
　ご挨拶

　人間環境大学大学祭

1

人間環境大学学長　八木　聰明

第31号
平成27年11月30日発行

人間環境大学学生後援会
444-3505  愛知県岡崎市本宿町上三本松6-2

人間環境大学岡崎キャンパス内
Tel/Fax：0564-48-1118

E-mail：gakuseika@uhe.ac.jp

目　　　次

学長ご挨拶………………………… 1

2015年度人間環境大学大学祭……… 2…

　岡崎キャンパス………………… 2

　大府キャンパス………………… 3

2015年度 学生後援会懇談会・交流会…… 4

　人間環境学部懇談会・交流会記録…… 4

　看護学部懇談会記録…………… 5

2014年度 人間環境大学学生実態調査報告書…… 7

大学通信…………………………… 7

　岡崎キャンパス………………… 7

　大府キャンパス………………… 8

2015年度夏の台日交流 in 豊橋…… 8

　平成 27 年度の大学祭が、実行委員のリーダーシップの下に開
催されることになりました。
　本年度の大学祭は、当初その開催が危ぶまれたこともありまし
たが、昨年度の大学祭実行委員の協力もあり、また新たに本年度
実行委員になった学生諸君の情熱と努力のお陰で、無事開催に漕
ぎつけました。今回の大学祭のテーマは「友と歩く」ですが、正
しくそれを現していると思います。また、本年度は看護学部が新
設され、既存の人間環境学部と新しい看護学部がどのように協力
して大学祭を企画運営して行くか、今後の大学祭の在り方を問う
切掛けにもなります。大学祭のテーマである「友と歩く」がここ
でも大切になってきます。
　大学祭実行委員会の皆さんが、望んでいるような大学祭になる
ことを願っていますが、そのためには、多くの学生と地域の皆さ
んの参加が必須です。是非、多くの方々のご参加を宜しくお願い
します。
　さて、昨年、挨拶で述べたように、そろそろ大学祭の固有の名
前を考えてもよい時期になってきています。看護学部も加わりま
したので、両学部の実行委員の皆さんを中心に名称を考えて提案
するのもよいと思います。
　大学祭実行委員会の皆さんの努力が、多くの皆さんの参加と相
まって、素晴らしいお祭りに成ることを祈っています。

（「大学祭パンフレット」より）

　2015年４月に人間環境大学に新たに大府キャンパスができ、看
護学部が開設されました。大学祭も今年度から、岡崎キャンパス
と大府キャンパスで開催されることになり、10月24日（土）と25日
（日）に近隣の住民も多数参加し、模擬店やライブ、映画会、カラ
オケ大会、ビンゴゲームや、大府キャンパスでは看護ブースでの
看護師体験などが盛大に繰り広げられました。大学祭前夜には大
府キャンパスの実行委員が岡崎キャンパスを訪れ、二つのキャン
パスの実行委員の交流会が行われました。
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「友と歩く」

委　員　長	 村井　俊太
総 務 代 表	 岡田　皆実
総　　　務	 上村　朋香
総務兼会計	 北尾　修一
広報責任者	 中山　静香
広　　　報	 吉田　庄吾　高井　　萌　佐竹　風吾
ステージ代表	 森　　友歩
ス テ ー ジ	 新見信太朗　シントルノムナ　矢田　華鈴
出店・展示代表	 安形真由子
出店・展示	 石橋　侑汰　井上　　翼　太田　有也
	 石岡　謙吾　廣野　智之　竹内　雅典
　	 前田　勇樹

岡崎キャンパス・スタッフ

　本日は、人間環境大学大学祭にお越しいただき誠にありがとうございます。
　今年の大学祭のテーマは「友と歩く」です。このテーマは大学祭に来てくださる方々が多くの友人と楽しんで大学内
を歩いてほしいという意を込めて決めました。今年度の大学祭で友人との繋がりの大切さを感じることができる大学
祭にしていきたいと考えています。
　今回の大学祭も、本学学生をはじめ、地域の皆様、協賛を頂いた企業の皆様方の御協力と支えがあって開催するこ
とができました。私自身、多くの人との繋がりの大切さを実感しております。本当にありがとうございました。この
大学祭を通して楽しんで頂くのはもちろんのこと、人と人との繋がりの大切さを感じていただければと思います。

