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松山看護学部の新設および人間環境学部の学科改組について
　保護者の皆様には日頃より本学へのご支援を賜り心より感謝と
お礼を申し上げます。
　本学は、平成12年度に人間環境学部一学部による単科大学とし
て発足しました。その後平成27年度に大府市に看護学部を開設し
２学部体制となりましたが、さらに平成29年度からは人間環境学
部を改組し、「心理学科」及び「環境科学科」を新設します。また、
新たに松山看護学部看護学科を松山市に新設します。
　人間環境学部心理学科では、人間が生活する歴史・文化的背景，
社会の経済的枠組みや自然科学的視点を理解した上で、誰もが持
つ「こころ」の仕組みを学び、様々な場面における人間の相互理解
と援助の実践的な力を身につけ、個人及び社会全体に精神・心理
的な健康への提案と実践を提供できる人材の育成を図ることを目
的としています。
　人間環境学部環境科学科では、人間が生活する歴史・文化環境、
社会の精神環境、自然環境の普遍的法則、地球生態系の現状とそ
れに対する社会の取り組みや経済社会の仕組みを学び、公的機関
や民間企業、そして消費生活の場で、環境保全に配慮した持続可
能な社会の構築に向けた提案と実践を行うことができる人材の育
成を図ることを目的としています。
　松山看護学部看護学科では、愛媛県松山市に立地することを活
かし、地域医療を担う医療機関での臨地実習等
を中心に、愛媛県、四国地区の地域との連携を
重視し、高いヒューマンケアの実践能力を備え、
基礎的な指導・調整能力を有し、科学的専門的
知識技術を持って、地域社会に貢献できる自立
した看護職人材の育成を図ることを目的として
います。
　本学は今後とも「いのち」「こころ」「環境」を
探求する大学として、さらに発展するよう全学
をあげて取組むこととしていますので保護者の
皆様には引き続きのご支援を賜りますようお願
い申し上げます。 看護学部国際看護学研修パーク・アドベンチスト病院で

（記事は８頁）
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ご　挨　拶

大府キャンパス大学祭

　平成28年度の人間環境大学大学祭が岡崎キャンパスと大府キャンパスで同時開催されることになりました。人間環
境学部のある岡崎キャンパスは17年目、看護学部のある大府キャンパスは２年目を迎え、また、来年度にはあらたに
松山看護学部を開設することになり嬉しく思っております。
　今年の大学祭のテーマは、岡崎キャンパスは「リボン〜繋ぐ想い」をテーマに、「地域の人とのつながり」「未来への
つながり」を深めることに思いを込めています。大府キャンパスは「show one’s originality〜輝け‼ 一人一人の個性」

をテーマに、「地域の人とのつながり」「学部の絆」「一人一人の
個性を生かす」ことに思いを込めています。
　同時に開催される大学祭に相通じているのは、地域や本学の
学生間のつながりを深めるということで、このことは、本学が
将来に向けてより発展するためにいちばん大切なことと思いま
す。
　そのためには、学生のみなさんが一人一人の個性を生かしな
がら、大学での感動体験を自らつくりあげることです。みなさ
んにとっても、大学にとっても素晴らしい大学祭になることを
期待いたします。

（パンフレットより転載）

　人間環境大学大府キャンパスの大学祭が10月22日（土）、23日
（日）に開催されます。本学看護学部は平成27年度に開設し、大学
祭も２年目となりました。
　昨年は、１学年のみでの開催でしたが、皆で力を合わせて取り
組み、地域の方々にも沢山おいでいただきました。今年はさらに
１学年増え、どんなにパワーアップするのか今からとても楽しみ
にしています。
　今年度の大学祭のテーマは、「show one’s originality〜輝け‼ 
一人一人の個性」です。これには、大府市をはじめ、地域の皆様
との繋がり、絆、伝統を大切にしながらかけがえのない一人一人
の個性を生かしたいとの思いが込められています。このテーマに
向けて、大府キャンパス大学祭実行委員会のメンバーを中心に、
学生一同試行錯誤を重ね、一生懸命築き上げた大学祭です。
　皆様、お気軽にご参加いただき、人間環境大学看護学部生と共
に大学祭を作り上げてくださいますように、どうぞ宜しくお願い
致します。

