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開設1年半、情報学部公務員大化け道場から大きな成果！
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内定先内定先内定先

静岡県庁、藤枝市役所、
日本郵政グループ

静岡県警察 静岡県警察、掛川信用金
庫、遠州夢咲農業協同組合

情報学部 情報デザイン学科 ４年
齋藤 亮介 さん

情報学部 情報デザイン学科 ４年
橋ケ谷 江里 さん

情報学部 情報デザイン学科 ４年
田中 見和 さん　

　今年度の4年生から、公務員合格者、さらには一般企業への内定者が続々出ています。
大化け道場躍進の理由をさぐるため、今回は3人の道場生からお話しを聞くことにしました。

こんにちは。皆さんは大化け道場に入門して、勉強されてきましたが、そ
もそも、なぜ公務員を目指そうとしたのですか？
齋藤さん　知人に公務員の方が多くいたこともあり、私にとって公務員は他
の仕事よりもイメージがしやすい職業でした。その方々の仕事振りをみていて自
分も公務員に挑戦してみようと思いました。
橋ヶ谷さん　利益を追及するものではなく、市民の方のために働くことができ
るためです。そして最も魅力に感じたのは、仕事を続けたい女性にとって、働き
やすい環境があったことです。
田中さん　私はもともと公務員や金融機関などの安定した職業に就職したい
と思っており、そのためには難しい筆記試験を通過するのが絶対条件だったの
で、勉強する習慣や知識をつけるために公務員大化け道場に入りました。県
警察、農協からも内定を頂きましたが、自分がこれから長く働くことを考えると、
体力的な面やスキル的な面から、掛川信用金庫に決めました。

入門してみて、当初の勉強の様子はどんな感じでしたか？
齋藤さん　高校時代に工業科目や数学Ⅲ・Ｃ、物理Ⅱといった理系科目主体
でやっていたこともあり、文章理解が苦手でした。正解率も３割程度と低かった
ので繰り返し問題に取り組みました。

筆記試験に対する具体的な対策を教えてください。
田中さん　問題数をこなすことです。講座で習ったことを復習して、自分の知
識とすることが大事だということがよくわかりました。

道場生として頑張っていく中で、気持ちの上での波もあったのではない
かと思いますが、たとえば、やる気になったタイミングとか、つらかったこ
とはありましたか？
橋ヶ谷さん　３年生の時に公務員大化け道場の説明会を聞きに行った時で
す。就活対策として早めに取りかかり、少しでも気持ちに余裕ができるようにな
りたいと思い参加し、説明を聞いて私も頑張ってみようと思いました。また、公
務員大化け道場は同じ目標に向かって頑張っている仲間がいるので、お互い
にアドバイスしたり相談したりすることで、挫けそうになっても前向きに取り組む
ことができました。
齋藤さん　やる気になったのは、新しい問題集を購入したときです。同じ問題
集を繰り返しやることも大事ですが、今まで解いたことのない問題に挑戦すると
きは、気合いが入ります。
田中さん　私はかなりつらかった時があって、一番最初に受けた企業も最終
選考まで行けず、どうしたら内定をもらえるのかわからなくなり、毎日就職支援室
に通っていました。上手くいかず、家で泣いたこともありました。でも、悩んだり失
敗することで、今後の改善にもつながり、その後内定をいただいたときは、自分
が認められた気がして、とても嬉しかったです。

最後に、後輩の道場生や、これから公務員を目指したり、就活を迎える下
級生に対して、メッセージをお願いします。
齋藤さん　多くの大学で公務員対策の講座はありますが、講座を受講してい
れば受かるというわけではなく、やはり最後は自分の意志を強く持つことや、自ら
勉強していく姿勢が大切だと思います。今年、道場生の仲間の男子も、２名静
岡県警察に合格したのですが、二人とも、強い意志を持って入門してきて、最
後まで努力をして合格した姿を見て、その思いを強くしました。
橋ヶ谷さん　就活は不安になったり焦ったりすることがあると思います。そうい
う時は息抜きをしたり、相談することをおすすめします。しかし、一番大切なこと
は諦めずに続けることだと思います。
田中さん　私の場合、公務員大化け道場は大学１・２年の頃はまだありません
でしたが、大学１年の頃からあればよかったのにと正直何度も思いました。とい
うのも、私は大学生になって家に帰ってから勉強をする習慣が薄れていたから
です。しかし大学３年からの道場で周りの人たちと切磋琢磨し、勉強を習慣づ
けることができました。そのおかげで、自分の第一志望の企業から内定をいただ
けたのだと思います。また、他の大学より経済的にも道場に入りやすいのがメリ
ットかと思います。就職で自分の人生が変わる大事な時期なので、早くから準
備をして納得できる就活をしてください！

皆さん、今回はご協力ありがとうございました。就職してからのご活躍を
期待しています。

情報学部公務員大化け道場、道場生に聞いた就活の秘訣

スケジュール…週３回開講

対　象　者…３～１年生

費　　　用…受講料は無料
　　　　　　（教材費として実費18,000円）

説　明　会…４月上旬と９月上旬
　　　　　　（保護者も参加可能）

入 門 方 法…説明会で詳細発表

入 門 時 期…毎年２回（４月と９月）

公務員大化け道場案内

※その他詳細に関しては就職支援室へ

特集　公務員大化け道場
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内定先 内定先しずおか信用金庫 株式会社 静岡新聞社

情報学部 情報デザイン学科 ４年
渡辺 佳奈 さん　

情報学部 情報デザイン学科 ４年
河井 祐樹 さん

公務員大化け道場以外でも、地元の新聞社、金融機関など続々と内定者が出ており、
今年の両学部就職戦線は非常に活発になっています。（この後８ページでも紹介）

経営学部からも磐田市役所をはじめとして、公務員合格者が出ています。
３人の先輩から公務員を目ざす後輩たちへのアドバイスをいただきました。

私の就活成功術

大化け道場だけじゃない！経営学部からも公務員合格続 ！々

　申し込みの時まず履歴書を提出するのですが、その書類選考の段階で落ち
てしまったものも多くありました。しかしそこで落ち込まず、何が駄目だったのかを
考えて反省し、就職支援室の方に履歴書の添削をお願いしたり、次への対策
を行ったことが、良い結果になったのだと思います。
　失敗したのなら、なぜ失敗したのかを見直し反省することが必要です。いつま
でも落ち込んでいるより、早く立ち直り次の企業へエントリーシートを提出した方
がよっぽどいいです。失敗したことを「これでもっと成長できる」とポジティブに考
え、対策ができたことが成功したのだと思います。内定を取れたのは何より面
接練習をとことんやったからです。私は筆記試験でアピールできないと最初か
ら思っていたので、だったら少しでも自分をアピールできそうな面接での力を徹
底的に伸ばしました。私より頭の良い人なんて山ほどいるので、そういった学生
とどこで差をつけられるかと思い、面接練習をその分一生懸命やりました。あと
から静岡新聞社の人事部の方に聞いたことなのですが、静岡新聞社では面
接での評価を重視しているそうで、「河井くんの素直な気持ちが好印象だった」
と言っていただけました。

