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　東北地方につづき九州地区も震災にみまわれ早期の復興復旧
が心より望まれます。
　科学や技術の進歩・変化のみならず気候や自然を含めた取り
巻く環境も昔以上にそのスピードの速さや変化を感じます。
　しかしどんな時代でも「変化への対応・基本の徹底」は生き
抜くための人類のみに許され、学ばされた経験という技そのも
のではないでしょうか。新しい学部の設立もその表れでありま
しょう。
　一方、後援会におきましても創立の精神を受け継ぎ学生、教
職員との気持ちを一にし、学生の勉学・交友の場としての知
識・視野を広める大学学生を全面的にバックアップしてゆかね
ばなりません。まさに後援会の基本の徹底です。
　人間を取り巻く環境を変えてゆく、いや環境にあわせて生き
抜く技量を付けてゆく、これぞ「人間環境大学」の真骨頂。そ
のための「変化の対応・基本の徹底」を意識し尽力して参ります。
　今後とも皆様方のご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
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平成27年度事業報告 平成27年度決算報告

　平成28年４月３日（日）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教室に置いて平成28年度総会
が開催され、平成27年度事業報告および決算、平成28年度新役員、平成28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
小林佳子様、新美浩子様（当日所用でご欠席）に学長から感謝状が贈呈されました。

平成27年４月２日	 看護学部入学式
平成27年４月３日	 	人間環境学部入学式・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（浜松、

名古屋、岡崎キャンパス、大府キャン
パス）

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（岡崎キャンパス・大府キャン

パス）　　　　　〜25日
平成27年11月	 『松韻』第31号刊行
平成28年２月20日	 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19日	 平成27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月に人間環
境学部は浜松、名古屋、岡崎の３会場で、看護学
部は大府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
会では人間環境学部心理コース准教授の高橋蔵人
先生による講演会も開かれました。

４．新たに開設された看護学部の大府キャンパスに
AEDを寄贈しました。

５．食堂のない大府キャンパスでの食堂補助として、
売店での食券補助制度の運用を開始しました。

６．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、台日交流への支援な
どを行いました。大府キャンパスでの大学祭につ
いては予算決定後に実施することが決まったため、
平成27年度予算に計上されていませんでしたが、
厚生事業費の学生活動補助及び課外活動費の予備
費から経費を出すことで対応いたしました。

７．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した。

平成28年度　人間環境大学学生後援会　総会報告

主な事業



平成２８年度

　人間環境大学学生後援会　予算　　

収入の部

平成28年度予算 平成27年度予算 備　考

前年度繰越金 4,777,278 6,042,206
入会金 1,260,000 1,320,000 ＠6,000×210名

年会費 7,380,000 8,160,000 ＠12,000×615名

定期解約 0 0
雑収入 1,000 1,000 決算利息

合　　計 13,418,278 15,523,206

支出の部

平成28年度予算 平成27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 3,850,000 4,150,000
　　　　　　（学生活動・文化事業費補助） 800,000 800,000

　　　　　　（食堂補助/岡崎キャンパス） 1,000,000 1,200,000

　　　　　　（食堂補助/大府キャンパス） 800,000 800,000 昼食補助

　　　　　　（卒業式記念品） 0 100,000 隔年計上(在庫あり)

　　　　　　（卒業ﾊﾟｰﾃｨー補助） 500,000 500,000

　　　　　　（学生用図書購入費） 400,000 400,000

　　　　　　（ＡＥＤ関連費用） 250,000 250,000

　　　　　　（雑費） 100,000 100,000

課外活動費 6,700,000 7,000,000
　　　　　　（クラブ活動費） 2,000,000 3,200,000

　　　　　　（大学祭費用/岡崎キャンパス） 2,500,000 2,500,000

　　　　　　（大学祭費用/大府キャンパス） 1,500,000 0

　　　　　　（事務費） 200,000 200,000

　　　　　　（予備費） 500,000 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 750,000 750,000
HP管理運営費 30,000 30,000
積立金 500,000 500,000
予備費 88,278 1,593,206
次期繰越 0 0

合　　計 13,418,278 15,523,206

学生後援会積立金

平成28年度予算 平成27年度予算 備　考

定期預金繰越金 5,526,006 5,025,001
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 6,027,006 5,526,001
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平成28年度役員

