましょう。
　最後に、もう一度皆さんの人間環境大学へのご入学を心からお祝いして、学長の式辞とします。

平成27年４月

学長　八木　聰明
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就職・進路相談室から

■本学の就職支援の取り組み
　本学では、個別面談に軸足を置き、一人ひとりの希
望や適性に合った就職指導を心掛けながら「個対個のカ
ウンセリング」に力を入れています。就活対策としては、
今年度も企業の採用一次試験（筆記）合格に向けた「SPI
試験対策講座」を開講して学生の基礎学力向上を目指す
他、面接時などでのアピール対策として「自己アピール
力養成講座」を継続開講します。また、即戦力新人を養
成する「電話応対技能検定（もしもし検定）対策講座」、

「秘書技能検定対策講座」、「マイクロソフト・オフィス
スペシャリスト対策講座」を今年度も開講し、更には、
ビジネスに直結した科目「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」、「ビ
ジネスコミュニケーション」、１泊２日の「就活トレー
ニング合宿」の充実を図って、学生の就活力、社会を
見る目、主体的に職業選択ができる力を身に付けさせ
ます。今後も、大学として学生が将来の職業人生につ
いて真剣に向き合う機会をより多く設けるなど具体的
サポート策を実践し、本学の学生支援方針 就職満足率
100％ を達成すべく努力いたします。

■独自の人材教育プログラム
１．キャリアデザインⅠ／基礎編・Ⅱ／応用編
　本科目では、基礎編で「自己分析」や「将来のキャリア
形成」「職業研究」など、自己啓発による職業人意識の
醸成を行い、応用編で「ビジネスマナー」や「自己アピー
ル力」などを身につけさせ、社会人として求められる能
力・スキル・心構えなどケーススタディを交えて学びま
す。そして、就職活動のみならず、実社会でも評価さ
れる人材を育成することを目標とします。
２．夏季インターンシップ
　キャリアデザインⅠ／基礎編、同Ⅱ／応用編のステッ
プを経て、夏季休業期間中に実際の企業等にてインター
ンシップ実習を経験します。社会で働くという就業体
験を通して、仕事に関する知識・理解を深め、自己の適
性や主体的な進路選択能力、社会人としてのコミュニ
ケーション能力等を養成します。平成26年度は、37名（全
員３年生）が本実習を体験しました。参加者の多くが、
社会人としての責任感や仕事に対する取り組み姿勢な
ど、社会で働くことの意味を肌で感じ、また、ビジネ
スマナーやコミュニケーションが如何に大切かを実際
に学ぶことができたと回答しています。
３．ビジネスコミュニケーション
　将来、社会で活躍するためには、専門知識や業務処
理能力だけではなく、多くの人と様々な手段で意思疎
通を図ることができるビジネスコミュニケーションス
キルが必要不可欠です。また、このスキルは、就職面
接等で、自分をよく理解してもらい、正しく評価して
もらうためにも必要な能力です。本科目では、ビジネ
スコミュニケーションの基本から実際までを理解し、
実践に適応しうるスキルの修得を目指します。
４．就活トレーニング合宿（キャリア形成演習）
　本格的な就職活動を翌年３月に控える12月。より実
践的な就活対策として１泊２日の合宿形式で就活力の
強化を図ります。プログラムは、業界・企業研究をはじ

め、履歴書対策、グループディスカッション・集団面接
対策、就活マナー、筆記基礎能力テスト、模擬面接な
どを数多く用意。各自の就活上の課題を明確にし、弱
点克服に向けた個別指導を行います。

■ 就職試験・公務員試験対策、各種資格取得
対策講座（平成27年度開講予定）

　企業の採用一次試験（筆記）のためのＳＰＩ試験対策
講座を開講します。また、面接や自己表現対策として
自己アピール力養成講座を開講し、さらに、本格的な
就職活動を目前に控える12月に就活トレーニング合宿
を開催します。就活トレーニング合宿は、他大学では
あまり類を見ない斬新な企画で、本学就活教育の名物
イベントとなっています。

