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特集 2
磐田キャンパスの食堂で

「ジュビロ飯」プロジェクトがはじまりました。
堀川新学長メッセージ／SSUで受けられる、こんな授業／Club and Circle
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特 集 1

読書や自習だけじゃない、開放的な空間

図書館は学生の“居場所”。

●図書館のご利用について

※2022年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開館時間を変更しています。必ず図書館HP「開館カレンダー」でご確認ください。
※一般市民の方のご利用は制限させていただいております。（2022年5月15日現在）

その他のニュース、最新のニュースはホームページやInstagramから！

磐田キャンパス

開館時間

休館日
利用資格

利用方法

お問い合わせ

月～金曜日
土曜日

日曜日、国民の祝日、大学行事日、夏季・冬季休講中の一定期間等
静岡産業大学の学生・教職員・非常勤講師、一般市民（高校生以上）

一般の方は初回ご利用時に運転免許証や学生証などの
身分が証明できるものをご提示ください。

054-646-5441 0538-36-8844

9：00～19：00
9：00～12：00

月～金曜日
土曜日

9：00～19：00
9：00～17：00

藤枝キャンパス

藤枝駅前サテライトキャンパス　BiViキャン
〒426-0067 静岡県藤枝市前島１丁目７番10号
TEL: 054-639-7164

磐田キャンパス
〒438-0043 静岡県磐田市大原1572番地1
TEL: 0538-37-0191（代表）

藤枝キャンパス
〒426-8668 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番1号
TEL: 054-645-0191（代表）

【発　行】 SSU NEWS企画・編集会議
【発行日】 2022年5月15日

藤枝キャンパス食堂2階をリニューアルし、「学生ホールnexus 
GARDEN」がオープンしました。ソファー席でゆったりくつろぎな
がらランチを楽しんだり、複数人で作業できる大きいテーブルで
ミーティングをしたりすることもできます。また、パソコンを持ち込
んで授業を受けたり、課題に取り組めるようにボックス席を導入し
ました。

藤枝キャンパス食堂2階学生ホールが
リニューアルオープンしました！

●大学行事予定　2022年度（前期）

5月2日（月）

5月14日（土）

5月25日（水）

5月28日（土）

6月18日（土）

7月23日（土）

7月31日（日）

8月15日（月）

8月19日（金）

8月20日（土）

8月28日（日）

9月3日（土）

9月10日（土）

9月22日（木）

9月26日（月）

休校

キャンパス見学会

創立記念日

キャンパス見学会

オープンキャンパス

オープンキャンパス

学内立入禁止

休校

成績発送

オープンキャンパス

学内立入禁止

保護者相談会

オープンキャンパス

前期卒業式

後期授業開始

静岡産業大学HP Instagram

＠shizuokasangyo_universitywww.ssu.ac.jp

ぜひ、フォローを
お願いします！



「正解がない社会」で必要とされるのは、新しい仕組みを考え出したり、こ

れまでの価値観を大転換させたりするような発想力と行動力です。そして、

それを身に付けるのが大学という場所です。皆さんは高校生活を通じて、基

礎知識と、与えられた課題を解く力をすでに身に付けています。そのうえで

大学では、課題を自ら探し、自分なりの答えを出すことが求められます。つま

り、一人ひとりが“研究者”になる必要があるのです。

幸いにも静岡産業大学には、常勤、非常勤あわせて150名以上の教員

がいます。先生方は皆、優秀な研究者です。さらに、研究のテーマは一人ず

つまったく違うといっても過言ではなく、学際的な学びができるのも本学のメ

リット。理系文系を問わず、時間を忘れてのめり込めるテーマが必ず見つかる

はずです。先生方の知識と経験と情熱を、ぜひ自分のものにしてください。

また、社会に出て大学時代を振り返ってみれば、人生でもっとも自由な時

間だったことに気づくでしょう。自由な時間は大学生の“特権”です。人があ

まり行かないような場所を旅したり、自然のなかでスマホなしで過ごしてみた

り、大学の外で非日常を味わうことも大切な学びです。何にでもチャレンジ

してください。何をしようか、あるいは、やるかやらないか迷ったときは、大変な

ほうを選ぶのが大学生活を充実させるコツです。「艱難（かんなん）汝を玉に

す」という格言のとおり、困難が皆さんを磨いてくれるでしょう。

産学官連携など地域社会と密着した実学教育も静岡産業大学の強み

です。たとえば「冠講座」では、市・企業・団体のトップや職員など、地域社

会の第一線で活躍している人たちの講義が受けられます。静岡県は、東京

や名古屋にも近く、都市的要素がありながらも自然豊かで、さまざまな企業

があります。「日本一」も多い、日本の“モデル県”です。そんな静岡県で通

用する人材は、世界でも通用する人材です。グローバル化がますます進む

世の中において、県内で就職しても、世界を舞台に働くことになります。こ

れからの“国際人”は、地域社会に貢献する“地域人”でもあるのです。

大学の先生方、先輩後輩、同期生、留学生、地域で活躍する諸先輩方

から、どうかたくさん学んでください。そして、自分を育ててくれた家族、生まれ

育った地域に感謝されるような人になってください。そのような人になれたと

き、皆さんは必ず、世界に求められる人となっているはずです。

静岡産業大学 学長
堀川 知廣
ほりかわ ともひろ

名古屋大学農学部で植物病理につ
いて学び、卒業後は静岡県農業試
験場・茶業試験場に入職。静岡県産
業部農林業局長、静岡県産業部部
長、静岡県経済産業部長などを歴任
し、2011年度より静岡産業大学で
教鞭を執る。2022年度より現職。

