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　平成29年４月、岡崎・大府に続き三つ目のキャンパスとして愛媛
県松山市に松山キャンパスが新設されました。松山キャンパスには
松山看護学部が設置され、「地域」に根ざした看護師の育成を目指し
スタートが切られました。
　松山看護学部では教育理念として、人間の尊厳に基づいた豊かな
人間性を培い、人々のライフサイクルに応じた多様な健康ニーズに
対応できる広い視野で、科学的・専門的な知識と技術に基づく判断
力と探究心をもって質の高い看護を実践ができる自立した看護職者
を育成することが掲げられています。この理念のもと、本学部には
人々が健康に生きることへの支援や、あわせて地域社会における保
健・医療・福祉の連携と発展への貢献が期待されます。
　４月４日に挙行された入学式では、多くのメディアから注目を浴び
る中、新入生代表の岩竹美紅さんが「地域のため質の高いケアができ
る看護職になる努力を惜しまず、一期生として、しっかりとした土台
を作りたい」と宣誓
し、牧山助友学長よ
り「心の知能指数を
高め、勉学・研究に
向かう今を大切にし
てほしい。教職員一
同、全力を挙げて皆
さんの学生生活を支
援します」と激励の
言葉を頂戴しました。

　学生たちが気持ち新たに新年度をスタートさせて、約一か月とな
りました。人間環境大学学生後援会会員の皆様、いかがお過ごしで
しょうか。
　今年は新たに松山キャンパスが開設され、さらに「人間環境学科」
が「心理学科」「環境科学科」となり新しくなった岡崎キャンパスに
も多くの学生を迎えることができ、大変喜ばしいことと感じます。
学生には、大学の理念の“いのち”“こころ”“環境”の未来を創造するた
めに、一人一人が今この瞬間、今が大切という気持ちを忘れずに心
に留めておいてもらいたいと思います。
　後援会におきましても、学生たちが「建学の精神」「教育の理念」
を基に、それぞれの目標に向かい、有意義な学生生活を送ることが
できるよう活動してまいります。それには、大学、教職員の方々の
ご指導ご鞭撻をいただきながら後援会の皆様のご理解をお願いし、
「学生」「大学」「後援会」の「三方よし」の橋渡しとなる存在でありた
いと役員一同努力してまいります。
　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29年４月３日（月）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29年度総会が開催され、平成28年度事業報告および決算、平成29年度新役員、平成29年度事業計画および
予算、学生後援会会則の改定が原案通り承認されました。
　なお、平成28年度第４回役員会のおりには、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常盤祐子様、永見ゆかり様、杉浦すみか様に感謝状が贈呈されました。

平成29年度　人間環境大学学生後援会　総会報告

　岡崎キャンパスにある人間環境学部では、これまで続いてきた人間環境学科の改組が行われ、新たに心理
学科と環境科学科が開設されました。岡崎キャンパスでこの４月に学修を開始した１年生は、両学科のいず
れかの所属となります。
　心理学科では、基礎科目から発展科目まで、心理学を多層的に学びます。さらに心理学は、非常に幅広い
分野に関連する学問であることから、本学科には基礎心理学、発達・教育心理学、社会・産業心理学、臨床心
理学の４つの領域を専門的に学ぶことができるカリキュラムが用意されています。
　環境科学科では、自然環境科目と社会環境科目との両輪で、持続可能な社会の構築に向けた提案と実践の
できる人材を育成します。自然環境科目は、大きく生態系科目と物質循環科目に二分され、３年次に生態系
科目はさらに生態系（動物）科目と生態系（植物）科目に分かれるなど、学年の進行に沿って専門的な授業内容
が展開されていきます。
　両学科の新設は、心理分野や環境分野を志す受験生に新風を吹き込み、人間環境学部としての今年度入学
者数の大幅な増加へとつながりました。今後の益々の発展が期待されます。