2015年度　人間環境大学大学祭

岡崎キャンパス大学祭実行委員長　村井　俊太
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「Power of Nursing 〜ここからはじめよう〜」

　本日はお越しいただきありがとうございます。
　私たちは「健康づくリ都市宣言」をしたここ大府市で、１期生として看護師という目標のスタートラインに立ちまし
た。そんな私たちの第１回人間環境大学大府キャンパス大学祭テーマは「Power of Nursing 〜ここからはじめよう〜」
です。このテーマには次の３つの思いをこめました。
　１つめは、大府市の方々とのつながりを深めたいという思いです。大学祭を通して地城の方々と出会い、つながり
を深め確かなものにしたいと考えています。
　２つめは、仲間との絆を深めるという思いです。学生や教職員という垣根を超えて大学にかかわるすべての人との
絆を深めたいと考えています。
　３つめは、第一期生としての誇りとプライドを持ち、大学の基盤となる伝続を築き上げることです。
　これらの３つのことをテーマに込め、思い出を築き、今後の発展につなげていけたらと思っています。
　この第一回目の大学祭を成功させるべく大学祭関係者一同、誠心誠意全力で努力してまいりました。大府キャンパ
スの新たな息吹を感じていただけたら嬉しいです。

委　員　長	 安藤　遥郁
副 委 員 長	 兼子　紗弥　横井　弘羽
会　　　計	 池田　未夢
ス タ ッ フ	 青木　茉優　稲熊　友記　臼井　　蓮
	 内海ひかり　門池　由依　上口　莉奈
	 上久保玲奈　川口　由起　紀平ひなの
	 國廣　佑花　佐藤　　凜　周　　　異
	 辻　　珠実　豊永　千翔　中野日和梨
	 古川　七彩　丸地　柚花　肆矢　樹夏
	 山室　茉由　眞玉　茂幸
	 市川　彩果（学結会委員長）
	 神谷　　航（学結会副委員長）
	 平野　愛理（学結会副委員長）
	 川﨑　美祈（学結会委員）
	 北原沙里奈（学結会委員）
	 吉良　愛海（学結会委員）
	 西村　美砂（学結会委員）

大府キャンパス・スタッフ

大府キャンパス大学祭実行委員長　安藤　遥郁
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　2015年度学生後援会懇談会が６月に、人間環境学部は名古屋、浜松、岡崎の３会場で、看護学部は大府で開催され
ました。名古屋会場は10名、浜松会場は５名、岡崎会場は26名、大府会場は42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、人間環境学部では懇談会終了後、希望者との個別の面
談もおこなわれました。
　大学祭開催にあわせて開かれる交流会は、今年度は10月24日に開かれ、28名の出席者がありました。今年度は人間
環境学部の高橋蔵人准教授の「私が臨床心理学で学生に伝えていること」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、子供に対してどのように接すればよいか、よいヒントが得られた」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。懇談会でのご意見を以下にご紹介します。

（Ｑ：質問　　Ａ：回答　　Ｃ：コメント・感想）

人間環境学部懇談会・交流会記録
Ｑ：TOEICや英検など、語学についてどういう指導を

しているのか？
Ａ：通常の英語授業に加え、９月に英語セミナーを開

催し、英語基礎力をつけさせるトレーニングを行っ
ています。また、入学時点で語学のプレイスメン
トテストを行い、語学レベルに応じた指導を行っ
ています。

Ｑ：海外への留学制度はあるのか？
Ａ：大学としての制度はありませんが、年２回、台湾・

東海大学との日台交流を行っています。ただ、こ
れは１回あたり10日間程度のため、長期留学では
ありません。

Ｑ：大学独自奨学金の継続基準はどうか？
Ａ：１年次終了時点で所定単位数（36単位以上）を取

得していれば次年度も継続できます。このことは、
入学後４・５月という早い時期に奨学金給付者全
員へ事前説明しています。

Ｑ：大学祭実行委員のように、学生は何らかの大学行
事に関わらなければいけないのか？部活もやって
忙しいので･･･。

Ａ：大学行事があるからといって学生にそのお手伝い
を強制することはありません。

Ｑ：２年次編入で社会科の教員を目指すが大丈夫か？
Ａ：可能です。３年間、教員採用試験の勉強を計画的

に行ってください。
Ｑ：心理コースが思っていたことと違うようだ。体調

を崩したこともあり、今は大学へ行けていない。
今後のことが心配。

Ａ：メンター教員へ何でも相談して欲しい。小さい大
学なので学生がよく見えます。ただし、電話で相
談いただいても電話では回答できないため、お子
様を通じてご相談願います。