静岡産業大学 堀川新学長 メッセージ

学生の皆さんは、私たち大人が経験したことのない、これまでとはまったく

違う社会を生きていくことになります。

私は現在71歳です。私と同世代の人たちは高度成長を経験し、その下

の世代、学生の皆さんにとっては親にあたる世代の多くはバブル景気を経

験しています。私たち大人世代は、技術の進歩が生活の豊かさに直結し、

豊かになることが幸せなのだと信じることができました。そのため、「まじめに

努力することが豊かな生活につながる」という確固たる目標がありました。

ひるがえって今の時代はどうでしょうか。環境問題、食糧問題、地域格

差、経済格差、エネルギー問題など、さまざまな問題が山積みです。いずれ

も原因が複雑に絡み合っており、簡単に解決できないものばかり。私たち

大人世代が解決できずに残してしまった問題と、皆さんは向き合わなくては

ならないのです。しかも、正解は1つとは限りません。そもそも、正解なんてな

いかもしれません。

皆さんが生きるこれからの社会は、従来の発想では正解を見つけ出すこ

とがきわめてむずかしい、「正解を自分で見つけださなければならない社会」

といえます。

課題を自ら見つけ、答えを出す
一人ひとりが「研究者」になろう

静岡県で通用する人は
世界でも必ず通用する

「豊かさ＝幸せ」だった社会から
「正解を見つける社会」へ

静岡産業大学での学びで自身を 磨き
静岡県、そして世界で通用する人 になろう
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に併設された「浦田

周社木版画美術館」

ではバーチャル美術

館もスタートし、コロ

ナ禍でも多くの方に

発信しています。

　昨年スポーツ科学部を設置した磐田キャンパスでは、

スポーツ関連の本や専門書をはじめ、スポーツビジネスと

いう視点でも多種多様な本を所蔵しています。比較的新

しい学問のため、「導入本で基礎を学んでから専門書へ」

というような道筋をたてた展示コーナーが好評のようで

す。保育士を目指す学生のための絵本や紙芝居等の種

類も充実しています。

　図書館は単に本が並んでいるだけでなく、学生への

メッセージが詰まっています。ゆったりとした時間が流れ、

リラックスできる空間でもあります。難しく考えないで、自分

の居場所として過ごしてみてください。

のおすすめコメントを書いたPOPを作るなど、工夫を凝

らしています。多くの大学では重要な本を閉架すること

が多く、請求しないと読むことができませんが、本学で

は学生が自由に手に取れるよう、できるだけ開架してい

ますので、ぜひ利用していただきたいです。

　同じ大学でも、キャンパスが違えば図書館の特徴も

異なります。藤枝キャンパスは、経営・情報関連の専門

書の宝庫。特に社史センターが素晴らしいです。社史は

本来販売されていませんから、図書館にあること自体が

スゴイこと。およそ2,000冊所蔵しています。また、館内

私の好きな居場所は
藤枝キャンパス3F

浦田周社木版画美術館内の
フリースペース

「サル ド ジェニ」です！

小説が好きなので、真っ先に新着図書コーナーをチェックします。
以前から読みたかった本を見つけた時はとても嬉しいです。ま
た、検定の教材をいきなり購入するのは心配で、「まずは試しに
勉強してから」と思い、色彩検定の本も借りました。おかげで自分
に合った教材に出会えました。最近は、展示コーナーでおすすめ
している直木賞・芥川賞作家の本に興味を持っています。買うと
なると躊躇しますが、図書館の本なら気軽に試せます。冒険でき
るところが魅力ですね。

学部・学科に特化した導入書から専門書が充実。
パソコンやプリンターもあるので、図書館で課題や
レポート作成に取り組めば、情報収集から印刷まで
ワンストップで完結！

図書館は、本を借りたり、読んだりするだけでなく、自習や調べものなど用途は様々。リラックスできる空間でもあります。
今よりもっと楽しく図書館を利用するための活用術を図書館長の小泉教授と図書館好きの学生がその魅力と一緒に教えます！

まずは館内を歩いて
心地よい空間を見つけよう。

■ 図書館長 小泉祐一郎教授

■ 経営学部 心理経営学科３年
　 臼井マリアさん

図書館は学生の
“居場所”。

大学 活用術図書館

「 のここが好き！」図書館

読書や自習だけじゃな
い、開放的な空間

知っておきたい！

レポート作成に最適！
藤枝・磐田キャンパス間で調べて、作って、印刷。

図書館長、図書館職員、学生に聞く、図書館利用に便利なサービス＆メリット。

藤枝キャンパスの図書館で蔵書検索をしたら、「以前
から読みたかった本が磐田キャンパスの図書館に
あった！」　そんな時は、磐田キャンパスから取り寄せ
ることができます。もちろん返却は藤枝でＯＫ！