（パンフレットより転載）

2016年度　人間環境大学大学祭

人間環境大学学長　牧山　助友

看護学部長　倉田　節子

学部長からのご挨拶
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　本日は、人間環境大学看護学部大府キャンパス大学祭にお忙しい中、お越し頂きまして誠にありがとうございます。
今年のテーマは「show one’s originality〜輝け‼ 一人一人の個性」です。地域の方との出会いや繋がりを大切にし、一
人ひとりの個性を生かすという意味が込められています。
　今年度の大学祭も、大学祭幹部、先生方、そして地域の皆様の協力のおかげで無事開催することが出来ました。感
謝しています。
　最後まで是非楽しんで下さい。ありがとうございました。

（パンフレットより転載）

大学祭実行委員長　伊藤　萌果

実行委員長からのご挨拶

　本年度の大学祭では養護教諭コースが子ども達の喜
ぶ水風船等の遊びとオレンジリボン（児童虐待防止運
動）への募金を目的にフリーマーケットを開きました。
　地域の方々等のご協力で26,000円の募金を届けまし
た。皆様、ありがとうございました。

3

委 員 長	 伊藤　萌果
副委員長	 富田　真生
	 榊原　崇之
会　　計	 日比野亜希穂

大府キャンパス・スタッフ
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岡崎キャンパス大学祭

委　員　長	 岡田皆実
総　　　務	 上村　朋香　シントルノムナ
	 中村　優樹
会　　　計	 伊沢　正樹
広報代表者	 廣野　智之
	 高井　　萌　鋤柄　結花
出店・展示代表	 安形真由子　深谷　亮介　新見信太郎
	 窪田　有紀　加藤　和意　折田　昂央
	 戸崎　康成　土屋翔太郎

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。今年も無事大学祭を開催できますこと
を嬉しく思っております。また、大学祭を開催するにあたってご支援、ご協力いただいた学生の皆様、教職員の皆様、
企業の皆様には大変感謝申し上げます。今年のテーマ「リボン〜繋ぐ想い〜」は上記のように、沢山の方との繋がりに
感謝することはもちろん、大学祭を通して本学生、地域の皆様と時間や思いを共有してほしいという願いが込められ
ています。
　大学祭実行委員会では、少しでも皆様に楽しんでいただけるよう様々な企画や例年よりバリエーションに富んだ出
店やたくさんの装飾に力を入れて準備してまいりました。少しでも多くの方に参加していただき、大学祭を楽しんで
もらい笑顔あふれる大学祭になることを私自身大変楽しみにしております。また、少しでも人間環境大学の魅力を多
くの方に知っていただき、これからの人間環境大学の発展に繋がっていくよう願っております。

（パンフレットより転載）

岡崎キャンパス大学祭実行委員長　岡田　皆実
「リボン〜繋ぐ想い」
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　2016年度学生後援会懇談会が、人間環境学部は６月に名古屋、浜松、岡崎の３会場で、看護学部は７月２
日に大府で開催されました。浜松会場は10名、岡崎会場は23名、名古屋会場は５名、大府会場は28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22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武田　淳助教（人間環境大学人間環境学部第２回卒業生）の「熱帯雨林の暮らしと自然〜
「自然の護り方」の多様性」と題された講演がおこなわれ、参加者の中からは「今までまるで知らなかったパプ
ア・ニューギニアの姿を知ることができとても面白かった」との感想も寄せられました。（武田助教のコスタ
リカにおける活動が、JICA中部のHPで紹介されています。JICA（独立行政法人国際協力機構）ホームページ
https://www.jica.go.jp/chubuまたは本学HPのニュースからご覧いただけます。）