平成28年度事業計画 平成28年度予算

会　　長	 常盤　祐子（人間環境学部）
副 会 長	 永見ゆかり（人間環境学部）
副 会 長	 早川　京子（看護学部）
監　　査	 杉浦すみか（人間環境学部）
監　　査	 大野あけみ（人間環境学部）
常任委員	 表野　敏代（人間環境学部）
常任委員	 柵木　智子（人間環境学部）
常任委員	 鈴木ゆり子（人間環境学部）
常任委員	 横井はるみ（看護学部）
常任委員	 山本　君穂（人間環境学部）
常任委員	 鈴木　千郷（看護学部）
名誉会長	 牧山　助友（学長）
相 談 役	 日比野雅彦（学生部長）
顧　　問	 鎌田　耕治（事務局長）
顧　　問（会計担当）	 今井　　毅（学生支援課長）

平成28年４月２日	 看護学部入学式
平成28年４月３日	 	人間環境学部入学式・学生後援会

総会
平成28年５月	 『松韻』第32号刊行
平成28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28年７月	 平成28年度　第１回役員会
平成28年９月	 平成28年度　第２回役員会
平成28年10月22日	 学生後援会（保護者）交流会
平成28年10月22日	 大学祭
　　　　　〜23日
平成28年11月	 『松韻』第33号刊行
平成29年２月	 平成28年度　第３回役員会
平成29年３月15日	 	平成28年度　学位授与式・卒業記

念パーティー
平成29年３月　　　平成28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、「学
生後援会（保護者）懇談会」を６月に、人間環境学部
については名古屋、浜松、岡崎の３会場で実施い
たします。看護学部については大府で開催予定です。

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」を岡崎キャンパスで開催い
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、新入生歓迎イベント（大府）、バレーボー
ル大会（岡崎）、台日交流（岡崎）への支援などを行
います。

５．学生生活に必要な備品に対しての支援をおこない
ます。

６．平成28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28年３月15日（火）に平成27年度学位授与式がおこなわれ、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、井上真理香さんに学士（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
て渡津恵子さんに修士（人間環境学）の学位が八木聰明学長から授与されました。また、環境コース　早川正晃さん、
経営コース　林　翔さん、心理コースの井上真理香さん、大学院の渡津恵子さんの４名に学長賞が授与されました。
また、今年度から学部長賞が新たに設けられ、環境コースの村田昴平さん、心理コースの佐々木孝太さんと新美友紀
さん、日本研究コースの原カズエさんに授与されました。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、卒業生のご父兄、在学生が多数参加し、盛大に開かれました。

hhh 平成27年度学位授与式 hhh

　平成28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（土）に大府キャンパスで、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（日）に岡崎キャンパスでおこなわれ、看護学部110名（転部生を含む）、
看護学研究科大学院博士前期課程５名、博士後期課程７名、人間環境学部104名、２年次編入生４名、人間環境学研
究科修士課程８名に牧山助友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岩本光介さん、人間
環境学部からは折田昴央さんが入学の決意を述べました。

hhh 平成28年度入学式 hhh
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学　長　式　辞
学長　牧山　助友

（入学式が大府キャンパスと岡崎キャンパスで行われましたが、紙面の都合で大府キャンパスでの式辞を掲載いたし
ます。なお、岡崎キャンパスには来賓として衆議院議員青山周平先生にもご臨席いただきました。）