本を相互利用しよう！

卒論や就活に

卒論に欠かせない学術文献。本学は各種海外電子
ジャーナルと契約しているため、図書館のパソコンで
閲覧できます。また、新聞記事がオンラインで閲覧で
きるので、就活の企業研究にも役立ちます！

オンラインサービスを！
図書の購入

「この本を入れてほしい！」という要望があれば、リク
エスト用紙に記入して受付カウンターに提出してみま
しょう。用紙は受付カウンターや館内の検索端末近く
に置いてあります。

リクエスト受付中！

読書派の臼井さん & 自習派の熊王さんに聞きました
。

図書館だから
冒険ができる！

自宅で勉強していると誘惑が多くて全然はかどらないのですが、
図書館は集中できますし、分からないことはすぐに調べて解決で
きるところが良いです。夏休みは週３日、普段の休日も朝9時に来
て机に向かい、学食でお昼を食べて17時まで勉強しています。疲
れた時は館内をお散歩。自然にリフレッシュできます。実は、藤枝
キャンパスの2階の自習コーナーには、私の推しスポットがありま
す。椅子が体にジャストフィットで、座って景色を眺めている時間
も好き。図書館に通う理由につながっているのかもしれません。

■ 経営学部 経営学科３年
　 熊王利奈さん

私の居場所があるか
ら

行きたくなります！
　大学の図書館は、学生の学びをサポートするために

あります。そのため、大学が設置している学部・学科の

専門書を豊富に揃えていることが、公共図書館との違

いです。蔵書は主に教員が選びます。また、図書館職

員も連携し、課題に役立つ本を特設展示したり、教員

特集1
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に 行ってみよう図書館
初心者の方も、 まずはここから！藤枝キャンパス

経営・経済
系

情報系を中
心に

69,000冊
！

スポーツ経営や保育系の図書が75,000冊！

磐田キャンパス

館内パソコンと
LAN接続。パソコ
ンで作 成したレ
ポートや卒論などを
印刷できます。

❺ プリンターコーナー

本の貸し出しや本
の場所、蔵書検
索、本の取り寄せ
など、親切に教えて
くれます。

❻ 受付カウンター

専門分野の和洋
雑誌の最新号、
バックナンバーをス
トック。新聞の種類
も充実。

❼ 雑誌・新聞コーナー

オンライン授業や
レポート作成に活
用されています。電
子ジャーナルも利
用できます。

❶ 情報カウンター

非売品の冊子や
古い書籍など貴重
な本があるため、他
大学からも注目さ
れています。

❷ お茶学関連図書

「本の帯作り」など
基礎ゼミ授業で活
用するために、同じ
本や同じシリーズを
複数冊完備。

❹ 基礎ゼミ用図書コーナー図書館に併設された美術館。外からも入ることもできます。無料で鑑賞で
きるので、リフレッシュしたいときにいかがでしょうか？静岡市出身の浦田
周社氏から寄贈いただいた作品の中から、テーマに合わせて展示してい
ます。今年度は文部科学大臣表彰受賞記念特別展として、「輝け富士！」
をテーマに、回廊から美術館へと美しい作品が飾られています。地域の
方 が々文化・芸術に親しんでいただける美術館となっています。

❸ 浦田周社木版画美術館
アートに触れて、一息いれよう

先生の一押し本＆学生の作品をチェック！

SDGs17のテーマ
に沿った本を紹
介。「何ができる
か」を考え、知るこ
とから始めましょう。

❻ SDGs関連本展示コーナー

対象年齢別に並
べてあり選びやす
い。読み聞かせの
練習に活用されて
います。

❺ 絵本・大型本コーナー

木漏れ日が差し込
むリラックス空間。
パソコンや読書な
ど、思い思いに過
ごせます。

❹ 1階自習コーナー
「IDパスワードって
何？」「レポートを作
成したい」など図書
館の利用方法はこ
こで聞こう！

❼ 受付カウンター

部活動の活躍や
学生の作品などを
展示。仲間や友だ
ちの活動の成果を
見に行こう！

❽ 各種展示コーナー

先生から聞いた、
スポーツ科学に親
しむための導入本
や専門書を展示し
ています。

❾ スポーツ科学部の展示コーナー 
３カ月以内に入った本
やマンガ、話題作など
を幅広く紹介。学生サ
ポーターお手製POP
にも注目！

❽ 新着図書コーナー
季 節ごとに旬の
テーマ、話題性など
を意識してイチオシ
を紹介。要チェック
です！

❾ 特設展示
個室化されている
ので、集中して映
像資料や映画など
を試聴できます。

10 DVD視聴覚スペース

実際に先生が読んでみて、学生に読み
やすく、授業の予習・復習に役立つ保
育書や雑誌を紹介しています。
本棚の上には授業で製作した折り紙
の玩具や保育園に飾るインスタレー
ションなど、学生たちの力作も。