○採用一次試験（筆記）合格のための「SPI試験対策講
座」（２〜３年生対象に１〜２月集中開講）

○就職面接や書類選考突破のための「自己アピール力
養成講座」（主に３年生対象に冬季休業中開講）

○１泊２日の「就活トレーニング合宿」（３年生対象
に12/５〜５学外研修施設にて開催）

　その他、学生の志向を考慮し、社会のニーズに合致
した以下７コースの資格取得対策講座を格安な受講料
で学内開講します。

　ビジネス系資格講座
○マイクロソフト・オフィススペシャリスト試験対策

講座／Excel（全学年対象に５〜７月開講）
○マイクロソフト・オフィススペシャリスト試験対策

講座／Word（全学年対象に９〜11月開講）
○秘書技能検定２級試験対策講座（全学年対象に５〜

６月開講）
○電話応対技能検定（もしもし検定）３級対策講座（全

学年対象に夏季休業中開講）＜全国の大学初＞
環境系資格講座
○環境社会検定（ECO検定）対策講座（全学年対象に

６〜７月開講）＜全国の大学初＞
○公害防止管理者試験対策講座（全学年対象に夏季休

業中開講）
心理系資格講座
○メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種対策講座
（全学年対象に夏季休業中開講）＜全国の大学初＞
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■就職行事等の年間スケジュール
　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。そして、３年生には、３月
に解禁となる就職活動に備え、９月〜12月までの間に就職ガイダンスを合計８回実施して自己分析、業界研究、職種
研究など就活の基礎を固め、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います。また、４月以降４週連続で開催する「学内個別企業説明会」で、企業人事担当者の生
の声を聞く機会を設けるなど、よりリアルなイベントを行うことで極力ミスマッチを防ぎ、納得のいく就活ができる
よう支援して参ります。

過去の進路状況（平成16年度〜26年度卒業生実績）

就
　
　
　
　
　
　
　
職

【製　　　　　造】 トヨタ自動車、デンソー、アイシン・エイ・ダブリュ、東芝機械、スタンレー電気、日立産機システム、
CKD、林テレンプ、河村電器産業、オークマ、三五、ノリタケコーテッドアブレーシブ、豊興工業、
東海光学、大和化成工業、伊藤光学工業

【流 通 ・ 小 売】 イオン、イトーヨーカ堂、三陽商会、ワールド、ユニクロ、セブン－イレブン・ジャパン、サーク
ルケイ・サンクス、ファミリーマート、ユニー、ユーストア、西友、バロー、フィールコーポレーショ
ン、遠鉄ストア、カインズ、カーマ、ニトリ、ビックカメラ、ヤマダ電機、エイデン、スギ薬局、ドン.キ
ホーテ、レッドバロン

【商　　　　　社】 中北薬品、東陽、ブリヂストン中部販売、ヨコハマタイヤ中部、東海ペプシコーラ販売、ダイドー、
ハヤシ化成、広中電機、石川包材産業、遠藤科学、オザワ科学、中部メディカル、トヨタカローラ愛知、
愛知日産自動車、日産プリンス名古屋販売

【金 融 ・ 保 険】 大垣共立銀行、十六銀行、名古屋銀行、第三銀行、岐阜銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、西尾
信用金庫、豊川信用金庫、半田信用金庫、瀬戸信用金庫、浜松信用金庫、大阪信用金庫、豊橋商工
信用組合、野村證券、三菱UFJ証券、東海東京証券、アーク証券、安藤証券、東京海上日動火災保険、
損保ジャパン、あいおい損保

【住 宅 ・ 不 動 産】 住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、ミサワホーム東海、三交不動産、第一不動産、トヨタす
まいるライフ、サーラ住宅、タマホーム、名古屋セキスイハイム、レオパレス21、小原建設、フジ
ケン、ニッショー、ミニミニ

【教 育 ・ 出 版】 新日本法規出版、三洋堂ホールディングス、学校法人藤田学園、佐鳴予備校、秀英予備校、明倫ゼミナー
ル、蛍雪ゼミナール、エン・ジャパン、三洋グラビア

【環　境　関　連】 三菱電機住環境システムズ、アース環境サービス、土木管理総合試験所、東洋エクステリア、ガステッ
クサービス、東海ガス、東武緑地、額田町森林組合

【旅 行 ・ 運 輸】 名古屋鉄道、JTB中部、近畿日本ツーリスト、クラブツーリズム、エイチ・アイ・エス、リゾート
トラスト、日本通運、西濃運輸、キムラユニティー、中部日立物流サービス、ダイセー倉庫運輸、
名糖運輸、遠州トラック