学 長 挨 拶

　保護者の皆様並びに学生後援会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。
　人間環境大学は平成12年度に創設され、本年度は18年目を迎え、人間環境学部（岡崎キャンパス）、看護学部（大府キャ
ンパス）、松山看護学部（松山キャンパス）の３学部体制の大学となり、地域をはじめ社会に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。
　学生後援会は、本学学生の修学・福利厚生事業を後援することを目的とし、学生の大学生活がより充実したものと
なるようご支援をいただいています。
　具体的には、学生の自主活動や文化事業への補助、さらには保護者による交流会などの事業を行っていただいてお
り、学生はもとより大学にとっても極めて有意義で、その活動は大学運営にとって不可欠なものと考えます。
　３キャンパスに離れているため、本学後援会の活動の在り方もいろいろと工夫していただき、それぞれのキャンパ
スにおける後援事業と大学全体への後援事業の活動を行っていただく予定と伺っています。
　本年度から新たに参画いただく松山看護学部（松山キャンパス）の保護者をはじめ、人間環境学部（岡崎キャンパス）、
看護学部（大府キャンパス）の保護者による大学後援会には、今後ともご支援をいただきますようお願い申し上げます。

平成29年４月３日

学生後援会名誉会長・学長　牧山　助友
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平成29年度役員
会　　長	 鈴木　千郷	（看護学部）
副 会 長	 鈴木ゆり子	（人間環境学部）
監　　査	 早川　京子	（看護学部）
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	 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	 神谷　知秀	（人間環境学部）
常任委員	 鈴木美栄子	（人間環境学部）
常任委員	 田中　稔之	（看護学部）
常任委員	 古居ゆりえ	（看護学部）
常任委員	 宇都宮　歩	（松山看護学部）
常任委員	 森川　ゆか	（松山看護学部）
名誉会長	 牧山　助友	（学長）
相 談 役	 守村　敦郎	（学生部長）
顧　　問	 石田　　淳	（事務局長）
顧　　問（会計担当）	今井　　毅	（岡崎キャンパス学生支援課長）
	 稲吉　　隆	（大府キャンパス事務部長）
	 朝田　法彦	（松山キャンパス事務部長）

平成28年度事業報告 平成28年度決算報告

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15日	『松韻』第32号刊行
平成28年５月11日	 学生後援会（保護者）懇談会（浜松、
　　　〜７月２日	 	岡崎キャンパス、名古屋、大府キャ

ンパス）
平成28年７月23日	 平成28年度　第１回役員会
平成28年９月10日	 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（岡崎キャンパス、大府キャ
　　　　　〜23日	 ンパス）
平成28年11月30日	『松韻』第33号刊行
平成29年２月18日	 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25日	 平成28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、人間環境学部
は６月に浜松、岡崎、名古屋の３会場で、看護学
部は７月に大府で開催いたしました。

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」を岡崎キャンパスで開催い
たしました。交流会では人間環境学部助教の武田
淳先生による講演会も開かれました。

４．大府キャンパスでは食券補助をしていましたが、
平成29年１月から売店が設置されることになり、
食券補助を取りやめ、売店への補助をすることに
なりました。その結果、市価より安い金額でお弁
当などが提供できるようになりました。

５．平成28年度卒業生に記念品を贈呈し、卒業記念パー
ティーを開催いたしました。

主な事業



平成２９年度

　人間環境大学学生後援会　予算　

収入の部

3キャンパス
共有

岡崎
キャンパス

大府
キャンパス

松山
キャンパス

前年度繰越金 5,510,241 4,777,278 5,510,241
入会金　※1 1,860,000 1,260,000 0 900,000 600,000 360,000
年会費　※2 9,720,000 7,380,000 0 5,400,000 3,600,000 720,000
定期解約 0 0 0
雑収入 1,000 1,000 1,000

合　　計 17,091,241 13,418,278 5,511,241 6,300,000 4,200,000 1,080,000

※1 ＠6,000×(150+100+60)名　　※2 ＠12,000×(450+300+60)名

支出の部

3キャンパス
共有

岡崎
キャンパス

大府
キャンパス

松山
キャンパス

学生後援会懇談会運営費 151,000 250,000 0 100,000 26,000 25,000
厚生事業費 4,350,000 3,850,000 800,000 1,950,000 1,350,000 250,000
　　　（学生活動・文化事業費補助） 800,000 800,000 800,000
　　　（食堂補助 岡崎） 1,000,000 1,000,000 1,000,000