❸ 保育展示コーナーB

保育士をめざす学
生による保育士養
成課程の作品を展
示しています。

❷ 保育展示コーナーA

個人スペースが守ら
れ、集中して学習した
い時におすすめ。パソ
コンも使えます。

❶ 特別閲覧室

事務室

事務室

浦田周社

木版画美術
館

W.C

W.Cサル ド ジ
ェニ

Salle de 
Génie

EV

EV

EV

EV

閲
覧
机

一
般
図
書

一般図書

社
史

大型本

情報カウン
ター

文
庫電動書架

閲
覧
机

一
般
図
書

閲覧室

放送大学
磐田教室

新着図書

洋
雑
誌

参考図書

参
考
図
書

新書・文庫

新着
図書

マンガ

新
聞 コピー

機

閲覧机

3F

2F

2F

1F

❺

❶

❸

❶

❷❸ ❹

❻

❺

❼❽
❾

❷❷
❹

❻

❼

❽❾
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　  図書館をあまり利用していないというアナタ。 もしかして、図書館のことをよく知らないのでは？
館内に何があり、どんなことができ るのか。知れば使いたくなるはず。

\ 静
かでやる気が高まる！ /

ファ
ッシ

ョン
・ス
ポーツ

・旅行・料理・ IT

デ
ザ
イン

・文
芸など

雑誌が充実！
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磐田がギュッと
詰ま

っ
て
ま
す
！

学食で1日限定15食！
ジュビロ飯認定メニューの「スポーツタウンIWATA栄養満点プレー

ト」は磐田キャンパス学生食堂のみで提供しています。１日15食限

定・地産地消メニュー。この食材でこの価格は絶対にお得です。

ぜひ食べてみてくださいね！

“虎の巻”的なチラシ

しらすサッカーボールご飯
ごはんにはビタミンＤが豊
富な、磐田名産のしらすを
まぶしてサッカーボールを
表現しました。

“初めまして”の人が多いプロジェクトだっ

たので、まずはグループの輪を作ろうと思いま

した。いつも自分からアイデアを出すけれど、

一歩引くことで様々な立場の意見が飛び出

し、とても刺激を受けました。メニュー開発で

は、磐田市の特産品は、福田漁港で水揚げ

される“しらす”だと知り、磐田がさらに身近に。

地域に興味を持ち、地域貢献が就職活動の

キーワードになりました。

経営学部 スポーツ経営学科 4年 青木 黎さん

就活のヒントになる
貴重な体験でした！

スポーツタウンIWATA
栄養満点プレート　¥500
磐田で特に盛んなスポーツ、
サッカー、ラグビー、卓球を
ワンプレートで表現しました！

「ジュビロ飯」の定義と健幸メリット

「ジュビロ飯」は、食とスポーツで健康と幸せな日常生活を目指す健幸プロジェクト。
食事メニューの誕生秘話や今後の展開など、開発に関わった学生と教員に聞きました。

ビタミンDアップ野菜ソテー
油で炒めた磐田名産チンゲ
ン菜が、しらすに豊富に含ま
れるビタミンＤの吸収を促進！

ジュビロフィールドサラダ
シャキシャキ新鮮！グリーン
サラダでサッカー＆ラグビー
のフィールドをイメージ。

デザート
磐田産のいちごを使用。い
ちご本来の甘さを生かして
ヘルシーに仕上げました。

ピンポン入りラグビーつくね
ラグビーボール型の鶏つくねは、卓球のピンポン玉を模した
うずらの卵入りでたんぱく質豊富！食欲そそる甘辛味。

スープ
サッカーボールご飯に使用した海苔を有効
活用。甘みの強い磐田産長ネギ入り！

特集2　磐田キャンパスの食堂で 

体
育
会
系
も
満
足
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
！

私は県外出身者ということもあり、ひと目で

磐田市の料理だと伝わるものがいいかなと思

い、ご飯をサッカーボールにするアイデアが浮

かびました。そこから、「ラグビーも！」「卓球も！」

とグループ内で企画が膨らみました。メニュー

化する時には「どうしたら食べてもらえるか」を

考えて、ユニークで驚きがあるメニューに。食

べやすいワンプレートごはんになりました。

経営学部 スポーツ経営学科 4年 池田 能衣雅さん

食べてもらえる
メニューって何だろう？

Point

学生インタビュー

自
慢
の
メ
ニ
ュ
ー
が

で
き
ま
し
た
！

大
学
で
チ
ラ
シ
を

作
っ
て
P
R
！

「ジュビロ飯」プロジェクトが
はじまりました。

筋力アップのために、
たんぱく質が豊富に摂れる。

主食・主菜・副菜が揃っている1 2
ビタミンＤは骨や筋肉の形成を助け、
丈夫な身体づくりに役立つ。

ビタミンD食材を1品以上使っている 3
新鮮で栄養価の高い、 地元の農産物を食べられる。
地産地消がSDGsの 達成にも貢献する。

磐田産食材を １品以上使っている 4
野菜などに含まれる食物繊維が
血糖値の上昇を抑える。

野菜から食べることを奨めている 5
運動習慣をつけて、
筋力アップを目指す。

運動情報を提供している

けんこう

「ジュビロ飯」プロ
ジェクトは、本学と磐
田市、ジュビロ磐田、
農林環境専門職大
学、磐田商工会議所
等が連携して取り組
んでいます。

スポーツ科学部 スポーツ科学科 2年 齊藤 桃香さん

ジュビロ飯認定メニュー
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特集2　磐田キャンパスの食堂で「ジュビロ飯」がはじまりました。