【情報・サービス】 JR東海パッセンジャーズ、トランスコスモス、富士通中部システムズ、NTTドコモ、プラザクリ
エイト、トヨタレンタリース名古屋、綜合警備保障、学生情報センター、愛知冠婚葬祭互助会、出
雲殿、平安閣、スタジオアリス、安城自動車学校

【外　　　　　食】 モンテローザ、札幌かに本家、ワタミグループ、JBイレブン、アトム、サガミチェーン、ブロンコ
ビリー、五味八珍、物語コーポレーション

【医 療 ・ 福 祉】ベネッセスタイルケア、メディカルケアサービス、日本医療事務センター
【そ の 他 団 体】 郵便事業、郵便局、名古屋市交通局、図書館流通センター、全国のJA、岡崎商工会議所、名古屋勤

労市民生協、トヨタ生活協同組合、みかわ市民生活協同組合
【公 務 員 ・ 教 員】 愛知県庁、愛知県・神奈川県警察、警視庁、東京消防庁、岡崎市・郡上市・富士宮市・昭島市役所、

幸田町・磐田市消防本部、日本郵政公社、愛知県教育委員会、西尾市教育委員会、大橋学園高等学校、
岡崎学園高等学校 など

大
　
学
　
院
　
進
　
学

【国立大学法人】
京都大学大学院（農学・人間環境学研究科）
北海道大学大学院（農学研究科）
弘前大学大学院（教育学研究科）
東北大学大学院（文学・国際文化研究科）
宮城教育大学大学院（教育学研究科）
筑波大学大学院（生命環境科学研究科）
千葉大学大学院（自然科学・社会科学研究科）
東京農工大学大学院（農学府）
東京学芸大学大学院（教育学研究科）
横浜国立大学大学院（環境情報学府）
上越教育大学大学院（教育学研究科）
富山大学大学院（医学薬学研究部）
信州大学大学院（工学・農学・教育学研究科）
静岡大学大学院（農学研究科）
豊橋技術科学大学大学院（工学・農学研究科）
愛知教育大学大学院（教育学研究科）
名古屋大学大学院

（経済学・生命農学・環境学・教育発達科学研究科）
岐阜大学大学院（工学研究科・農学研究科）
三重大学大学院（生物資源学研究科）
神戸大学大学院（国際協力・総合人間科学研究科）
鳴門教育大学大学院（学校教育研究科）
愛媛大学大学院（農学研究科）

【公立大学法人】
高崎経済大学大学院（経済・経営研究科）
静岡県立大学大学院（生活健康科学研究科）
滋賀県立大学大学院（人間文化研究科）
京都府立大学大学院（農学研究科）
神戸市外国語大学大学院（外国語学研究科）
兵庫県立大学大学院

（緑環境景観マネジメント研究科）

【私立】
早稲田大学大学院（会計研究科）
青山学院大学大学院

（会計プロフェッション研究科）
明治大学大学院（会計専門職研究科）
立命館大学大学院（社会学研究科）
愛知大学大学院（文学研究科）
愛知学院大学大学院（心身科学・文学研究科）
愛知工業大学大学院（経営情報科学研究科）
愛知淑徳大学大学院

（心理医療科学・コミュニケーション研究科）
日本福祉大学大学院（社会福祉学研究科）
名城大学大学院（農学・経営学研究科）
人間環境大学大学院（人間環境学研究科）など
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平成27年度オリエンテーション合宿
　４月８日（水）から９日（木）にかけ、人間環境学部新入生対象のオリエンテーション合宿が岡崎キャンパスと伊良湖

国民休暇村において開催されました。岡崎キャンパスでは人間環境学部所属の教員紹介のあと、環境コース、経営コー

ス、心理コース、日本研究コースの概要がそれぞれコース長から紹介され、昼食後はバスで伊良湖の国民休暇村へと

移動しました。休暇村では、基礎ゼミごとにわかれてグループミーティングをおこない、その後交流会では上級生の

指導のもとゲームがおこなわれました。夜は伊勢湾で取れる海の幸や渥美半島の新鮮な野菜を素材とする料理、デザー

トのスイーツもたっぷりのバイキングに舌鼓をうち、二日目には伊良湖岬を散策して帰途につきました。新入生にとっ

てこの合宿が新たな「仲間」作りのきっかけとなったようです。