Ｃ：環境系の高校を卒業して一旦就職したが、もう一
度志新たに大学へ入学したのでこれからよろしく
お願いしたい。

Ｃ：３月ギリギリで合格したため出遅れ感があったが、
本人は楽しんで大学へ行っているようだ。

Ｃ：教員を目指しているが、国語と社会のみで、数学
が無いから残念だ。

Ｃ：昨年後期の授業に殆ど出られなかった。とにかく
大学に慣れること。自分のことは自分でやらせ、
親は後方支援に回ったことで、自分から大学を続
けたいと申し出てくれた。４月から元気に大学へ
行っている（たまに休むが･･･）。

Ｃ：履修登録を間違えてしまった時、大学としてフレ
キシブルに対応していただき、感謝している。こ
れからもよろしくお願いしたい。

Ｑ：食堂のランチメニューが減って残念と子どもが
言っているが実際はどうなのか？

Ａ：今年度から日替定食と丼をやめ、ラーメン・うど

ん・カレーラースの定番メニューのみとしました。
理由は、今の若い人は定食をあまり好まず、昼食
を安く簡単に済ませる傾向にあるからです。定食
や丼の需要が少ない分利益が押し下げられ、食堂
運営業者の経営に支障を来たしているため、仕方
なくこのような措置としました。その分、コンビ
ニに弁当・おにぎり・パンなどの主食類を増量し
て、少しでも学生から満足が得られるよう努力し
ています。

Ｑ：英語が苦手のため授業へ出席してはいるが、英語
の単位が取れるか心配。大丈夫か？

Ａ：まず授業への出席率が大前提ですが、仮にその単
位を落としてしまったとしても、翌年度に再履修
が可能です。

Ｑ：大学が遠かった分（片道２時間半通学）、就職先は
地元静岡県内にして欲しいがどうか？

Ａ：リクナビ・マイナビなど東名阪中心の就職サイト
より、静岡新聞「新卒のかんづめ」や静岡就職情
報センター「SJCナビ」など、主に地元の就職サ
イトを優先されては如何でしょうか。

Ｑ：６月からでもまだ間に合う資格講座はあるのか？
Ａ：開講が、夏季休業期間中もしくは後期の講座であ

ればまだ十分間に合います。
Ｑ：現在４年生で今年度留年してしまうが、就活はい

つから始めさせればよいか？
Ａ：現在３年生の学生と同じ次年度での就活となりま

すので、後期から始める就職行事には積極的に参
加してください。実際の就活開始は来年３月から
となります。

Ｑ：留年生は奨学金が貸与されないため、学費の工面
が大変。今年の前期までは何とかなりそうだが、
後期の学費が心配である。

Ａ：留年生の教育充実費170,000円（半期）は固定で
すが、授業料は、履修登録単位数に24,000円を乗
じた金額となっています。落とした単位数にもよ
りますが、その単位が少なければ、通常の授業料
380,000円（半期）まで高額な訳ではありません。

Ｃ：高校卒業後、専門学校に進んだがすぐに辞めてし
まった。心理の勉強をしたいと大学へ進学したが、
専門学校とは違い、大学ってこんなに楽しいもの
かと実感している。今は一人暮らしで、新しい生
活にも慣れてきたようだ。

Ｃ：毎日楽しそうに大
学へ通っている。
高校時代、登校拒
否の時期もあった
が、大学ではそれ
が無いので良かっ
た。

Ｃ：１年次に単位がう

2015年度学生後援会懇談会・交流会
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まく取れなかったので、４年間で卒業できるか心
配。今年度、心理コースから経営コースへ変更した。
本人はアニメが好きなようで、大学卒業後アニメ
の専門学校へ進むという選択肢もある。

Ｑ：大学のことについての会話はできているつもりだ
が、家で勉強している素振りを見せないので、親
として学業のことにどこまで関与すればいいか？

Ａ：前期の成績については、９月上旬に学生へ通知す
るので、結果を本人から直接聞いてください。

Ｑ：サークル活動を楽しんでいるみたいだが、授業へ
はあまり出席していないようだ。授業を多く休む
とどうなってしまうのか？

Ａ：普段から、授業は休まず出席するよう指導してい
ます。半期15回（＋試験）の授業の内、６回以上
欠席すると試験の受験資格が無くなってしまうの
で注意してください。