静岡産業大学には、全国大会に出場する部活から、楽しむことをモットーにのびのび活動するサークルまで、
さまざまな団体があります。今回はそのなかからスポーツサイクリングサークルをご紹介！

スポーツサイクリングサークルの
魅力をPRしてください！

前列／経営学部 4年 河西 孝貴さん
後列左から／経営学部 4年 西村 吉平さん／経営学部 3年 佐藤 僚さん
経営学部 3年 竹内 清乃さん

グルメに絶景、BBQ…。ロードバイクで西へ東へ
スポーツサイクリングサークルの活

動は、ロードバイクでのツーリング

がメイン。決まった活動日はなく、

「誰かが『次の休みにサイクリング

に行かない？』と言い出して、都合

の合うメンバーで出かけることが多

いですね」と代表の河西孝貴さん。

各地で開催されるサイクリングイベ

ントに参加したり、ツーリング先で

キャンプを楽しんだりすることもあ

るそうです。

ークルの設立は2019年。西村と僕と、当時の

先輩と一緒に立ち上げました。西村も僕も高

校時代からロードバイクに乗っていて、西村はレース

に参加することもある“ガチ勢”ですが、サークル活動

はあくまでも“楽しく気軽に”を心

がけています。「ロードバイ

クって何？」という未経験

の人も女性も大歓迎！ロー

ドバイクを持っていない人

には貸し出しもしているの

で、体ひとつで参加できま

す。また、サイクルジャージ

を着るのが抵抗あるという人向

けに、私服サイクリングもやってますよ！（河西さん）

ロードバイクがはじめてでも、僕たち経験者がしっか

りと教えるので安心してください。おいしいものを食

べに行くグルメサイクリングや、自然をめぐるサイクリ

ング、BBQにキャンプと、出かけるのが好きな人なら

絶対に楽しめるサークルだと思います。ダイエットした

い人にもおすすめです（笑）。行きたい場所があった

ら、どんどん提案してくださいね！（西村さん）

ロードバイクはもちろんのこと、法

律で着用が定められているヘル

メット、水分補給のためのボトル、

トラブルに備えてのメンテナンス

ツールは、ツーリングに欠かせない

アイテム。汗をか

いたときのため

に制汗シートも

あると◎。

2021年夏にはロードバイクで河口湖を1周。マンガ『弱虫ペダル』が好きで入部を決めたという佐藤さんによると、「行きたい場
所を提案すると、先輩たちが率先して調べてくれます。とても楽しいです！」とのこと。

遠方に出かけるときはロードバイクを車に積んで移動することも。女性
部員の1人、竹内さんは「先輩方は男女ともにやさしくて、サークルは和
気あいあいとした雰囲気。今度はおいしいものを食べるグルメサイクリ
ングに参加したいです！」と話します。

サングラスやサイクルジャー
ジ、ビンディングシューズもあ
ると便利！

What’s club activity?What’s club activity?

部員の「必需品」をチェック！ サイクリングに
欠かせないアイテム

初心者
の方に

は

ロード
バイクを

　お貸
ししま

す！

VOL.02

スポーツ
サイクリング
サークル
藤枝キャンパスClub    Circleand

中学生・高校生とのメニュー開発や、「ジュビロ飯」を提供している

市内飲食店の「ジュビロ飯」チラシを作ることなど、いろいろあります。

中でも、今後展開したいのが「ジュビロ飯」マップです。店の場所やメ

ニューだけでなく、「駅からお店まで歩くとデザート分消費する」などの

運動効果を紹介し、食と運動を組み合わせられる仕掛けにしたいですね。

「ジュビロ飯」マップを見かける日も、そう遠

くないと思いますよ。

筋力アップをキーワードに、日常生活のスキマ時間にできる体操メニューをご紹介。
下半身強化やフレイル予防を目指すために、江間諒一先生が提案しました。

「ジュビロ飯」プロジェクトの座長を務める髙橋先生と、
本学での活動を指揮する江間先生に今後の目標や展開を聞きました。

❶ 平泳ぎのイメージで肩を内側から大きく回し、同時に膝も曲げま
しょう。ゆっくり下ろすことがポイント！

❷ 膝をしっかり曲げたら腕はガッツポーズ。背筋をピンと伸ばしましょう。
❸ 素早く膝を伸ばし、手をパーにしながら腕を上に突き上げま
しょう。

「ガッツポーズスクワット」 「カーフレイズ」

❶ 両足のかかとを勢いよく上げましょう。膝を曲げないように気を
付けましょう。

❷ 上げたかかとをゆっくり下ろしましょう。

「ジュビロ飯」は昨年11月にスタートして、今年４月には磐田キャンパ

スでも披露しました。様々な場所で“花火”が上がっています。活動を止

めてしまっては意味がないので、学食でのメニューを増やしたり、学外で

の活動を展開したりして続けていくことが目標です。学生が主体的に

活動することで自然に受け継がれ、卒業してからも、地域や企業など

様々な場所で健康大使として活躍してくれ

たら、こんなに嬉しいことはないですね。

ジュビロ飯運動、イチ、ニ、サン！

ジュビロ飯の展開！

スポーツ科学部
江間 諒一准教授
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後
期課程修了。博士（スポーツ科学）。専門は運動
生理学、バイオメカニクス、神経筋生理学、ト
レーニング科学。