　　　（売店補助　大府） 1,000,000 800,000 1,000,000
　　　（卒業式記念品） 100,000 0 100,000 0 0
　　　（卒業ﾊﾟｰﾃｨー補助） 500,000 500,000 500,000 0 0
　　　（学生用図書購入費） 500,000 400,000 200,000 200,000 100,000
　　　（ＡＥＤ関連費用） 300,000 250,000 100,000 100,000 100,000
　　　（雑費） 150,000 100,000 50,000 50,000 50,000

課外活動費 8,050,000 6,700,000 600,000 3,550,000 2,550,000 1,350,000
　　　（クラブ活動費） 2,300,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 300,000
　　　（大学祭費用　岡崎） 2,500,000 2,500,000 2,500,000

　　　（大学祭費用　大府） 1,500,000 1,500,000 1,500,000
　　　（大学祭費用　松山） 1,000,000 0 1,000,000
　　　（事務費） 150,000 200,000 50,000 50,000 50,000
　　　（予備費） 600,000 500,000 600,000

印刷刊行費 400,000 400,000 400,000
慶弔費 100,000 100,000 100,000
事務運営 ･ 会議費 200,000 200,000 200,000
事務委託費 100,000 100,000 100,000
消耗品 ・ 通信費 250,000 450,000 250,000
環境整備費 550,000 750,000 0 250,000 200,000 100,000
HP管理運営費 30,000 30,000 30,000
積立金 500,000 500,000 500,000
予備費 2,410,241 88,278 2,410,241
次期繰越 0 0 0

合　　計 17,091,241 13,418,278 5,390,241 5,850,000 4,126,000 1,725,000

学生後援会積立金

平成29年度
予算

平成28年度
予算

定期預金繰越金 6,026,994 5,526,066
定期預金新規 500,000 500,000
定期解約 0 0
雑収入 ※3 1,000 1,000

次年度定期預金繰越金 6,527,994 6,027,066

平成29年度
予算

平成28年度
予算

平成29年度予算 内訳

平成29年度
予算

平成28年度
予算

平成29年度予算 内訳

　　　　　　　　※3 決算利息
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平成29年度事業計画

平成29年度予算 学生後援会会則

平成29年４月２日	 看護学部入学式
平成29年４月３日	 	人間環境学部入学式・学生後援

会総会
平成29年４月４日	 松山看護学部入学式
平成29年５月	 『松韻』第34号刊行
平成29年６月〜７月	 学生後援会（保護者）懇談会
	 	（名古屋、浜松、岡崎、大府）
平成29年７月	 平成29年度　第１回役員会
平成29年９月	 平成29年度　第２回役員会
平成29年10月21日	 学生後援会（保護者）交流会
平成29年10月21日	 大学祭（岡崎キャンパス、大府
　　　　　〜22日	 キャンパス）
平成29年10月28日	 大学祭（松山キャンパス）
　　　　　〜29日
平成29年11月	 『松韻』第35号刊行
平成30年２月	 平成29年度　第３回役員会
平成30年３月15日	 	平成29年度　学位授与式・卒業記

念パーティー
平成30年３月	 平成29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」を開催いたします。人間
環境学部については名古屋、浜松、岡崎キャンパ
スの３会場で、看護学部については大府キャンパ
スで実施する予定です。

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（10月21
日）、松山キャンパス（10月28日）それぞれで開催い
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、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．平成29年度卒業生に記念品を贈呈し、卒業記念パー
ティーを開催いたします。

　人間環境大学学生後援会会則が平成29年度総会にて
改定されました。紙面の都合上本誌への掲載は見送り
ましたが、本学の学生後援会のページ（http://www.
uhe.ac.jp/user/support-backup.html）にてご覧いただ
くことが可能です。ご覧いただけない場合は学生後援
会までお問い合わせ下さい。