　自分が何をしたいのか、どんな職業に就きたいのか、早い段階でビジョンをみ
つけ、積極的にガイダンスや説明会に参加していくことは就活を行っていく上
でとても大切だと思います。私は、12月からしずおか信用金庫のガイダンスブー
スに全て参加し、質問を積極的にしたり、人事の方に必ず挨拶をして顔を覚え
てもらいました。1次試験を通過できたのはそういった積み重ねがあったからだ
と思います。あとは面接で、自分がどういう人間なのか理解していただけたから
内定をいただくことができたと思います。
　また、自分が志望している企業以外のガイダンスや説明会に参加する事もオ
ススメします。希望する企業のいいところ、他の企業のいいところ、自分の視野
が広がります。
　私が就活を無事終える事ができたのは、早い段階から積極的に行動して、
就職支援室の方、周りの就活生仲間、家族、先輩の力があったからこそだと思
います。自分で頑張る事も大切ですが、周りにも頼って自分の視野を広める、
知識を増やすことは就活をしていく上で必要です。

　私は学友会活動を通して市のさまざまなイベント
に参加し、自分も市の職員方のように街を盛り上
げるような仕事に携わりたいと考えるようになりまし
た。公務員を目指していた訳でなく、やりたい仕事が
「磐田市に貢献できる仕事＝磐田市役所職員」
でした。公務員という仕事がどのような仕事かを理
解した上でないと皆さんが勉強していることは無駄
になると思います。公務員対策や面接対策やSPI
の勉強の前に、どんな仕事がしたいのかをしっかり
考えるようにしてから、勉強に励んでください。

　勉強については様々なテキストが販売されていま
すし、中学、高校の勉強の復習をするだけでかなり
変わって来ます。体力テストについては諦めないこと
だと思います。一回しか行われないので、限界まで
頑張ってください。もちろん事前にクリア回数等はわ
かっているのでトレーニングすることも大切です。面
接に関しては自分を飾ることなく、真剣な気持ちを面
接官にぶつければ大丈夫だと思います。警察官の
試験だけではないと思いますが、最後の一秒まで諦
めずに頑張ると結果はついてくると思います。

　体力テスト対策は腕立て伏せや腹筋を毎日欠か
さずやりました。筆記試験対策は高校生の時から
問題集を買って勉強したり、大学３年生の時「公務
員塾」を受講して、解き方のアドバイスを受けまし
た。両方とも計画性をもってやることが大切だと思
います。良い準備をすれば体力テストのクリア回数
は超えることができますし、勉強すれば筆記試験の
点が取れるので少しでも問題を解いておいてくださ
い。面接試験が重視されるので嘘をつかないで素
直に受け答えすることが１番大切だと思います。

内定先内定先内定先

磐田市役所 静岡県警察 神奈川県警察

経営学部 スポーツ経営学科 ４年
織田 智哉 さん

経営学部 スポーツ経営学科 ４年
久田 真大 さん

経営学部 スポーツ経営学科 ４年
池谷 圭介 さん



4

経営学部

8月30日～9月1日、北九州市立総合体育館にて第67回全日本学生体
操競技選手権大会が開催され、本学体操部男子は初の1部での出場、女子
は昨年に引き続き2回目の2部団体出場を果たしました。

男子は初の1部校での出場で、今までと日程やペースが違うのと同時に、
会場練習からすでに緊張感が漂い、2部校の時とは違う空気を感じました。

緊張の中、多少のミスは出ましたが初1部の舞台で堂 と々演技をし団体総
合９位の成績を収めました。

女子は2部団体出場2回目にして、昨年の7位を大きく上回る第４位入賞
の好成績で次年度に繋がる良い大会となりました。

個人では岩槻万里（3年生）がノーミスの活躍で、本学体操部初となる平
成25年度U－21強化指定選手に選出されました。

男女共に今回をステップに、更なる成長を目指して日々精進して行きます。

男子１部
団体総合 ９位

女子2部
団体総合
４位入賞！

第67回全日本学生
体操競技選手権大会

学部ニュース

海外ビジネス研究
2013年度の「海外ビジネス研究」はインドネシア研修（前々年度はタイ、

前年度は台湾）でジャカルタ首都圏に散在する日系企業（トヨタ自動車、古
河電工関連）を訪問し、経営の国際移転の現況をつぶさに観察することがで
きました。またバリ島では迫力あるケチャックダンスを鑑賞し、同国内の異文化
を体験しました。以下参加者の抜粋体験記です。（担当教員　山﨑克雄）

集中講義の中でトヨタの高岡工場を見学し、翌週にジャカルタ郊外の
TOYOTA工場（TMMIN）を訪問したので、比較しながら学べた。TMMINは
愛知県にある工場と比べ規模は大きい。設備は日本より旧式であるがポカよ
けを多く取り入れており、作業員がミスを起こさず効率よく生産できるしくみが
できていた。また徹底して清潔に保つことの重要性を貫いており、埃がまわな
いようにするために様々な工夫（水のカーテンや床のコーティングなど）があっ
た。更にTMMIN社員のトヨタに負けないという意欲や誇りには感心した。こ
の事は従業員を指導している日本からの出向社員の熱意によるものであり、
現場での説明でもかなり
の情熱が感じられた。トヨ
タ自動車の強みは経営
資源（ヒト、モノ、カネ）の
豊富さであり、優秀な人
材が揃っていると感じた。