スポーツ科学部
髙橋 和子学部長
東京教育大学体育学研究科修了。横浜国立大
学名誉教授。専門は舞踊教育学、体育科教育
学。『からだ気づき学びの人間学(晃洋書房)』な
ど多数の図書。

❶ ❷ ❸ ❶ ❷

1日10回
3セットを目安に

！

1日10回3セットを目安に！

椅子に座ってできるので、バス・電車通学を活用しよう！
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親子そろって鉄道ファンです！
子どものころ、ロボットに憧れるいっぽうで鉄道も大好きだったとい

う佐野先生。プライベートでは「乗り鉄」「撮り鉄」で、中学生の息子さ

んとともに、いろいろな列車に乗ったり、撮影したり、時刻表を眺めた

りしているそう。今の夢を聞くと、「寝台特急『サンライズ瀬戸・出雲』

に乗ってみたい」とのこと。「サンライズ瀬戸・出雲」に乗ったことがあ

る人は、先生にぜひ自慢してくださいね！

佐野 典秀教授

「3DCGモデリング基礎」「3DCGモデリング応用」
「3DCGアニメーション基礎」「3DCGアニメーション応用」など

PLOFILE

3次元空間におけるコンピュータグラフィックス（3DCG）を使った、モデリング、アニメーション
の制作方法を学べる。優秀作品は佐野先生のHPで公開。

3DCGモデリングもアニメーションも、口頭説明だけでは理解が難しいといいます。そこで講義
では、佐野先生による実演→学生たちが実際に手を動かすという手順を大切にしているそう。
「3DCGによって人の動きを再現しようとすると、人の体の緻密さにあらためて驚嘆します。
3DCGもロボットもAIも、学べば学ぶほど、『人間とは何か』という問いに行き着くのです」。

あらゆる分野で需要が高まる
3DCGの知識・スキルを学べる

AIやロボットに造詣が深い佐野典秀先生は、ロボット研究で培った3DCGの
知識を活かし、学生たちに「3DCGモデリング」「3DCGアニメーション」を教え
ています。「3DCGは、ゲーム、アニメ、映画、建築、VR（仮想現実）、医療、スポー
ツなどさまざまな分野で使われている技術です。3DCGの知識やスキルは、今
後はクリエーターやエンジニアだけでなく、企画職や広報職、経営者などにも
必要となるでしょう」と佐野先生。
3DCG制作は人生にも通じるところがあるのだとか。「3DCGで、キャラク
ターを動かす仕組みを作る作業を『リギング』といいます。とても緻密な作業で
失敗は当たり前。失敗したら、それまでの手順をさかのぼって原因を探り、一つ
ひとつ解決していくしかありません。これは人生も同じです。失敗しても、でき

ることから一つずつ解決していけば大丈夫だということを、学生たちには講義
を通じて学んでほしいと思っています」。
もう一つ、学生たちには、チャレンジすることの大切さを伝えたいと佐野先
生は言います。「スティーブ・ジョブズが『Connecting the dots』という名言を
遺しています。今やっていることは『dot』つまり『点』のようなもので、将来どの
ように活きるのかは誰にもわかりません。けれど、いつか過去を振り返ったと
き、さまざまな点がつながっていることに気づくはずです。だから学生たちに
は、今を大切に、何にでもチャレンジするようすすめています」。佐野先生の教
えは、学生たちの人生において確かな「点」となり、やがて大きな輝きと実りを
もたらすに違いありません。

子ども時代にロボットに憧れ、東京工業大学に進学。在学中にはロボットを自ら製作した。同大学大学院理工学研究科原子核工学専攻修士課程修了。研究テーマの一つである「意志決定への
ファジィ積分の応用」は、ごく簡単にいえば、人間の意志決定プロセスを分析・データ化してAIに活かすことが目的。AIがより人間に近い判断を下せるようになれば、人間が重大な判断をしなければ
いけないときにAIの支援を受けられ、事故防止などにつながるという。ほかに人工知能、3DCGの研究にも取り組む。2022年度より経営学部長に就任。