Ｑ：その６回とは半期ごとのカウントか？
Ａ：半期ごとです。欠席が５回近くになると警告を出

してくれる教員とそうでない教員がいますので、
出席回数が心配な学生は自分から教員へ聞きに行
くことをお勧めします。

Ｑ：当初看護学部希望であったが、結果人間環境学部
へ入学した。学内の事情が分からないので、大学
へ行っているかどうか親が分かる方法はあるの
か？

Ａ：高校まではクラスというものがあるため出欠確認
は簡単ですが、大学では授業単位で出欠をつけて
いるため、試験が終わるまで結果は分からない仕
組みです。成績表には授業への出席率は記載され
ませんが、欠席回数が半期５回までのみ受験資格
が与えられます。

Ｑ：４年間で卒業できない学生は毎年どれ程いるの
か？また、途中退学者もいるのか？

Ａ：留年者は毎年何名かいます。また、退学者も年間
数名に及びます。授業への欠席が多いとそれが留
年の第一歩となりますので注意してください。ま
た、精神的に弱い学生は、休学→退学へと繋がっ
てしまうケースが過去見受けられました。

Ｑ：朝が苦手のため、つい寝坊して授業に遅れてしま
うことがある。そんな日に限ってスクールバスが
一杯で乗れないことがあり困ってしまう、と言っ
ているが。

Ａ：１年生は１限目から授業がある日が多いので気を
付けてください。スクールバスは中型のため、時
間帯によっては積み残しが出てしまうことがあり
ます。ただ、今年度より１限目対応便を１便増発
して５便にしましたので、以前に比べ改善できた
と思われます。積み残しが心配な方は一本前の便
に乗るなどの工夫をしてください。

Ｑ：ある科目の教員の指導方法が自分には合わないと
言っているが、実際はどうか？

Ａ：学生本人へ、どの教員なのか確認します。教員名
が分かったら直接その教員へ内容を確認します。

Ｑ：資格講座のリーフレットをもう少し早く貰えれば
子どもに勧めたのに・・・。

Ａ：資格講座リーフレットは、３月中旬に新２〜４年
生の全保護者へ発送する郵便物に同封しています。
また、当リーフレットは、４月初旬の新年度オリ
エンテーションで、新入生を含む全学生へ配布し
ています。

Ｑ：環境社会検定に申し込んだが不開講となってし
まったのは本当か？

Ａ：本当です。申込者が最低開講人数に至りませんで
した。志を持って申し込まれた学生には大変申し

訳なく思っています。
Ｑ：講座が年１回のみだと、その時に申し込まなけれ

ば翌年まで無いので、講座をもっと増やせないの
か？

Ａ：最低開講人数ギリギリで開講する講座もあるため、
年複数回の開催は少々厳しいものがあります。

Ｑ：昨年のオープンキャンパスでのランチが気に入っ
たので昼を楽しみにしていたが、入学したら日替
わりランチが無くなっていたのはショックだった。

Ａ：食堂・売店運営業者の損益を見ながら、大学とし
て精一杯交渉してきましたが、最近の若者は定食
や丼をあまり好まず、昼食を安く簡単に済ませる
傾向にあるため、どうしても食堂の採算が合わな
くなってしまいました。よって、食堂は3種類の定
番メニューに限定させていただき、その分コンビ
ニに弁当・おにぎり・パンなど主食類を充実させ
ました。

Ｑ：弁当を作れない事情があるため食堂を頼るしかな
いが、メニューが少なくて食べる物が無いので困っ
ている。コンビニも、少し時間がずれると菓子パ
ンしか残っていないため、弁当やおにぎりをもっ
と増やして欲しい。