　人間環境大学看護学部並びに大学院看護学研究科の第２期生として入学された皆さんを心より歓迎します。また、
保護者をはじめ関係者の皆さんにはお喜びのことと、衷心よりお祝いを申し上げます。
　本日はご多忙の中、ご臨席いただきました、久野孝保大府市長、深谷直史大府市議会議長はじめ多くのご来賓の皆
様に心より御礼を申し上げます。
　また、のちほどご紹介があると思いますが、文部科学大臣である馳先生や諸先生並びに本学関係者からもお祝いの
メッセージをいただいており、感謝している次第であります。
　本学の前身は明治39年に設置された岡崎裁縫女学校であり、今年で110年が経過いたします。その後、平成４年度
に岡崎学園国際短期大学として開学、平成12年度に現在の人間環境大学となり、本年は17年目を迎えているとこであ
ります。
　平成15年度には、大学院人間環境学研究科修士課程を開設、平成27年度に大府市に看護学部・大学院看護学研究科
博士課程を開設しました。現在、人間環境大学は、２学部・２大学院研究科を持つ大学になり、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てきています。
　昨年、岡崎キャンパスに加え、ここ、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、久野大府市長、深谷市議会議長をはじめ市職員各位の大変なご
支援をいただきました。また、昨年の学部・看護学研究科の第１回入学式は平成27年４月２日に、大府市役所を会場
として盛大に執り行われました。大府市長はじめ関係の皆様に、改めてお礼を申し上げます。
　大府キャンパスのある大府市は「みんなで輝き	幸せ感じる	健康都市」として、他市に先駆けて実施している中学生
までの医療費無料化や17回の乳児妊産婦健診の無料化といった子育て支援や福祉サービスの充実を図るとともに、こ
れからの超高齢社会を見据えた「ウェルネスバレー構想」を推進するなど、ハード面でもソフト面でも成熟しておりま
すこの大府市に看護学部が設置されたことはまことに意義深いものがあります。
　今後とも久野大府市長、次期市長に就任されます岡村秀人様はじめ市民の皆様、関係者の皆様のご支援をお願い申
し上げる次第であります。
　ここで新入生の皆様に本学の設置理念について、本学が開学した平成12年度第１回入学式における竹市明弘初代学
長の式辞が当時の学生後援会会報に掲載されておりますので、平成12年４月６日に行われた入学式の式辞内容の一部
を紹介し、お話をしたいと思います。
　『人間環境大学第一回の入学式に学生諸君をお迎えすることができ私どもも大変喜んでおります。
　今日は本学の最初の入学式でありますので、まず、この大学の設置されました主旨からお話したいと思います。
　日本の大学の歴史を一新するようなよい大学を作りたいと思ったのです。それはつまり単位取りに終わるのではな
い、大学４年間を終わったときにクリエイティヴな能力と柔軟な適応力とを持つことができるような高度な教養を身
につけた学生を養成する大学を作るということです。私どもが京都大学で大学改革を一緒に相談してやろうとしてい
た時、文部省の担当者の方たちも「このままでは日本の大学教育がうまくいかない」ということを彼らも認めていたの
です。その人たちと相談し、これぞ日本の大学のあるべき姿であるという大学を作ろうと思ったのです。
　それをどう実現するか、そこで私が考えましたのは環境の問題に焦点をしぼるということです。環境とは私たち人
間が自ら形成し自ら育て上げ、そして出来上がった環境に逆に影響を受け、その中で人間が育つもの、それが環境で
あるわけです。
　人間というものは、単に環境に適応し環境の中で生きることで終るような人間以外の動物とは違うのです。むしろ
環境自身に工作をして新しい環境にしたりして環境を創造する動物なのです。ただし、人間が環境を創造する動物で
あるということは、逆に、いったん失敗すると自分たちの生活する環境を失いかねないような運命にあるのだという
ことです。
　環境は、単に人間が環境に適応しさえすればうまくいくというものではなく、環境に対する自分自身と自分の行動
とを自覚するのが人間です。
　卒業したときには環境の全体を見ることができ、人間の全体的形成ができる人間となる。これがわれわれの大学の
理念とするものであります。』と締め括られています。
　竹市初代学長が述べられていることは、現在の本学の理念として脈々と受け継がれていることを確信しております。
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人間環境大学の就活支援について

■人間環境学部における就活支援の取り組み
　本学人間環境学部では、今年度も個別面談に軸足を
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」に力を入れます。
　就活対策としては、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従来までの「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」、「電話応対技能検定対策講座」に加え、今春「医療
事務技能審査試験対策講座」を新たに開講しました。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講じ、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。

１．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
　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。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、これは就職面接等で自
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、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３年生の３月に控える12月に、
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。