主な事業予定
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── 大 学 通 信 ──

　平成29年３月15日（水）に岡崎キャンパスで平成28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93名を代表して、山本早織さんに学士（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
名を代表して小和田彩乃さんに修士（人間環境学）の学位が、大学院看護学研究科博士前期課程を修了した９名を代表
して林容子さんに修士（看護学）の学位が牧山助友学長から授与されました。また、人間環境学部人間環境学科環境コー
スの山本早織さん、経営コースの内村有紀さん、心理コースの内藤雅子さん、日本研究コースの星野亜実さん、大学
院人間環境学研究科の小和田彩乃さんの５名に学長賞が授与されました。そして、人間環境学部人間環境学科環境コー
スの渡邉研治さん、経営コースの奥村舞さん、心理コースの立岩奈実さん、日本研究コースの丸山大地さんには学部
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、卒業生のご父兄、在学生らが多数参加し、盛大に開かれました。

hhh 平成28年度学位授与式 hhh

　平成29年度入学式は、看護学部および大学院看護学研究科が４月２日（日）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（月）に岡崎キャンパスで、新設の松山看護学部が４月４日（火）に松山キャンパスで
それぞれおこなわれ、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８名、同博士後期課程９名、
人間環境学部159名（転科生、再入学生を含む）、同２年次編入生４名（転部生を含む）、人間環境学研究科修士課程６名、
松山看護学部58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田瀬康博さん、人間
環境学部からは西陽平さん、松山看護学部からは岩竹美紅さんが入学の決意を述べました。

hhh 平成29年度入学式 hhh
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平成29年度人間環境学部および看護学部の就活支援について

人間環境学部（岡崎キャンパス）
独自の人材教育プログラム

（１）キャリアデザイン
　本科目では、まず「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、続いて「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・心構えなどを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

就職試験対策、各種資格取得対策講座
（平成29年度開講予定）
※すべて岡崎キャンパスでの開講ですが、夏季・春季休

業中の講座は、看護学部生でも受講・受験可能です。

就職試験対策講座
○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年生対象に春季休業中開講）
○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／Word（全学年対象に５〜７月開講）

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。

○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
○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）
○環境社会検定（ECO検定）対策講座（全学年対象に

10〜12月開講）

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）

就活トレーニング合宿（Ｈ28.12.３〜４）全体研修 同　グループワーク
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看護学部（大府キャンパス）
　平成29年度は、大府キャンパス看護学部の第１期生が３年生となり、看護師として社会に出るための就活準備年度
を迎えました。そこで、看護学部が主催する今年度の実習前教育・就職関連行事を以下のとおり計画します。