今回の海外ビジネス研究では、”Thinking in English”という目標が掲げら
れ、現地ガイドも英語であったので、英語でのコミュニケーションに対するハー
ドルを大幅に下げることができ、また、異文化交流を含めたコミュニケーション
（現地のロータリークラブで実施）そのものに対する喜びを再発見できた。

今後の目標としては、まずは、英語でメールの文章が書けるようになること
で、長期的にはネイティブにも容易に理解してもらえるきれいな発音の英語を

話したい。今回の研修
で、英語と海外に対す
る抵抗感は大幅に減
少したので、この経験を
最大限生かして、国際
社会で活躍できる人物
へと、自己研鑽を継続
していきたい。

経営学部経営学科3年　松林 和子さん

経営学部経営学科4年　飯塚 泰さん

8月29日から9月3日にかけて、
集中講義「海外スポーツ研究」を
実施しました。本年度は研修先を
ロサンゼルスからニューヨークに
移し、アメリカにおける様々なスポ
ーツの現場を視察し、日本との違
いや共通点を考える機会とするこ
とが目的でした。主なプログラム

は、ニューヨークで活躍するスポーツ経営コンサルタントの方やNBAの元球
団職員の方からの講義、メジャーリーグ（NYヤンキース戦）、マイナーリーグ（SI
ヤンキース戦）、テニスの全米オープン、メジャーリーグサッカーの観戦、そして
乳幼児を対象としたスポーツ教室である「My Gym」の視察でした。参加者
は、日本ではなかなか経験することのできないこれらのプログラムから様々な
刺激を受け、ものの見方、考え方が大きく変わったようです。もっと英語でコミ
ュニケーションを取れるようになりたい
と考えた1人の参加者は、帰国後早
速、英語を習いはじめたそうです。本学
では海外への短期研修に対する奨励
金がありますので、
ぜひこれを活用し
て様々な経験をし
てみてください。

海外スポーツ研修

体操部
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情報学部

情報デザイン力発揮 ！ 学生の手によるオープンキャンパス

情報学部のオープンキャンパスでは、学内の案内表示と装飾を学
生が担当しました。この初の試みに参加したのは僕を含めた7人の有
志でした。案内表示と装飾は、高校生が学内を移動する上で分かり
やすいものである必要があり、また、オープンキャンパスの独特な雰囲
気を盛り上げる役割も担います。6月の開催初日に向け4月から計画
を練り、設置場所や素材などの検討を重ねました。最終的に、各教室
には電車の中吊り広告のような案内を、玄関には大きな垂れ幕を設
置。また学内各所にテーマカラーのシールを貼り、大学を一貫したイメ
ージで演出しました。そうすることで、ゲストの高校生に特別な一日を
体験してもらい、かつ、ホストである本学教職員や学生にも、普段より
少し華やかな大学を楽しんでもらうねらいです。開催ごとに反省点を
見つけては改善し、全5回のオープンキャンパスは無事に終了しまし
た。こうした活動を通して、受け手への配慮と、それを伝えるカタチの
大切さを実感することができました。

情報学部情報デザイン学科4年　
天野 椋平さん（制作チーム代表）
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10月より後期の冠講座が始まりました。情報学部では新たに
（株）静岡新聞社・静岡放送（株）様から講座のご寄付をいた
だき、５つの講座（P7  一覧表参照）を開講しています。10月3日

（木）3限に行われた1回目の授業には約100名の学生が集
まり、「今、メディアは」をテーマに、情報機器の技術革新や生
活者のメディア接触状況の変遷などメディアを取り巻く環境の
変化についてお話を伺いました。この日の講師は同社社長室
経営戦略推進部の奈良岡将英氏。奈良岡氏は「誰もが情報
を発信できる時代になり、私たちが接する情報流通量は格段
に増えた一方で、消費できる情報量はそれほど増えていない。
受け手にちゃんと受け止められる情報を創ることがメディアづく
りには重要。」とした上で、「これからのメディアについて一緒に
考えていきたい。」と情報時代を生きる若い学生に本講座の課
題を投げかけました。今後、同社の編集局（記者）、報道局、ラ
ジオ局、営業局など様々な部署から講師を派遣いただき、メディ

アの今、未来につい
ての理解を深め、メ
ディアとの接点を考
えていきます。

開講日 講義内容 講　　師

1 10月  3日 イントロ（今、メディアは…）、
調査指示 社長室経営戦略推進部　奈良岡　将英 氏

2 10月10日 新聞取材の現場から① 編集局政治部　　　　　大橋　弘典 氏

3 10月17日 新聞取材の現場から② 編集局経済部　　　　　高松　勝 氏

4 10月24日 新聞取材の現場から③ 編集局社会部　　　　　大瀧　麻衣 氏

5 10月31日 調査のまとめと分析 社長室2016年
メディア準備室　　　　　小林　哲郎 氏

6 11月  7日 テレビ取材の現場から 報道局情報センター　　増田　哲也 氏

7 11月14日 テレビ編成について 編成業務局編成制作部　松浦　康弘 氏　

8 11月21日 SBSラジオ ラジオ局編成制作部　　大石　里絵 氏

9 11月28日 メディア営業 営業局静岡営業部　　　立川　可門 氏

10 12月  5日 メディア企業のWEBサイト 総合メディア局
メディア事業部　　　　　小谷　明弘 氏

11 12月12日 まとめと討議① 社長室2016年
メディア準備室　　　　　小林　哲郎 氏

12 12月19日 まとめと討議② 社長室経営戦略推進部　奈良岡　将英 氏

経営学部のカリキュラムに新しく「浜松信用金庫（浜信）」冠
講座が追加されました。この講座では主に３つの事を第一線で
活躍する職員から講義していただきます。１つは「就職」に関する
ことです。第１回と第２回では、浜信の常務理事自ら“採用の決
め手”、“就職活動のレベルアップ”というテーマで企業が求める
人材について講義がありました。２つ目に「浜松地域の産業と
企業」について、発展の歴史と今後の課題に関することが講義
されます。３つ目が「地域の金融機関としての信用金庫の機能
と役割」に関することです。何が重要か、時代と共に変化する
様子が講義されます。このように、この講座は、金融機関に就職
しようとする学生はもちろん、その他の産業でも地元で就職しよ
うと考える学生にとっては大変価値のある必修の内容でしょう。