〈６／18岡崎会場〉
・マイクロソフトオフィススペシャリスト講座の受講

は今年まだ間に合うか。
　➡Excel講座は既に開講してしまっているため難しい

が、Word講座は後期開講のためまだ十分間に合いま
す。

・親として資格を取らせたいと思っているが、本人が
中々その気にならないようだ。親がどんな資格があ
るかよく分かっていないので知らせて欲しい。

　➡資格取得情報は既にホームページに掲載してあり
ます。また、全学生の新年度配布資料の中に資格対
策講座リーフレットを同封しており、２年生以上の
保護者へは、毎年３月中旬の教務課からの発送資料
の中に同封してあります。

・環境社会検定講座が今年も不開講となってしまった
ようで残念だ。来年度こそ開講して欲しい。

　➡確かに当検定講座は受講生不足で今年２年連続不

2016年度学生後援会懇談会・交流会

〈６／11浜松会場〉
・通学時間が長く大変そうだが、毎日楽しそうに大学

へ行っている。
・下宿生で、サークル活動に積極的に取り組んでいる。
・農業実習で収穫した野菜を実家に送ってくるので、

学業頑張っているようだ。
・一人暮らしのおかげで自分の身の回りことができる

ようになったが、学習面で心配な面がある。諦めず
最後まで頑張らせ続けたい。

・現在経営コースだが、簿記が苦手で苦労しているよ
うだ。

・就職エリアを愛知か静岡で迷っている。静岡の場合、
地元の就活サイトを活用したい。

・本学の大学院（臨床心理）を目指しているが、倍率
が高いので他大学の大学院も視野に入れている。

・バイクが好きで、㈱レッドバロンから内定をいただ
くことができた。

人間環境学部懇談会

　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。



6 7

開講となってしまいました。やはり、受講生が１ケ
タでは開講が難しいです。また、講師が指定する月
曜日１限目という日程にも問題があるようですので、
次年度カリキュラム編成時に環境系科目が他の日で
調整できるかどうか検討します。

・どんな資格を取ればよいのか指導してもらえるのか。
　➡勿論です。どんな場面で役立つ資格なのかなどを

説明しますので、ご本人から申し出てください。
・ゼミを心理か日本研究かで迷っているので教員に相

談に乗ってもらいたい。
　➡ゼミ教員に対して、相談に乗るようこちらからも

働きかけます。
・今後、教員免許が取れなくなると聞いたが本当か。
　➡２学科制となる来年度からの入学者については教

職課程が無いため取れませんが、現１年生以上は従
来どおり国語、社会・地歴公民の第１種教員免許状
が取得できますので心配ご無用です。

・インターンシップ先は本人の希望を考慮してくれて
いるか。

　➡環境・経営コースのインターンシップは授業科目
で、各コース内の教員が本人の希望や適性、住所な
どを考慮し、面談を通じて決定しているので問題無
いと認識しています。