Ａ：コンビニの主食類を増やしましたがまだ足りない
ようですね。このことを食堂・売店運営業者へ伝
えます。

Ｃ：毎日楽しく大学へ通っている。
Ｃ：入学してから体調を崩してしまったが、何とか頑

張って試験が受けられるくらいまで回復した。
Ｃ：大学には職員室が無いので戸惑っているようだ。

人と関わることが苦手なため、今は困ったら学生
支援課へ行っている。

Ｃ：大学での勉強が難しい、PCの授業が苦手、英語の
基礎ができていない、など学業に苦戦しているが、
勉強方法のひとつとして、友だちをうまく使うな
どの工夫をしている。ただ、部活動は楽しいといっ
ている。

Ｑ：前期で単位をおとしたものについてはどうすれば
よいのか？

Ａ：人間環境学部の場
合は次の年度で再
履修ということに
なります。２年の
時間割とは重なら
ないように設定さ
れています。留年
という制度はあり
ませんが、３年次進級時に規定の単位数に不足す
ると演習（ゼミ）を履修できません。その場合は
自動的に卒業が１年遅れることになります。

Ｃ：下宿生の親です。先日の祝日で授業があるときに
大学内で怪我をしました。そのとき学生支援課の
職員の方が対応してくださり、休日にあいている
病院まで連れて行ってくださいました。大事にい
たることではなかったのですが、遠方に住む親と
してはこのような対応をしていただき、とても感
謝しています。

看護学部懇談会記録
　島内学部長から看護学部の特徴について以下のよう
な内容で説明がされました。
１）本学部の一番の特徴は本邦初でもある学部と大学

院修士・博士の３課程同開設による一貫教育と幅
広い分野・領域設定による総合的・体系的な教育



6 7

の実現である
２）学部教育では教育・指導が行き届くように通常の

授業形態と、小グループ制での指導体制
３）専門職として生涯継続的に学習し、自立性・主体

性をもって社会貢献と自己実現ができる行動力を
培う

４）国家試験100％合格に向けて試験対策専任教員の採
用、判断力・技術力育成のための「技術トレーニ
ングルーム」の設置、保健師資格・養護教諭一種
資格取得コースの他、四つの看護強化プログラム
を設定、国際看護教育など充実したカリキュラム
を準備

５）学生・保護者・教職員が一体となって看護学部の
歴史を創設していきたいので、ご協力をお願いし
たい。

　引き続き講義や実習、国家試験、学生生活について
の説明が担当教員からされたのち意見交換がおこなわ
れました。
Ｑ：学生生活をするにあたり、学生同士の意見交換用

の掲示板があると良いのではないでしょうか。
Ａ：大学の事務から学生全体に連絡するものは用意し

ていますが、学生同士で意見交換をする掲示板は
ありません。学生が自由に意見交換し、友人を作り、
交友を深められるような、掲示板を用意すること
について検討します。予算をどこから出すかにつ
いても今後検討しますが、7月の後援会役員会でこ
のようなご意見をいただいたことについてお話し
したいと思います。

Ｑ：大学から振り込みのお願いが多いですが、共働き
のため平日に休みを取って振り込むということが
難しいです。できれば、コンビニやATMなどで振
り込めるようにしてほしいです。

Ａ：事務で検討し、その結果については後日お子様を
通してお伝えします。

Ｑ：実習着が紫色で派手ですが、この実習着で実習に
行くのでしょうか。

Ａ：大阪の服飾専門学校からデザインを募集して、こ
のデザインに決定をしました。多くの学校では薄
いピンクやグリーンですが、本学では一目で人間
環境大学の学生と分かるように、紫のラインの入っ
た濃いピンク色の実習着としました。実際に学生
が着用すると、とても可愛らしく、似合っています。
大学のパンフレットにも実際に着用した写真があ
りますので、ご覧いただきますと印象がおわかり
になると思います。

Ｑ：実は私の働いている病院では、白い実習着にピン
クのエプロンを着用して学生が実習に来ていまし
た。患者から、エプロンのピンク色に対して、派
手な色でいかがなものかと苦情が入り、エプロン
の着用がなくなった経緯がありますので、患者か
ら苦情があるのではないかと心配です。

Ａ：実習着の白色は、昔は多かったです。しかし、今
はグローバル化し、日本にも海外のようなピンク
や紫などの派手な色のスクラブが導入されるよう
になりました。海外ではもっと派手なデザインが
主流になっておりますし、教員は学生さんよりも
よりカラフルなユニフォームを着用しますのでご
心配ありません。

　　そして、見た目も重要ではありますが、髪型、言
葉遣い、人として相手を尊重することが重要です
ので、そこをしっかりしていただければ、ご心配
ありません。万一何かございましたら、教員がサ
ポートに回ります。