平成29年度　人間環境学部　就職関連行事スケジュール

看護学部　実習前教育・就職関連行事スケジュール
平成29年度

学年 日　程 行　事　名 内　　　　　容

１年生 ４/４㈫ キャリアガイダンスⅠ 就職担当教職員による講演
４年後の就職を意識した学生生活の過ごし方とは

４月 進路希望調査 学年進路調査の実施、提出
現時点での将来の進路に関する希望調査

４/20㈭ キャリアデザイン
（１年生進路適性検査）

大学生基礎力調査Ⅰの実施
なりたい自分を見つけるための基礎適性検査

５/24㈬ キャリアベーシック講座Ⅰ 目標を定め、それを達成するために今すべきこと
大学生基礎力調査Ⅰの結果返却

６月 １年生個別面談 学年進路調査名簿に基づいて個別に実施
現時点での志向確認、将来の進路目標の設定

２年生 ４/５㈬ ２年生進路適性検査 大学生基礎力調査Ⅱの実施
なりたい自分に近づけるための適性検査

５/10㈬ キャリアベーシック講座Ⅱ 目標実現のための課題解決と将来の職業選び
大学生基礎力調査Ⅱの結果返却

５/17㈬ 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

６月 ２年生個別面談 学年進路調査名簿に基づいて個別に実施
これまで１年の振り返りと、これから１年の目標設定

９/27㈬
キャリアベーシック講座Ⅱ−２

実習参加者によるインターンシップ報告会
先輩の報告を聴くことによる社会や職業への動機づけ

10/18㈬ 業界研究セミナー
２年生段階からの業界・業種・職種研究

３年生 ４/４㈫ キャリアガイダンスⅢ 就職担当教職員による講演
いざ就活！内定獲得のために必ずやらねばならないこと

５/17㈬ 夏季インターンシップ説明会
実社会での職業観を養うためのインターンシップ
概要説明
（環境コース・経営コースは、各コース内で別途実施）

６月 ３年生〈前期〉個別面談 学年進路調査名簿に基づいて個別に実施
具体的な就活目標の設定、個別相談応需

６/28㈬ 大学院進学ガイダンス 心理・環境コース教員と院生による大学院受験対策説明

７/12㈬ 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）

８〜９月 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

９/20㈬ 就職適性検査① 自己適性診断（キャリアアプローチ）　※有料
自身の志向・価値観のデータ整理、興味のある仕事発見

９/27㈬ 夏季インターンシップ報告会 実習参加者によるインターンシップ報告会（必須参加）
人前でのプレゼンテーション力の養成

10/４㈬ 第１回就職ガイダンス
就活スタート講座！就活を成功に導くためのポイ
ント解説
（2018キャリアハンドブック全員配布）

10/11㈬ 第２回就職ガイダンス 自己分析の必要性、効果的な自己アピール方法とは
９/20実施のキャリアアプローチ結果返却

10/18㈬ 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…、企業社会の構造を徹底研究

10/25㈬ 就職適性検査② 一般常識・基礎学力テスト（START）　※有料
企業の採用一次試験（筆記）突破のための実力診断

学年 日　程 行　事　名 内　　　　　容

３年生 11/１㈬ 第４回就職ガイダンス
パソコンを使った就活法Ⅰ・Ⅱ
日本最大就活サイト　リクナビ・マイナビの有効
利用方法

11/８㈬ 第５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
自分の思いが相手にしっかり伝わるポイント解説

11/15㈬
就職適性検査③ エントリシート攻略テスト（基礎編）　※有料

志望動機・自己PRなどの書き方の基礎トレーニング
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
合宿に臨む前の企業研究、自己理解など事前準備作業

11/22㈬ 第６回就職ガイダンス
就活マナー＆ビジネスマナー講座
言葉遣い、電話応対、メール、就活所作など総合
的に学習

11/29㈬ 第７回就職ガイダンス
内定者による就活パネルディスカッション
就活を体験し、見事内定を獲得した先輩の生の声
を聴く機会

11〜12月 ３年生〈後期〉個別面談 学年進路調査名簿に基づいて個別に実施
就職目標の最終確認、活動の見通し、個別相談応需

12/２㈯
〜３㈰

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）
就活全体プログラムに及ぶ基礎トレーニングを２
日間で修得

12/６㈬ 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ターンと地元就活との違い、スケジュール
の立て方

２/５㈪

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の復習

グループディスカッション、面接・マナー対策の
最後演習

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、ピアス注意　※有料（当
日申込）

２/６㈫〜 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
自分の弱点を知り、面接本番で100％の力を出す
ためには

２/上旬 業界研究会
（リクルートスーツ着用）

各業界の主要企業を本学に招いた業界研究会
８〜10業界を徹底研究

４年生 ４/26㈬ 学内企業説明会
（リクルートスーツ着用）

地元優良企業・団体12社を本学に招きブース形式で開催
１業種１社を原則に様々な企業との面談の場を用意

４月 学外での合同企業説明会
（リクルートスーツ着用）

業者等主催の合同企業説明会への積極参加
特に地元イベントを優先し、説明会時その場でエ
ントリーを

４月 就職サイトの利用促進 エントリー・受験社数など直接応募の個人目標設定
キャリアハンドブック内の就活行動記録で自己評価

５月〜 ４年生個別面談
学年進路調査名簿に基づいて個別に実施
履歴書・ES添削、応募書類作成、面接指導、個別
相談応需

６月〜 内定報告 重複内定者への企業対応指導、内定後の注意ポイント

７月〜 未内定者個別面談 未内定者の現状把握、今後の具体的活動助言、求人紹介

学　年 日　程 行　事　名 内　　　　　容
１年生

（Ｈ29入学） ７/５㈬ １年次マナー講座 授業科目/医療キャリアの基礎

２年生
（Ｈ28入学） ７/18㈫ ２年次実習前マナー講座

①�第一印象の重要性と身だしなみ（メ
イク含）
　清潔感＋笑顔、明るさ、元気良さ
②�挨拶の基本、敬語と言葉づかい
（ワーク）
③患者さんへの接し方
④医師・指導者の方に対して
⑤�医療機関でのSNSトラブル（事例研究）