 小粒でもキラリと 光る個性を育て、
 伸ばす授業がSS Uにはあります。  

指導熱心で学生の興 味と元気を引き出す  
 教員たちの授業 を潜入レポート！

授業科目名 「スポーツ社会学」「スポーツ経営学特殊講義A、B」
「教養講座H」「専門演習」など

スポーツ界の良いところや悪いところ、現状が分かる。スポーツ社会学を通じて物事の見方や
考察力が養われスポーツイベントの企画・運営のノウハウが身に付く、など。

授業科目名

ジャイアンツ愛が半端ない！
スポーツは、やるよりも観る専門。“日体大生＝スポーツをしている”な

どの既成概念に疑問を感じたことから、スポーツ社会学に引き込まれ

たそうです。唯一の趣味はプロ野球観戦。大のジャイアンツファンで、

負け続けている時はテレビをつけられないとか。推し選手は大城卓

三捕手。他にも2軍から1軍に来た若手選手などの応援には特に力が

入るそうです。

清宮 孝文講師

KIYOMIYA Takafumi

PLOFILE

「スポーツ経営学特殊講義」に潜入！取材当日は、スポーツイベントにおけるヒト・モノ・カネ・情報
の動き方を学ぶグループワーク。3グループに分かれ、A班は「交流試合」、B班は「スポーツ体験
会」、そしてC班は「ラグビー体験会」を企画しました。清宮先生が各班を回り、さりげなくアドバイ
ス。スポーツボランティアでの体験を話しながら、課題解決に導いていました。

あたり前を疑うことで
社会を生き抜く「見る目」を養う

清宮孝文先生の専門分野であるスポーツ社会学とは、スポーツを社会と捉えて
研究する学問。一言で表現すると「あたり前を疑う学問」とのこと。「例えば、部活動
に上下関係は必要か？という疑問に対して、上下関係の良いところや悪いところな
どを探り、その因果関係にまで着目し考察します」。
スポーツは「楽しい」「素晴らしい」などポジティブな言葉で形容されがちですが、
一方で「辛い」「理不尽な思いをした」などの負の面も多くあります。それらを経験し
た人ほどスポーツ社会学を学んでほしい、と先生は言います。「スポーツ社会学は
フィールドワークという研究手法もある。この手法は、現場を直接観察し、関係者
に聞き取り調査などを行って客観的な成果を得ることを目指すものです。部活動
に励んできた学生はすでにフィールドワークを経験しているのですから、より深く

追求できるはず。当時のことを社会学の視点で振り返ることによって物事を見る目
や考察力が養われます」。授業では、様々な視点を教えてくれます。オリンピックが
テーマであれば、開催年や開催国といったお決まりの情報ではなく、オリンピック
に対する研究者たちの賛否両論やオリンピックボランティアの裏事情など、思わず
人に話したくなるような興味深い話を聞かせてくれます。
スポーツボランティアに対するイメージと参加意欲の関連性、他律的イメージの
形成過程を研究テーマとしている清宮先生。スポーツ経営学特殊講義では、その豊
富な知識をふんだんに活かしています。清宮先生の授業で身に付けた知識は、保
健体育の教員をはじめ、スポーツメディア関連企業やスポーツ施設、行政のスポー
ツ振興部門などを志望する学生の職場で活かされることでしょう。

日本体育大学に進学後、「体育会系」という社会を疑う「スポーツ社会学」に出会い、研究の面白さを感じたことから大学院への進学を決意。同大学任期制助教を経て、2021年に同大学大学
院体育科学研究科体育科学専攻博士課程修了。主な研究テーマは、「スポーツボランティア」。現在は「なぜ、スポーツボランティアに対して他律的な認識を形成するのか」という問題意識を
持って、研究を行っている。本来の意味である「自発的」なボランティア参加が通用する社会を目指している。2021年度より静岡産業大学で教鞭を執る。

専門分野はAI、ロボット、3DCG。
新経営学部長の佐野先生ってどんな人？

スポーツ界の「なぜ」を追求し研究者へ
考察する面白さを伝える

SSUで受 けられる
こんな 授業  

SANO Norihide経
営
学
部
長
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SSUから発信 するヒト・モノ・コト情報INFORMATION

前回大会の決勝戦で敗退して以来、再び同じステージに立つことを目標
に1年間積み重ね、第30回全日本大学女子サッカー選手権大会（以下イン
カレ）に挑みました。前回大会の戦績から相手に警戒され、東海地区予選
から苦しい戦いが続きましたが、インカレでは2回戦で前回大会の決勝戦
で敗れた帝京平成大学（関東第1代表）、準決勝では山梨学院大学との接
戦をものにし、インカレ7回目の優勝を目指す強豪早稲田大学との決勝戦
に進みました。決勝戦は、積雪による想定外のコンディションで行われ、個
人技に勝る早稲田大学の攻撃に耐える苦しい展開となりました。前半を0
－0で凌いだものの、後半7分、一瞬の隙をついた相手の先制点が決勝
ゴールとなり0－1で敗戦となりました。
今大会を最後に退任する女子サッカー元日本代表の本田美登里監督の
もと、2年間積み上げてきた「止める・蹴る」を徹底したスタイルにより、昨
年同様の結果を出したことは評価できるものであります。
このような活躍に対して、磐田市から地域の皆様に活動報告をする機
会を得て、磐田市役所での市長・スポーツ協会への報告会、さらに『らら
ぽーと磐田』磐田市情報館で写真展を開催していただきました。これらの
盛大なイベント開催は、「スポーツのまち全国1位（地域ブランド調査）」で
ある磐田市のスポーツ振興と支援によるものと感謝しています。
新シーズンを迎え、4年生6名が卒業しましたが、新入生9名が加わり、イ
ンカレ優勝を目標に新たな挑戦が始まっています。