開講日 講義内容 講　　師

１  9月18日 就職活動、採用の決め手！
～企業が求める人材とは？～ 常務理事　俵山　初雄 氏

２  9月25日 就職活動のレベルアップ！
～ちょっとの差は大きな差～ 常務理事　俵山　初雄 氏

３ 10月  2日 浜松地域の産業史 静岡県西部地域しんきん　
経済研究所所長　　　　　山本　秀人 氏

４ 10月  9日 地域経済の動向（景気動向） 静岡県西部地域しんきん
経済研究所主席研究員　　間淵　公彦 氏

５ 10月16日 地域経済の動向
（主要産業の現況）

静岡県西部地域しんきん
経済研究所主任研究員　　神谷　裕 氏

６ 10月23日 地域経済の動向
（新産業の創出、有望企業）

静岡県西部地域しんきん
経済研究所主席研究員　　間淵　公彦 氏

７ 11月  6日 金利・為替の行方（低金利、円安
はいつまで続く） 証券国際部資金証券課　　松下　友彰 氏

８ 11月13日 信用金庫の誕生と役割、
CSR活動の実際

経営企画部経営企画課
係　　長　　　　　　　　宮澤　一行 氏

９ 11月20日 浜松地域中小企業の課題
～事業承継とM&A～

法人営業部地域活性課
係　　長　　　　　　　　杉山　直史 氏

10 11月27日 浜松地域中小企業の課題
～ビジネスマッチング～

法人営業部地域活性課
課長代理　　　　　　　　内藤　晴義 氏

11 12月  4日 浜松地域中小企業の課題
～海外進出企業～ 証券国際部国際業務課　　山本　裕介 氏

12 12月11日 中小企業の経営改善、
事業再生

与信管理部
経営サポート課課長　　　 村田　広康 氏

大学ニュース

静岡新聞社・静岡放送

浜松信用金庫

情報学部

経営学部

浜松信用金庫／きらりタウン支店／11月18日グランドオープン

秋からの冠講座がスタート
新たに二つの企業から冠講座を寄付していただき、経営学部では8講座、情報

学部では5講座を開講しています。一般の皆様にも無料で公開していますので、聴
講をご希望される方はお問い合わせください。
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静岡産業大学応用心理学研究センター主催　
ビジネス心理学講座（ビジネス心理学スクール）

第４回　１１月  ６日（水） 「ゲスト講師を招いての心理学講座」
第５回　１１月２０日（水） 「集団における意思決定」
第６回　１２月１１日（水） 「MBA式ケースメソッドで学ぶメンタルヘルス」
第７回　  １月  ８日（水） 「幸せミーティング」 ・ 閉講式

時　　　　間  ：  1８時２０分～１９時５０分（９０分）
募集人数（定員）  ：  ２０名
受 講 料  ：  １回３,５００円
会 　 場  ：  SSU磐田駅前学舎

◆対　象	
①全4回8時間出席できる方（途中からは入れません）
②パソコンの基本的な基本操作や文字入力（初級程度）が

できる方
③“無料Officeソフト体験コース”はWord、Excel、PowerPoint

の基本操作が一通り出来る方
◆申込み

11月22日（金）までに住所、氏名、職業、年齢、電話番号、コ
ースを明記の上、経営学部HP申込専用フォームから送信、
ＦＡＸ、はがき等で静岡産業大学 磐田駅前学舎へ
〒438-0078 中泉497-1 天平のまち４階
　　　　　　FAX 0538-21-0131　☎0538-37-0161

◆問合せ先
静岡産業大学 経営学部　エクステンションセンター
パソコン講座事務局　☎0538-37-0161

PCスペック ： OS　Wndows XP 
　　　　　  ソフト Microsoft　Office2010
　　　　　　JTrim、LibreOffice

◆日　程
平成25年11月30日（土）・12月1日（日）・7（土）・8（日）
4日間　8時間
◆ところ
磐田キャンパス（経営学部）　コンピュータ演習室
◆定　員
各コース　30人（先着順）
◆受講料
各コース4,000円 （全 8時間　テキスト代別途）

第17回パソコン講座 開講 2013年度公開講座スケジュール

平成25年度 後期「冠講座」開講企業一覧 経営学部 ○問 教務・学生スタッフ ☎0538-37-3852

情報学部 ○問 教務・学生スタッフ ☎054-645-0181

２０１３年８月９日（金）にスズキ株式会社から軽自動車エンジン2基が寄贈され、除幕式が
執り行われました。当日は鈴木修スズキ株式会社会長、渡部修磐田市長、高木昭三磐田
信用金庫会長らが来賓としてお見えになりました。

寄贈されたエンジンは、経営学部敷地内にある「産業アーカイヴ」（産業考古品を展示したテ
ーマスペース）に屋外展示される「Ｒ０６Ａ型エンジン」（ＭＲワゴンやワゴンＲに搭載されている
最新型のエンジン）と、室内に展示される「Ｋ６Ａ型エンジン」（2００７年に発売された日本初の

「直噴ターボエンジン＋ＣＶＴ」を組み合わせたもの）です。
除幕に先立ち鈴木会長から「遠

州地区は日本のものづくりの原点、
先人の歩みを感じてほしい」との挨
拶をいただきました。式典には、静岡
新聞・静岡放送より常務取締役谷
川治氏、中日新聞東海本社より編
集局長林寛子氏もお見えになり、
室内展示用のエンジンの除幕をして
いただきました。