・公害防止管理者講座は是非開講して欲しい。
・経営コースでFPの資格取得を目指している。
・心理コースを選んだが、授業の内容が難しくて苦労

しているようだ。
・社会に適応できるだけの力を持っていないのでこれ

からが大変だ。
・今までモラトリアムで生きてきたが、大学３年生に

なるまでに色々なことを経験し、ようやく大人になっ
てきたような気がする。

・親としてホッとするような将来の進路を見つけて欲
しい。

・部活がやりたくて入学したが、学業など大学のこと
を一切話さないので、このような保護者の会がある
ことに感謝している。

〈６／25名古屋会場〉
・本学の大学院（臨床心理）に進学したいがどうすれ

ば良いか。
　➡９月に行われる大学院入試学内選考に出願するの

がいいと思います。そのためには、まず指導教員へ
相談し、願書の他に教員指導の下で研究計画書を作
成することとなります。

・息子が大学のことをあまり話さないので、今日は大
学の支援内容がよく理解できて安心した。

・大学でしっかり勉強しているか心配だが、本人の話
を聞く限りでは楽しくやっているようだ。

・真面目に大学へ行ってはいるが、中々単位が取れな
いようで心配している。

・農業に携わる仕事に就きたいので、本人からまた改
めて就職・進路相談室へ相談に行かせる

　倉田学部長、日比野学生部長の挨拶の後、看護学科
長の篠崎惠美子先生から「看護学部の講義」について、
引き続きキャリアデザイン室長の川北美枝子先生から
「看護学実習および就職について」、さらに国試対策支
援室長の三井明美先生から「国家試験対策について」
そして学生委員会副委員長の臼井キミカ先生から「学
生生活について」のお話がありました。その後質疑応
答に入りました。主なご質問と回答は以下の通りです。

・子どもが毎日満足して通学している。
・ラウンジはあるが、学生食堂や厨房がないため食事

の提供が出来ないと思う。
・ワゴン販売などを検討してもらえないか。
　➡私どもも苦慮をしているところである。昨年度ま

では、ファミリマートさんに販売をしていただいて
いたが、契約がうまくいかず停止となった。現在は、
東海市のパン屋により販売をしていただいている。

厨房がないため、サンドイッチやお弁当の販売と、
ちょっとした文具も販売できないか検討していると
ころである。

・学生が使用できるコピー機を設置してもらうことは
できないか。

　➡学生委員長より、昨年度学生からの要望があり、
業者に相談をしてみたが、学生数が少なく採算が取
れないとの理由で導入できなかった。昨年度より学
生数が増えているため、今後も検討をしていく。

・養護教諭１種と保健師のコースを両方取得すること
は難しいのか。他に良い方法はないか。

　➡現在は、カリキュラム上不可能である。保健師コー
スであれば、養護教諭２種の資格は取得できるが、
養護教諭の採用試験は、養護教諭１種の資格がない
と採用されることは難しい。在学中に養護教諭か保
健師のどちらのコースを選択するかを決定して欲し
いと思う。

看護学部懇談会
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人間環境学部はそれぞれ異なる４つのコースで構成
されているため、複数の分野の科目・専攻を学ぶこ
とができます。

・個人で短期海外留学をして帰国した時に、飛行機が
遅れたことで授業に遅刻してしまい、それが元で単
位を落としてしまったことがある。大学が提携して
いる海外の大学以外の留学でこのようなケースは公
欠が認められないのか。

　➡理由は何であろうが、大学で決められている授業
回数（半期15回）の内、６回以上欠席してしまうと
当該科目の試験が受けられません。また、個人で参
加する海外留学は公欠が認められていません。

・留学を授業として認めている科目はあるのか。
　➡人間環境学部は、台湾・東海大学と提携し、台日

交流活動「海外大学単位互換科目Ａ・Ｂ」をカリキュ
ラムに取り入れています。毎年春（於：台湾・東海
大学）と夏（人間環境大学）にフィールドワークを
中心とした活動を行っています

・心理コースの親だが、講演会を聴き、（興味が湧いた
ので）環境コース以外の学生でも武田先生の講義を
受けることはできるのか。

　➡残念ながら、武田先生の講義は環境コースのみの
ため、心理コースの学生は受講できません。ただし、
聴講を希望し、認められれば、単位にはなりません
が受講は可能です。

・武田先生はゼミを持っているのか。
　➡現在、経営コースのゼミを担当しています。
・入学して半年が経ち、少し慣れてきた頃なので、今

後は全てのことを自己責任でやらせたと思うがどう
か。

　➡大学としても、普段自分から行動を起こして全て
のことを自分で解決できるような大人になってもら
いたいという思いで学生を指導しています。成績表
も学生本人に通知しています。

・看護学部の親だが、今日は人間環境学部の特色が知
りたくて参加したので簡単な違いを説明して欲しい。

　➡看護学部は看護に特化した教育を受けていますが、

交流会（10月22日（土）岡崎キャンパス）

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25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18団体、128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「ギャラクシー　ファント
ムＶ３再襲」チーム、準優勝は「BAVO」チームとなりま
した。