３年生
（Ｈ27入学）
１回目

７/８㈯ 就活スタートアップ講座
病院研究講座

①�キャリアデザインの重要性、就活
の心構え
②自己分析の仕方、自己適性の把握
③就職活動の進め方、選考について
④�病院選びのポイントと選択軸の考
え方
⑤�病院研究・病院見学会の仕方、ポイ
ント
⑥看護系就職サイトへの登録

３年生
２回目 10/14㈯ 履歴書・エントリーシート等

提出書類対策講座

①履歴書・エントリーシートの目的
②�志望動機・自己PRの書き方、考え方
③良い志望動機・自己PRの具体例
④印象度UPのための記入上のコツ
⑤メール・手紙・封筒の書き方

学　年 日　程 行　事　名 内　　　　　容

３年生
３回目 11/18㈯ 面接マナー、

集団・個人面接対策講座

①�リクルートスーツ、面接マナー・所
作全般

②集団面接・個人面接の基本理解
③�受付〜入室〜面接本番〜退室まで
の流れ

④�言葉遣いと双方向コミュニケー
ション

⑤ロールプレイング（ペアワーク）

３年生
４回目 ２/17㈯

就職集中講座

履歴書用写真撮影（有料）
（リクルートスーツ参加）

これまでの就職行事のまとめ、振り返り
（履歴書・面接・ビジネスマナーのおさらい）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
講座終了後履歴書用写真撮影（希望者）

３年生
５回目 ３/３㈯ 学内病院説明会

（リクルートスーツ参加）

東海地区の15〜20病院を学内に誘致
午前：１院７分程度の病院説明（大講
義室）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午後：ブース形式による相談会
（Ｔラウンジ・在宅実習室）

平成30年度
学　年 日　程 行　事　名 内　　　　　容

４年生
（H27入学） ４/１以降 個別対応

①�個別面談、履歴書添削、面接等受
験指導

②�内定報告と事後対応、アドバイザー
教員が対応
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平成29年度人間環境学部オリエンテーション合宿
　４月５日（水）から６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。新入生は新しい心理学科と環境科学科にそれぞれ所属することとなり、オリエ
ンテーション合宿のプログラムも、従来の学生同士の親睦を深めるものに加え、学科別のより学びの内容に踏み込ん
だものが多数催されました。教員ごとの特色ある、親身な説明に熱心に耳を傾ける学生も目立ち、ここで得られた多
くの「仲間」とともに、４年間の充実した学生生活を描くためのこの上ない機会となったようです。

　平成29年１月10日に、大府キャンパス１階ラ
ウンジ内に売店が開設され、翌11日にオープニ
ングセレモニーが河原成紀理事長、牧山助友学
長らのご出席のもと開催されました。
　当売店の開設・運営資金の一部には、学生後
援会の厚生事業費が用いられています。

　平成29年４月４日に新入生対象学生生活オリエンテーションの一環として、東海警察署による防犯講習会を開催しま
した。前半は、実際の犯罪事例を交え、「エレベーターに乗るときはボタン近くに立つ」「外を歩くときはイヤホンをは

ずす」「被害に遭ったら声をだす」など、即実践
できる具体的な対策をご教示いただきました。
後半は、講義室の机・椅子を移動して、簡単な護
身術の実践授業となりました。講師のお手本に
感嘆、仲間と実践してみて納得、終始賑やかな
時間となりました。

【編集後記】

　松韻第34号をお届けします。人間環境大学は松山看護学部の開設、人間環境学部の心理学科と環境科学科の開設により、

新たな発展の一歩を踏み出すことができました。松韻では大学の様 な々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」までお寄せください。

看護学部  売店開設

看護学部  防犯講習会開催