また飛び入り参加で、磐田市の
ゆるキャラ「しっぺい」も加わり、学生
たちと記念撮影をするなど、楽しい
式典になりました。

スズキエンジン寄贈式

寄付者 講座概要 開講日

磐田信用金庫 円滑な地域金融に向けた協同組織
金融機関の行動 月曜日　４限

磐田市 磐田市の都市経営について学ぶ 月曜日　４限

スズキ（株） グローバル企業を目指すスズキの
取り組み 火曜日　３限

ヤマハ発動機（株） 製造業の基本機能と役割について
学ぶ 水曜日　２限

浜松信用金庫 静岡県西部地域の動向、中小企業
の課題と信用金庫の取り組み 水曜日　３限

静岡県経済産業部
新産業集積課 運動とウェルネス 水曜日　４限

（社）静岡県環境資源
協会 地域社会における環境経済論 木曜日　３限

静岡県立農林大学校 静岡県がめざす21世紀のビジネ
ス農業 木曜日　４限

寄付者 講座概要 開講日

藤枝市 藤枝市の重点戦略、市の仕事を知
る 火曜日　3限

（株）TOKAIグループ 業界の動向とグループの事業展開
を、さまざまな角度から学ぶ 火曜日　3限

（株）静岡新聞社・静岡
放送（株）

メディアの今、未来を理解し、メデ
ィアとの接点について考える 木曜日　3限

（株）シャンソン化粧品
化粧品の持つ魅力と、その役割を
正しく理解することにより、化粧の
良さを認識する

木曜日　4限

（株）電通東日本
広告の持つ面白さや楽しさ、広告
会社の仕事内容を知り、広告業界
の仕組みを理解する

木曜日　4限

第１回 11月30日（土）

第２回 12月1日（日）

第３回 12月7日（土）

第４回 12月8日（日）

各日いずれも
13:00～15:00
●Word応用コース（中級）
●デジカメコース
　～初歩からの写真編集～
15:20～17:20
●Excel応用コース（中級）
●■新コース登場 
　無料Officeソフト体験コース

}
お問い合わせ  ： 
　　静岡産業大学
　　応用心理学研究センター
　　☎０５３８－３７－３８５２

エンジンの説明をする鈴木会長
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◎情報学部
静岡新聞社、しずおか信用金庫、島田信用金庫、掛川信用金
庫、東洋証券、遠州夢咲農業協同組合、伊豆太陽農業協同組
合、杏林堂薬局、エンチョー、富士ゼロックス静岡、トヨタ部品静
岡共販、安心堂、住友電気工業、バロー、静鉄ストア、田子重、
日本郵便、静岡県庁、藤枝市役所、島田市役所、静岡県警察　
　　　　 

◎経営学部
伊藤園、遠鉄ストア、H＆M、遠州鉄道、杏林堂薬局、静岡県国
民健康保険団体連合会、静岡トヨタ自動車、積水ハウス、綜合
警備保障、高田薬局、大和ハウス工業、とぴあ浜松農業協同
組合、日本生命保険相互会社、日本郵便、浜名湖かんざんじ温
泉ホテル九重、山梨信用金庫、和歌山県教員（中学保体）　

１２月１日に企業の採用活動が始まります。３年生のみなさんは本格的に
自分の将来について考え始める時期です。

ここでは、現在の４年生の内定速報、今年の夏に行ったインターンシップ、
そしてこれから大学が行う就職関連イベントや支援サービスを紹介します。

企業の採用担当者の方が最も聞きたいことは「４年間の大学生活で何を
得たのか？」です。１年生、２年生もこれからの大学生活をしっかり過ごし、就
職関連イベントの参加や支援サービスを有効利用していきましょう。

インターンシップを終えて

就職最前線

スポーツクラブスタッフとして働きたいという目標を持つ澤本さん。今年の
夏、地元プロサッカークラブ清水エスパルスのインターンシップに参加した体
験談を聞きました。

●クラブスタッフを目指すきっかけは？
もともと高校までサッカーをやっていました。し

かし選手として限界を感じ、プレーヤーとは違う
形でサッカーとかかわろうと思った時、クラブのス
タッフとして経営に携わる道があること知り目指
すことに決めました。
●インターンシップに参加した目的は？

自分の就職してみたい企業のことを内側から
見たいと思ったことと、実際の現場に行きどうい
ったことが求められているのかを知るためです。
その中で地域密着を理念としているエスパルス
で勉強したいと思い参加しました。

●現場の雰囲気にすぐ溶け込めましたか？
初日は、緊張や本社と離れた施設に移動しての研修だったため社員の方

とお話しすることができませんでした。その後は、いろんな部署で研修をする時
空いた時間に社員の方とお話しすることができました。
●インターンシップで得たこと、今後の課題や目標を教えてください。

いかに試合本番までに良い準備ができるかが重要だと感じました。朝早く
から駅でチラシを配り多くの人に来てもらおうとしたり、イベントを考え、お客さ
んが楽しんでもらうための努力がすごいと思いました。その中で自分には、そう
いった発想力がまだまだ足りないと思ったのでそれを磨くことが課題です。
●インターンシップを終えてみていかがでしたか？

クラブスタッフになりたいと、より一層思いました。選手を陰ながら支え、お
客様に楽しんでもらうことにやりがいがあり、なおかつ自分の好きなことを仕事
にできるというところに魅力を感じました。
●クラブスタッフを目指したいという後輩へのメッセージ

クラブスタッフになるにはとても難しいです。実際エスパルスでは新卒採用
はやっていないそうです。

しかしスタッフの方でインターンシップに参加してそれから就職した方が何
名かいました。こういった仕事に就きたいと思っている人はぜひ参加をしてくだ
さい。道が開けるかもしれません。

経営学部
スポーツ経営学科３年

澤本 直大さん

将来は、地域に密着した職場で働きたいという市川さん。今夏、信用金庫
での実習に参加した体験談を聞きました。

●インターンシップに参加しようとした
きっかけは？

私が今回インターンシップに参加しようと思っ
たのは、就職活動の前に「働く」ということがどの
ようなものなのかを体験したかったからです。そ
の他に、将来地域に密着した職場で働きたいと
いう思いがあったので、地元の方 と々の信頼関
係がある金融機関に行くことを決めました。
●実習内容は？

後方事務といって、窓口の後ろでお札を数え
る「札勘」、入出金、内線電話の取り次ぎ、ATM
の現金を補充する作業や、1日だけ営業を体験

し、お客様のところへ訪問する外回りなどの仕事
を体験させていただきました。

●働いてみてどうでしたか？
金融機関は正確性が求められ、慎重な作業が必要となるため、少しでもミ

スをすると多大な迷惑がかかるということを学び、責任感が鍛えられました。
●実習で得たこと、今後の課題や目標を教えてください。

営業の外回りを体験してみて、お客様とのコミュニケーションがどれだけ大
事なことかを学びました。従業員の皆さんは、どんな会話でも積極的にお客様
に話しかけて楽しそうに会話をしていたので、コミュニケーションを通して信頼
関係を築いていくのだと感じました。私は、人見知りがあるのでコミュニケーシ
ョン力が今後の課題です。
●実習を終えてみていかがでしたか？