　また、余談ではありますがこの式辞の中で、『大学改革を一緒に相談してやろうとしていた時、文部省の担当者の
方たちも「このままでは日本の大学教育がうまくいかない」ということを彼らも認めていたのです。』という「文部省の
担当者の方たち」とは、今考えますとその一人は25年前のこの私であることをこの場で明かしたいと思います。
　また、昨年の入学式において前学長の八木学長式辞で、次のように述べられています。
『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。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。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、
学生生活を送ってください。』
と話されています。このことは初代竹市学長の言う「自己形成」と同義のものです。今一度、先達の学長のことばを新
入生の皆様とともに私たち教職員一同、その意味を噛みしめたいと思います。
　平成23年３月11日に起こった東日本大震災による国難は、今年で５年を経て、今なお続いています。国を挙げての
復旧や復興はいまだ途上に過ぎず、福島第一原発事故はその収束の目途すら十分にたっているとはいえません。被災
地から離れた大府においても、長く心を寄せ、被災地の苦難を我がこととし、復旧と復興を積極的に支援し続けてい
かなければなりません。本学がめざす教育研究の有り様や、看護学で学ぶべきことと深く密接に関わるものであります。
　今日、第２期生として本学に入学する皆さんはこのことを肝に銘じ、自ら行いうる貢献を改めて考え、主体的に行
動することを希望する次第です。
　私もこの４月より本学の学長に就任した者です。私も含め教職員一同が全力を挙げて皆さんのこれからの学生生活
を卒業まで見守ることをお約束します。
　あらためて、皆さんの人間環境大学へのご入学を心から歓迎して、学長の式辞といたします。

平成28年４月２日
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平成27年度看護学部入学者の就活支援計画案（モデルケース）
２年次　　平成28年 夏　　　　　　２年次マナー講座（病院実習前プログラム）

３年次　　平成29年 夏　　　　　　就活スタートアップ講座

夏　　　　　　看護系就活サイト登録、病院・職場研究

夏季休業中　　公務員試験対策講座（有料）、SPI試験対策講座（有料）

秋　　　　　　履歴書・エントリーシート対策講座、演習

秋　　　　　　面接マナー、集団・個人面接対策講座、演習

　　　　　平成30年 冬　　　　　　就職集中講座、履歴書用写真撮影会（有料）

春季休業中　　学内病院説明会、病院見学ツアー

４年次 春〜　　　　　個別面談、履歴書添削、面接指導

２．就職試験対策、各種資格取得対策講座
　　（平成28年度開講予定）
　就職試験対策講座
　○ １泊２日の「就活トレーニング合宿」（３年生対象

に学外研修施設にて12月開催）
　○ 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）
　○ 採用一次試験（筆記）合格のための「SPI試験対策講

座」（２〜３年生対象に春季休業中開講）
　ビジネス系資格取得講座
　○ 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）
　○ 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）
　○ 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）
　○ 医療事務技能審査試験対策講座（全学年対象に春季

休業中開講）

　環境系資格取得講座
　○ 環境社会検定（ECO検定）対策講座（全学年対象に

６〜７月開講）
　○ 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）
　心理系資格取得講座
　○ 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）

３．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、10〜12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月に開催（予定）する「学内企業説明会」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。

就活トレーニング合宿（H27.12.5 ～ 6 開催） 学内企業説明会風景（H28.4.6 開催）

■看護学部における就活支援の計画
　平成27年４月に開設した大府キャンパス看護学部の第1期生が今年2年目を迎えたのを機に、今年度は、看護師とし
て社会に出るための就活準備期間という大切な位置付けとなります。そこで、看護学部が主催する向こう３年間の就
活支援計画案（モデルケース）を以下のとおり策定いたしました。確定版ではありませんが、このタイムテーブルをベー
スに、看護学部として体系的な就活支援を行う予定です。
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人間環境学部オリエンテーション合宿
　４月５日（火）から６日（水）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。

　４月６日（水）に看護学部のある大府キャンパス

では学結会による新入生歓迎イベントが催されま

した。２年生による大学生活をサポートする企

画です。初めての企画ではありましたが新入生に

とっては有意義なものとなったようです。

【編集後記】

　松韻第32号をお届けします。人間環境大学は大府キャンパスにあらたに看護学部が開設され、新たなスタートをきること

ができました。松韻では大学の様々な情報を学生後援会のみなさまにお伝えできるよう努力していく所存です。ご意見・ご

要望は人間環境大学学生支援課内「人間環境大学学生後援会」まで寄せください。

看護学部新入生歓迎イベント