●台日交流
　2016年８月３日（水）〜2016年８月８日（月）の間、名
古屋にて人間環境大学人間環境学部学生６名、台湾東
海大学学生６名、愛知大学学生８名、教員５名（人間環
境大学２名・台湾東海大学１名・愛知大学２名）による交
流が行われ、名古屋のNPO・NGO団体とともに①子ど

── 大 学 通 信 ──
も　②外国人児童　③堀川　④フェアトレード　⑤医
療の分野でのフィールドワークが行われました。

（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）

●消火訓練・救命講習会
　岡崎キャンパスでは11月23日（水）、岡崎東消防署本
宿出張所から講師に来ていただき、消火訓練と救命講
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。

●防災訓練
　岡崎キャンパスでは11月９日（水）、大府キャンパス
では11月18日（金）に実施されました。それぞれ避難場
所は岡崎キャンパスは学内あき地スペース、大府キャ
ンパスは近隣の豊田自動織機運動場となっています。
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大府キャンパス
●看護学部国際看護学研修
・８月６日〜15日（学部２年生19名　大学院生１名）
　国際看護学研修は、人間環境大学の看護学部が開部
以来、第１回目となりました。研修先は、看護の歴史
をもち、近年急速な発展を続けている、アメリカのコ
ロラド州、コロラド大学です。研修では、本学の学生
が専門性の高いアドバンスナーシングを中心としたさ
まざまな講義を受け、医療と教育現場を視察するとい
う体験をしました。学生たちの情熱と多くの方々の支
えで大変充実したものになりました。ここでの学びは、
今後の学生たちのキャリアと人生にとって大きな糧に
なるでしょう。

（看護学部教授　西川　まり子）

【編集後記】
　松韻第33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の大
学祭が開催されました。それぞれの学部ごとに特色のある大学祭となっています。距離があるためなかなか交流がで
きませんがそれぞれの学部の特色を知ってもらうためにも大学祭の様子と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）

●「医療事務」資格講座開講のご案内
　岡崎キャンパスでは、全学年を対象に、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
いたします。なお、当講座は春休み期間中のため、看
護学部生も受講可能です。
　日時　平成29年２月３日（金）〜23日（木）２〜４時限目
　場所　222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
価格の半額以下です。

　申し込み締め切り　平成29年１月16日（月）
※詳細は岡崎キャンパス就職・進路相談室まで

●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29年１月31日（火）〜２月２日（木）
　　　　３〜４限目
　場所　313教室
　費用　8,000円（教材費含む）
　締切　平成29年１月16日（月）
○ 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29年３月21日（火）〜３月31日（金）
　　　　１日２コマ
　場所　311教室
　費用　18,000円（教材費含む）
　締切　平成29年２月28日（火）
※詳細は岡崎キャンパス就職・進路相談室まで

●岡崎花火大会
　８月６日（土）に開催された岡崎城下家康公夏まつり

第68回花火大会「うちわ」の表面を、本学人間環境学部
３年生の学生がデザインしました。

●三河湾環境再生プロジェクト
　９月11日（日）、西尾市の宮崎漁港において、三河湾
環境再生プロジェクト事業「川でつながる森と海―三河
湾クルーズ『海の生き物調査隊』」が行われました。人間
環境学部から４名の学生（角田知哉くん、山田寛之くん、
高崎真衣さん、中川陽市くん）と３名の教員（立脇助教、
谷地助教、武田助教）が参加し、海の環境問題を学ぶと
共に、環境教育の手法を勉強させていただきました。
＊ 本プログラムは、矢作川をきれいにする会が主催し、

西三河漁業協同組合吉良支所、西尾市環境部環境保
全課の協力のもと実施されたものです。また、西三
河南部生態系ネットワーク協議会（事務局：人間環境
大学内）の活動の一環にも位置付けられています。

人間環境大学2017プロモーションビデオを公開中です。人間環境大学HPでご覧いただけます。
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