これまで「働く」ということを漠然と考えていましたが、今回のインターンシッ
プの参加でより一層、地域の方々に信頼されて地域に密着した仕事に就き
たいと思うようになり、就職活動に対しての考えが深くなりました。インターンシ
ップで学んだことを活かして、地域社会の発展に貢献している企業・団体など
に内定をいただけるよう積極的に行動していきたいです。　

情報学部
国際情報学科3年

市川 亜莉紗さん

内定速報

……………　その他　続々と内定報告中！！　……………
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●１●年～●2●年…………………………
１.	Career　Café　

進路・学生生活について迷いがある、わからないなどの相談に応じま
す。お気軽にお越しください。（予約制）

２.	個別キャリアトーク会
身近にいる本学教職員はバラエティに富
んだ業界経験者が働いています。仕事・働
くことをざっくばらんにトークして就職活動
のヒントにしてみませんか？（予約制）

３.	ガールズトーク
女子学生だけの相談会です。カフェス
タイルでお互いの学生生活の話など
を語り、就職支援室を身近に感じても
らいます。（予約制）

4.	インターンシップ報告会
インターンシップに参加した学生が、研修内
容をまとめたものを授業の中で発表します。
●11月1日（金）、11月15日（金）
　10:40～12：10

●3●年…………………………………
１.	進路全員面談（フォローアップ面談）

就職活動支援スタートとして、3年生全員
を対象に面談を行っています（進路登録
票の提出及び個人面談）。個々に応じたア
ドバイスができます。必ず面談に参加しまし
ょう。（随時）

２.	メイクアップ講座
某有名化粧品会社スタッフから好感度
UP☆メイクを教わります。（予約制）
●磐田キャンパス
　11月6日（水）  10:00～11:30
●藤枝キャンパス
　11月29日（金）13:00～14:30

３.	履歴書用写真撮影会
プロのカメラマンが履歴書用証明写真を撮影します。写真撮影代、
写真４枚、画像データを無料でプレゼントします。（予約制）
●磐田キャンパス  11月  6日（水）、11月  7日（木） 10:00～15:00
●藤枝キャンパス  11月22日（金）、11月29日（金）10:00～16:00
●センチュリー静岡　12月17日（火）　　　　　　　 13:00～16:00

４.	企業ガイダンス
本学生に求人したい企業が約50社参加します。

●12月17日（火） 13:00～16:00
　センチュリー静岡
　※主に静岡県中・東部の企業が参加します。

●2月17日（月）　 13:00～16:00
　浜松地域セミナー
　オークラアクトシティホテル浜松　
　※主に豊橋～掛川の企業が参加します。

５.	自己PR（面接実践）講座
就職試験でしっかりと自己アピール
ができるようになるための面接練習
を行います。（予約制）
●11月19、26、12月3日の火曜日
　11月21、28、12月5日の木曜日
　　計6回　16:20～17：50

６.	面接練習会
１回５名までの練習会です。複数名または個人で練習できます。本
学の教員（企業で採用担当経験者）が担当します。（予約制）
●毎週水曜日　10:40～14:30

7.	先輩ガイダンス
内定を獲得している4年生が、就活の方法や体験談などをアドバイス
してくれます。
●11月15日（金）　13:00～14：30

8.	藤枝法人会との交流会
若手企業家が、社会人になるための基礎知識や就活へのアドバイ
ス・相談等を行います。
●11月16日（土）　13:00～17：45

9.	データベースセミナー
就活に役立つ企業・業界研究、時事問題への理解を深めることがで
きます。
●11月22日（金）　14:40～16：10

●4●年…………………………………
１.	個別企業説明会　

学内で随時開催中です。開
催企業名は就職支援室内で
掲示またはHPで案内をしてい
ます。（予約制）

２.	企業ガイダンス　
●11月27日（水）　静産生を積極的に採用する企業が参加します。
　藤枝キャンパス　13:00～15:30

３.	SSU☆就職支援室Blog
新着求人や企業説明会など旬な情報を掲載しています。
http://ssu.shizuoka-sandai.jp/plcm/

４.	静産ナビ
大学に届く求人が確認できます。
大学HP⇒就職情報⇒静産ナビから求人検索ができます。

5.	新卒応援ハローワークスタッフによる就職相談会
新卒応援ハローワークスタッフによる、ハローワークに届く新卒求人
の紹介を行います。（予約制）
11月7日（木）13:30～　　11月11日（月）13:30～

6.	面接練習会
1回5名までの練習会です。複数名または個人で練習ができます。本
学の教員（企業で採用担当経験者）が担当します。（予約制）
●毎週水曜日　10:40～14:30

7.	県主催等のガイダンスの情報提供
県主催・情報サイトのガイダンス情報を就職支援室内の掲示または
ブログで案内をしています。　

今後の就職支援事業
～各学年の支援サービスを紹介します～

※■は両学部共通開催、■は経営学部単独開催、■は情報学部単独開催です。
※『（予約制）』の支援サービスについては各キャンパスの就職支援室で申し込

みをしてください。
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大学祭2013

磐田キャンパス（経営学部）

藤枝キャンパス（情報学部）
鳳翔祭実行委員長（情報デザイン学科３年）　野口 勝央さん

蒼樹祭実行委員長（スポーツ経営学科３年）　増田 大翔さん

開催テーマ『深化』
長年続いてきた蒼樹祭は、今年が20年目

の節目となります。これまでステージには芸人
を招いていましたが、今回はアーティストをお
呼びすることにしました。「グッドモーニングアメ
リカ」さんと「デジカット」さんです。どちらもステ
ージを盛り上げてくれることでし
ょう。さらに模擬店には学生た
ちが腕をふるった料理が並び、
フリーマーケットでは参加者の
みなさんが持ち寄った素敵な
商品が並びます。その他、子ど
も企画や様々な出展物がござ
いますので是非お越しください。

開催テーマ『百花繚乱』
情報学部の大学祭である鳳翔祭は、今年第15

回を迎え「百花繚乱」というテーマで、学内装飾や企
画立案など、準備をしています。１日目に行われる書
道パフォーマンスは、今年初披露の注目企画であり、
２日目のダンスパフォーマンスでは、外部からも多くの
ダンサーが出場、両日行われる目玉企画のビンゴ大
会では豪華景品が揃っているなど、2日間ともにとて
も楽しんでいただける内容となっています。また
Ms.Mr.コンテストの投票やアンケートなどの企画参
加でビンゴカードがもらえます。ぜひお越しください！