Ａ：ちなみに、男性のユニフォームはブルーです。

Ｑ：実習先の割り振りはどのようにされるのでしょう
か。大学側で傷害保険に入りましたが、学生がバ
イト、サークルで何かあった時にも使える、学内
学外ともに保険のきく内容にしてほしいのですが。
また、健康診断や抗体検査をしてもらいましたが、
健康診断の内容に聴力などの一般的な項目や、抗
体検査に一般的な検査項目を入れていただけたら、
奨学金の申請の際に提出する（健康診断の）書類
として使用できるので、そのようにしてほしいです。

Ａ：基礎看護学実習Ⅰは１週間、Ⅱでは２週間、３施
設に分かれて実習に行きます。実習地について、
とても遠方で通えないなどの特別な事情のある方
には、一定期間内に申し出るようにお伝えし、実
際に数人から申し出がありました。実習ⅠとⅡで
は異なる病院に割り振る予定ですので、実習期間
が１週間である実習Ⅰと、２週間である実習Ⅱの
どちらで頑張って通うか等踏まえて申し出ていた
だくようにお話ししました。また、男性が固まら
ないような配置をし、教員も大人数をバランスよ
く配置しています。

　　傷害保険については、実習委員会で検討するよう
にご意見を挙げたいと思います。健康診断は、法
律に基づいて行っています。法律に基づかない内
容は、経費と必要度を考えて実施の有無を決めて
います。今年度はすでに健康診断などが終わって
おりますので、次年度から本日の内容をもとに検
討します。

Ｑ：大学側でセッティングしているワクチン接種です
が、日時について案内していた期間が短くて、大
学でワクチン接種をすることができませんでした。
もっと前もって、十分期間をとって連絡をしてほ
しいです。また、図書館を利用していて学生や教
職員の話し声が気になるようです。

Ａ：連絡事項については、教員の会議で検討します。
図書館については、もってのほかですのですぐに
注意いたします。

Ｃ：１） 教室の後に着席している３分の１の学生は講
義を聞いていない。机の上に飲み物を出して
飲んでいるが、講師は注意しない。

　　２） 講義担当の講師によっては、声が小さくて後
ろの席では聞こえないことが多い。

　　３） ロッカーを整備して、私物が入るようなスペー
スがほしい。

　　４） 食堂はいつ整備されるのか。今すぐにでも整
備をしてほしい。

　　５） 学生数が多くなる4年後までには休憩スペース
が十分に確保できているのか。

　　６） 雨天時の傘立ては十分整備されているのか。
学生数が増えた時には現状の「ひさし」の長
さや玄関のスペースから考えると傘からのし
づく等による事故も心配。「傘のしずく落とし」
などの設置を検討してほしい。

　　７） 大学名は変更しないのか。「医療環境」などの
分かりやすい大学名にしてほしい。
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　2014年12月に、人間環境大学人間環境学部１年生〜
４年生および人間環境学研究科Ｍ１年生〜Ｍ２年生に
学生生活に関するアンケートを実施いたしました。ア
ンケートの結果について以下の報告が出されています。
詳細については人間環境大学HPでご覧いただくことが
できます。
①　日常生活については、パソコンは75％の学生が自

分用のパソコンを保有している。しかし2008年に
は約９割の学生が保有していたことからすると保
有率はかなり低下している。しかし98％の学生は
インターネットなどで様々な情報を入手できる環
境にある。これは2008年度の65％にくらべて大幅
に増加している。これは学生の保有する携帯電話
がインターネットもに対応したスマートフォンの
保有率が88％と大幅に増えたことによるものであ
ろう。新聞は2008年の調査と同様、約半数の学生
しか定期購読していない。起床および就寝時刻は
全国の若年者と比較して、起床時刻は平均的であっ
たが、就寝時刻については若干遅い傾向にある。
特に、午前1時以降に就寝する学生が、全体の半数
近くを占めるため、今後生活リズムを乱さぬよう
な生活習慣指導が必要である。