※グッドモーニングアメリカのステージはチケット
制です。

　（前売券　学内販売：500円／学外販売：1,000円）　  当日券　1,500円

9日（土）
10:00　オープニング
10:30　書道パフォーマンス
11:00　Orage-産大の嵐- LIVE
11:40　Ms.Mr.コンテスト
12:10　アカペラライブ
14:00　軽音ライブ
17:30　ビンゴ大会
10日（日）
10:00　オープニング
10:30　ダンスパフォーマンス（前半） 

両日
10:00～16:00　フリーマーケット
10:00～17:00　模擬店
16日（土）
13:00～14:00　ダンスパフォーマンス
17:00～　　　　デジカットLIVE　

17日（日）
11:00～12:00　）ダンスパフォーマンス14:00～15:00　
17:00～　　　　グッドモーニングアメリカLIVE　

11:50　Ms.Mr.コンテスト
12:30　芸人ステージ（開場）
14:00　カラオケ大会
14:30　ダンスパフォーマンス（後半）
17:30　ビンゴ大会

11/16（土）・17（日）
11/ 9 （土）・10（日）

開
催
日

経営学部
情報学部
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人
事
異
動

私たち国際交流会は、日本人学生 ３
年生７名・２年生２名、留学生１５名の計
２４名で毎週1回活動しています。また、
毎月１回程度、イベントを催して楽しく交
流できる場を設けています。

イベントは、花見、BBQ、キッズスクール、料理教室などで、その他にも、みん
なで旅行に行こうという計画もあります。今年の夏に行なったキッズスクール
では、「日本の昔のあそび」をテーマに子供たちに学んでもらうと共に、留学生
にも日本の文化を体験してもらうことが出来ました。

また、料理教室では、留学生それぞれの国の料理を、いろいろな国の留学生・日
本人学生と一緒に作り、お互いの文化を学びながら和気あいあいと交流をしてい
ます。昨年の鳳翔祭でも、部名を活かしてグローバルな料理を販売し、みんなで団
結して取り組むことができました。今年も、すでに試作品をみんなで作っています。
「部」としてはまだ日が浅いですが、これからもっとイベントを増やし、お互い

の文化を学び、たくさん交流する機会をつくっていきたいと思います。

国立国会図書館の図書館向け
デジタル化資料送信サービス
について　

みなさんは、他大学図書館などから文献複写の取り寄せや、図書を
借りるサービスを利用したことがありますか？このサービスは、主として
大学図書館間で行いますが、どの大学にもない図書資料は、国立国
会図書館に依頼をしています。

そしてこの度、国立国会図書館の新しいサービスにより、これまで
借りることのできなかった図書資料も、本学図書館のパソコンで閲覧
できることになりました。

サービス開始は平成26年1月の
予定で、対象資料には絶版などの
入手困難図書や古典籍、明治期か
ら2000年刊行の雑誌（商業出版
物は留保）、1991～2000年度受
入の博士論文があります。

長い間、探していた本はありませ
んか？そんな本に出会えるかもしれま
せんよ。

クラブサークル紹介 

情報学部 国際交流会

経営学部 すきゃもん

スポーツ保育サークル～すきゃもん～は、経営学部「キッズ・スクール」の指
導・運営を中心に活動しています。メンバーは、３年生８人、２年生２人、１年生
２人の計１２人です。土曜日のキッズ・スクールの他に水曜日と金曜日にミー
ティングを行っています。

キッズ・スクールでは、自分達で指導内容を考え、子ども達に指導を行いま
す。ミーティングでは、もっと楽しく、もっと良い内容の指導ができるようにみん
なで意見を出し合って改善を図っています。ほとんどの事を自分達で行うの
で、大変な部分もありますが、とても楽しく、とても勉強になります。

子ども大好き！スポーツ指導者になりたい！とい
う方、ぜひ一緒にやりましょう！スクールの運営で
マネジメントの実践を経験してみたいという方も
歓迎します。

見学をお待ちしています♪

掲示板

情報学部3年　市川亜莉紗さん（部長）

経営学部3年　藤澤 芽以さん（リーダー）

  経営学部 大日方 重利 特任教授

これまで関西の２大学にて、教員養成（教育学部）と臨床心理士養成（人
文学部）に携わってきました。本学において、経営学、情報科学さらにスポー
ツ科学など私にとっては新しく、より直接的且つ広く社会に関わる学問分野
における教員や学生の皆様と触れ合うなかで、これまでの研究を活かし、さら
にこれら各分野に役立つ心理学の研究や実践を発展させていきたいという
強い抱負を抱いています。

また私は、経営学部のカウンセリングルーム（月曜日）と情報学部の談話室
（木曜日）それぞれの相談員（カウンセラー）も担当しています。学生の皆様
が、何らかの悩みごとなどのストレスを溜め込まないようにして、楽しく充実した
大学生活を送り、さまざまな分野の学びに取り組んでいけるように支援できる
ことを願っています。つまり「教学相長」が私のモットーです。どうぞ宜しくお願
いします。　

PLOFILE
＊出 身 地 ： 長野県須坂市
＊専門分野 ： 臨床心理学、産業カウンセリング
＊趣　　味 ： 読書（小説・紀行文）、音楽鑑賞

●退職　　職員〔経営学部〕
　　　　　●窪田健一郎　　大学事務局学務課主任
　　　　　　　　　　　　　（平成25年8月31日付）
●新任　　職員〔経営学部〕
　　　　　●中村　有壮　　女子バレーボール部監督
　　　　　　　　　　　　　（平成25年8月1日付）

新任教員紹介
～スポーツ保育
　　　サークル～

図書館通信図書館通信
●図書館利用時間
 平　日 9:00-18:30
　土曜日 9:00-12:00
    （長期休暇中は9:00-17:00）
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■サッカー女子部
・Plenas チャレンジLEAGUE 6位
・ユニバーシアード日本女子代表（ロシ
ア大会）5位　左山　桃子・高橋　美香
■体操部　
・全日本学生体操競技選手権
大会出場 2部女子団体総合4位
U-21代表選出　岩槻　万里
■トランポリン部
・2013国際大会選考会
（世界選手権日本代表選考）　