②　学生の読書時間については約４割がほとんど読書
をせず、読書をするとしても１週間に１時間以内
ときわめて読書量が少ない。

③　学習時間については、全国の大学生が年々減少の
傾向にある中、本学学生についても減少しており、
調査開始以降初めて１日の学習時間がほとんどな
いと１時間未満と回答した学生を合わせると約３
分の２という数字を示した。大学での講義科目の
単位認定が１時間の講義に対してそれとは別に２
時間の予習復習を必要とすることから考えると、
きわめて重大な問題である。また、オフィスアワー
を利用したことがある学生が３割しかなく、６割
以上が利用したことがないと回答した。オフィス
アワーをもっと積極的に利用できるよう改善する
必要があろう。さらに、今後、日常的に学習する
習慣を身につけさせる指導体制の整備が急務とい
える。

④　学内生活では、クラブ・サークルへの加入状況は
以前の調査では全体の６割を示していたが、今回
は47％となり、加入率が大幅に低下している。以
前は下宿生の占める比率が高く、サークル活動に
参加する割合も比較的高かった傾向にあるが、約

８割を自宅生が占めるようになり、サークル活動
が衰退してきている。サークル活動に参加する学
生数の減少についてはさらに詳しい調査が必要で
あろう。

⑤　通学にかかる時間は、30分以上１時間未満と回答
した学生が最も多かった。前回の調査時より通学
時間が短くなっており、近隣の学生が増えている。

⑥　図書館の利用者は、１週間のうちほとんど利用し
ない学生が約７割となっている。授業以外の学習
時間は自宅でも学内の図書館でも少ないことがわ
かる。

⑦　スクールバスは、週５回利用者が最も多い。これは、
学生はほぼ毎日登校しているということを示して
いる。しかし、食堂の利用者については約６割が
ほとんど利用していない。食堂の運営については
改善する必要があろう。一方、売店については毎
日ではないが定期的に利用してる。

⑧　学外活動については、アルバイトをしている学生
が６割を占めた。アルバイトをする回数は週３日
程度がもっとも多い。１ヶ月の収入金額について
は５割の学生が５万円を上回る収入を得ている。
職種としては飲食と販売がもっとも多い。

⑨　大学についての設問では、入学後の大学へのイメー
ジが、入学当初と変わらないとしたものが４割、
良くなったとするものが24％、悪くなったとする
ものが28％となっている。悪くなったとする学生
が全体の３割弱いることは大きな問題である。特
に大学の立地についての不満が高い。

⑩　大学の全般的なことについての評価の回答では、
教室環境、施設、設備、時間割編成、事務職員の
対応など、全般的な評価は平均的であるが、食堂・
売店についての不満は相当高い。

【課　　題】
１．就寝時刻が深夜に及ぶ弊害（生活リズムの乱れ）➡

対策：時間管理、生活習慣指導の徹底
２．学習時間の低下➡対策：学習習慣を身につけさせる

ための指導体制の整備
３．クラブ・サークル活動不参加学生の増大➡対策：学

生間での盛り上げ支援
４．週５日登校学生への均一的学生サービス・教育指導

体制の充実➡対策：教職員による指導体制の見直し
５．食堂・売店などの福利厚生施設のサービス➡対策：

サービスの改善による利用者増

2014年度　人間環境大学学生実態調査報告書

岡崎キャンパス
●バレーボール大会
　バレーボール部主催で６月27日（土）に岡崎キャンパ
ス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13団体、63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「森のくまさん」チーム、
準優勝は「小人と巨人とサボり」チームとなりました。

●救命講習会
　岡崎キャンパスでは11月25日（水）、岡崎消防署本宿
出張所から講師に来ていただき、救命講習会をおこな
いました。AED（自動体外除細動器）の使い方を含めて

心肺蘇生法を学びました。

●「医療事務」資格講座新規開講のご案内
　岡崎キャンパスでは、全学年を対象に、今年度新た
にニチイ学館の協力を得て「医療事務技能審査試験対
策講座」を開講します。なお、本講座は看護学部生も
受講可能です。
　日時　平成28年２月２日（火）〜19日（金）２〜４時限目
　場所　本学313教室
　費用　43,200円（ 講座料とテキスト代を含む。試験費

用が別途必要となります。）
＊受講費用は通常価格の54%引きです。

　申し込み締め切り　平成28年１月14日（木）
※詳細は岡崎キャンパス就職・進路相談室まで

── 大 学 通 信 ──
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大府キャンパス
●備品の購入
　学生後援会より、学生掲示板（スタンド式）２台、
傘の滴取り1台、テント1張を寄贈いただきました。早速、
大学祭でテントが活躍しました。
　傘の滴取りの設置により、雨天に傘を持ち込め傘立
て不足の解消にもつながります。
　学生掲示板は「自由に使える掲示板が欲しい」との
学生の要望からラウンジに設置しました。新入生や一
緒に学ぶ学生の交流の手段として活用されることを期
待しています。

●大府キャンパスランチの提供
　大府キャンパスでは９月16日より、昼休みにＴラウ
ンジでファミリーマートによるランチの試行的販売を
開始しました。学生アンケート（11月実施）で「前期
よりランチ販売の利用が増えた」と６割の学生から回
答を得ました。
　当初は、お弁当、おにぎり、カップ麺・スープ、パン、
お菓子などでしたが、最近はサンドウイッチ、サラダ、
パスタ、ケーキ類なども販売しています。
　そして、看護学部生を対象に10月13日より、学生後
援会のご支援により「食品購入割引券」の運用を開始
しました。
　食品購入割引券は１枚が50円の割引券となっており、
１冊（11枚綴）単位で大府キャンパス事務室で無料で
受け取ることができます。学生は、購入の際に現金と
食品購入割引券で支払います。

●大府シティ健康マラソン大会　救護スタッフ
　11月８日（日）大府市政45周年記念事業として第30回
2015大府シティ健康マラソン大会が開催されました。
本学看護学部には地域コミュニティの拠点として『地域
貢献室』を設置しています。大府市民の健康チェックや
健康相談などを行う「まちの保健室」を開設し、学生ボ
ランティアが地域住民の健康管理や増進について体験
的に学ぶことを目指しています。本学看護学部の学生
も救護スタッフとして参加しました。
　参加した学生は、「雨で寒かったけど、無事に終わっ
てよかった。」と感想を述べていました。

　2015年夏の台日交流は、９月１日から６日の６日間の日程で「豊橋青少年センター」にて合宿を行いました。豊橋の
「歴史と文化」というテーマのもと、宗教・祭り・農業・交通・筆・動物保護の各グループに分かれて調査が進められました。
　普段の学習とは違った体験ができ、さらには台湾という離れた場所で暮らす、文化の違う学生と寝食を共にし、学
習するこの交流は、私たち学生にとって今後の将来に大きな影響を与えてくれるものでした。学生が主体となるこの
活動では、ほぼすべての作業を私たちで行う必要があるため、責任感が求められます。初めて顔を合わせる人との発
表に向けての共同作業はとても難しいものですが、作業を進めていく中で徐々に友好関係が築かれ、会話が増えてい
くことに喜びを感じていく学生は少なくはなかったはずです。交流が終わる頃には、笑顔でお別れを言い合えるほど
のすばらしい光景が広がっていました。今回の交流も、学生皆にとって良い体験を行うことができたと思っています。
　本学と愛知大学、台湾の東海大学との交流は、今回で19回目を迎えました。このたびの活動におきましても学生後
援会からの多大なご支援を賜りました。心より感謝と御礼を申し上げます。

人間環境学部　３年　森　友 歩
（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）

【編集後記】
　松韻第31号をお届けします。大府キャンパスに看護学部が開設され、人間環境大学が２学部体制となってから初め
ての大学祭が開催されました。キャンパスが離れているため交流はあまりありませんが、大学祭などのイベントを通
じて二つのキャンパスの学生同士の交流が深まることを願っています。今回は大学祭のニュースと６月に開催された
懇談会について大きく取り上げました。
　学生後援会へのご意見・ご要望などがありましたら岡崎キャンパス学生支援課内学生後援会までお寄せください。

（Ｈ）

●３年生向け就職対策講座のご案内 
○ 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」
　日程　平成28年１月５日（火）〜７日（木）３〜４限目
　場所　本学313教室
　費用　8,000円（教材費含む）
　締切　平成27年12月18日（金）
○ 採用一次試験（筆記）合格のための「SPI試験対策講座」

／本番直前対策コース
　日程　平成28年１月13日（水）〜２月24日（水）９日間18コマ
　場所　本学311教室
　費用　18,000円（教材費含む）
　締切　平成27年12月21日（月）
※詳細は岡崎キャンパス就職・進路相談室まで