優勝　杉浦祥太郎（日本代表決定）
2 位　杉浦　隼平（日本代表決定）
・第48回全日本学生トランポリン競技
選手権大会　団体Aクラス男子3位

（野田、白坂、門田、吉岡）

■柔道部
・全日本学生柔道大会　団体
出場（3年連続5回目）
・東海学生柔道大会団体3位　
（全日本インカレ出場権獲得）
73kg級　優勝　吉川　翔太
■女子バレーボール部
・東海学生春季リーグ戦 1部女子4位
・静岡県大学バレーボール選
手権大会　優勝
■女子バスケットボール部
・静岡県学生バスケットボールリー
グ戦　優勝（東海学生バスケットボ
ールトーナメント大会出場権獲得）
■フットサル部
・全日本大学フットサル大会東海
地区予選会　優勝（全日本大学
フットサル大会出場権獲得）
■陸上競技部
・第82回日本学生陸上競技対校選手権
大会　女子100m競走出場　鈴木　海景

■藤枝男子バスケットボール部
・日本男子学生選抜バスケット
ボール大会　準優勝

（本学より２名が東海選抜として出場）
・東海学生バスケットボール
選手権大会　第４位
・天皇杯静岡県予選　第４位
・静岡県バスケットボールリー
グ戦　準優勝
■藤枝男子ボレーボール部
・静岡県大学バレーボール選
手権大会　優勝
・天皇杯静岡県予選　優勝
・東海大学バレーボール選手
権大会　第３位
■藤枝女子バレーボール部
・天皇杯静岡県予選　第４位
・東海大学バレーボール選手
権大会　第３位

平成25年度（前期）
特別教育奨励賞表彰者紹介

（個人の部）
【経営学部】
左山　桃子さん（４年）
高橋　美春さん（４年）
◆ユニバーシアードサッカー女子日本代表
岩槻　万里さん（３年）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得
◆第63回西日本学生体操選手権大会　個人総合３位
浦野　裕貴さん（４年）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得
◆第63回西日本学生体操選手権大会　個人総合11位
石田　美樹さん（３年）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得
◆第63回西日本学生体操選手権大会　個人総合27位
富田　華奈子さん（１年）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得
◆第63回西日本学生体操選手権大会　個人総合29位
佐藤　文宣さん（３年）
◆第17回日本男子学生選抜バスケットボール

大会に東海学生選抜出場
【情報学部】
松島　勇気さん（４年）
◆第17回日本男子学生選抜バスケットボール

大会に東海学生選抜出場
小川　紘平さん（４年）
荻　　雅貴さん（４年）
河村　　駿さん（４年）
◆平成25年度国民体育大会第34回東海ブロッ

ク大会バレーボール競技（成年男子）に選出
牛島　健吾さん（２年）
◆第135回東海大学男子バレーボール戦

春季大会ブロック賞受賞
新木 理香子さん（４年）
半田　晶子さん（４年）
和寺　真希さん（２年）
◆平成25年度国民体育大会第34回東海ブロッ

ク大会バレーボール競技（成年女子）に選出

【経営学部】
柔道部
◆第62回全日本学生柔道優勝大会出場
体操部（男子）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得

（第63回西日本学生体操選手権大会　　
男子団体総合３位）

体操部（女子）
◆第67回全日本学生体操競技選手権大会出場権獲得

（第63回西日本学生体操選手権大会　　
女子団体総合５位）

フットサル部
◆第９回全日本大学フットサル大会出場権獲得

（第９回全日本大学フットサル大会東海地区予選 優勝）
【情報学部】
男子バレーボール部
女子バレーボール部
◆第48回東海男女バレーボール選手権大会
（東海インカレ） 第3位入賞（創部以来初）

（団体の部）

現在日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている皆さんへ
●1年生～3年生

　次年度も引き続き貸与を希望する場合や奨学金の貸与を辞退する
場合、インターネットを通して願いを提出する必要があります。詳しくは
12月頃に掲示で案内します。

平成２５年度
部活動主な成績前期

大学行事カレンダー後期

在学生・
保護者への
お知らせ

情報学部

SSU information

経営学部 情報学部
11月  2日（土） 入試＊終日学内立入禁止
   3日（日）文化の日 入試＊終日学内立入禁止
   4日（月）振替休日 通常授業
   8日（金） 休講（鳳翔祭準備）
   9日（土） 鳳翔祭
 10日（日） 鳳翔祭
 11日（月） 休講（鳳翔祭片付け）
 15日（金） 休講（蒼樹祭準備）
 16日（土） 蒼樹祭
 17日（日） 蒼樹祭
 18日（月） 休講（蒼樹祭片付け）
 23日（土）勤労感謝の日 入試＊ＡＭ学内立入禁止
 30日（土） 補　講
１2月  7日（土） 補　講
 14日（土） 入試＊終日学内立入禁止
 17日（火） 両学部合同企業ガイダンス（3年生）
 19日（木） 卒業研究発表会
 21日（土） 補　講
 24日（火）～1月5日（日） 冬季休講
  1月  6日（月） 授業開始
 11日（土） 補　講
 14日（火） 月曜授業

 15日（水） 金曜授業
後期授業終了

 16日（木） 補　講
 17日（金） 休講（センター試験準備）※終日学内立入禁止
 18日（土）～19日（日） センター試験＊終日学内立入禁止

 20日（月）～24日（金） 補　講 補　講
ゼミ・卒研発表会

 25日（土） 入試＊ＡＭ学内立入禁止
  27日（月）～31日（金） 定期試験
  2月  1日（土）～  2日（日） 入試＊終日学内立入禁止
   3日（月）～  7日（金） 定期試験
 10日（月） 追試験申込締切
 14日（金） 入試＊ＡＭ学内立入禁止
 18日（火） 追試験 成績発送

 21日（金） 成績発送（4年生）
履修ガイダンス（2年生） 追試験

 24日（月） 履修ガイダンス（3年生）
再試験申込締切

 25日（火） 履修ガイダンス（1年生） 再試験申込締切
  3月  3日（月） 再試験
   7日（金） 入試＊ＡＭ学内立入禁止
 13日（木） 卒業式
 18日（火） 入試＊ＡＭ学内立入禁止
 27日（木）～28日（金） 在学生オリエンテーション

経営学部

※詳細については大学ＨＰの各学部「行事予定」で確認してください。