第30回全日本大学女子サッカー選手権大会 サッカー部女子準優勝！
ららぽーと磐田にて写真展開催！

3月14日（月）、磐田市役所で、本学入学予定者3名と経営学部4年の髙下純
一郎さんが、磐田市民のスポーツ実施率の向上と「ジュビロ飯」事業の発展を
目的としたプレゼンテーションを行いました。3名は「スポーツプレゼンテー
ション入試」の合格者で、「入学前サポート」プログラムの成果を発表しました。
発表者たちは、磐田市が抱えるスポーツ・健康に関する課題解決と、磐
田市の魅力向上のアイデアを考え、草地市長及び磐田市に対して「万歩計
の歩数をポイント化し、ジュビロ飯を提供する店の割引券と交換できるよ
うにする」などの提言を行いました。
磐田市職員からは、「若者の柔軟な発想により、スポーツが得意でない
人に焦点をあてることの大切さや、歩くこと自体がイベントになることが分
かった。今回のアイディアが実現できるよう協働していきたい。」とコメント
をいただきました。

ジュビロ飯プロジェクト
磐田市役所でプレゼンテーション

3月25日（金）、令和3年度に教育やスポーツなどで活躍した市民をたた
える磐田市民賞の表彰式が磐田市役所で行われました。
本学から、トランポリン部 海野大透さん（経営学部4年）・又吉健斗さん

（経営学部3年）、陸上部 澤木はなさん（経営学部2年）の3名が選ばれ、草
地市長・寺田市議会議長より表彰状と記念品が贈られました。
3月17日（木）に本学を卒業した海野さんは、「磐田市の代表として受賞
でき嬉しい。4月から活動拠点が静岡市になるが、磐田市でトランポリン競
技を続けることができたことへの感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑
張っていきたい」と力強い決意の言葉を述べ、草地市長から「絶対に金メダ
ルがとれる。頑張ってほしい」と激励の言葉をいただきました。

トランポリン部2名・陸上部1名が
磐田市民賞を受賞！

藤枝キャンパスの学生が藤枝市内瀬戸にある岩田神社に飾る大絵馬を
制作し、12月18日（土）、岩田神社で大絵馬奉納神事と除幕式が行われま
した。このプロジェクトは、地元の300年あまりの長い歴史を持つ神社の
鏡内に飾る大絵馬を本学の学生がデザインをし、制作するプロジェクトで
す。2021年度で4年目になり、小林克司教授による指導の下、8名の学生
がこれまで学んだ知識や技術を活かしながら、絵馬をデザインしました。
タテ2メートル×ヨコ4メートルの県内最大級の大絵馬には、新しい年にも
たくさんの幸福が訪れるようにとの願いを込め「富士山」「日の出」「藤」「岩
田神社」とともに、来年の干支である寅年の動物「虎」の絵が力強く描かれ
ています。2022年10月まで岩田神社に飾られていますので、お近くにお
越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

3月14日（月）、「ふじえだ元気大賞」の表彰式が藤枝市役所で開催され、本
学を代表して、鷲崎早雄前学長と臼井マリアさん（経営学部2年）が表彰状と
記念のトロフィーを受け取りました。ふじえだ元気大賞は、市民の皆さんに元
気を与え、藤枝市のイメージアップに貢献した個人・団体に贈られる賞です。
本学は、以下2点の活動が高く評価されての受賞となりました。

● 新型コロナワクチン接種を早期に進めるため、集団および職域接種会場
として藤枝キャンパス体育館を開放し、市民の感染予防に貢献したこと。

● 人気ゲームソフト「あつまれどうぶつの森」で観光PRを目的に、「ふじえ
だサッカーの島」と「ふじえだおちゃの島」の制作に本学学生が積極的
に関与し、市の知名度向上に貢献したこと。
この受賞を誇りに、今後も藤枝市に “元気” を与えられるよう地域連携
活動に取り組んで参ります。

大絵馬が岩田神社に奉納

3月3日（木）に藤枝市立青島北中学校で職業講座が開催され、本学の学
生3名が「あつまれどうぶつの森」プロジェクトをテーマに講演を行いまし
た。このプロジェクトは、任天堂Switch「あつまれどうぶつの森」ゲームソ
フトを活用して藤枝市の魅力を発信する観光プロモーションで、藤枝市と
学生が協働して取り組みました。職業講座では、藤枝市の職員からプロ
ジェクトの概要や目的を説明していただき、その後、プロジェクトに参加し
た学生が、藤枝市をゲーム内に再現するために現地取材を行ったことや失
敗、苦労した点など、具体的なエピソードを交えながら中学生に語りまし
た。他ではなかなか聞くことができないプロジェクトの話に、生徒の皆さん
はメモを取りながら真剣に耳を傾け、たくさんの質問もしてくれました。コ
ロナ禍の中でも、このような機会を設けていただいた青島北中学校の皆
様に、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

あつまれどうぶつの森プロジェクト
青島北中学校にて講演会開催 ふじえだ元気大賞を受賞しました！

5月2日（月）、静岡ブルーレヴズとの産学連携協定締結式が執り行われ
ました。本学は2021年4月にスポーツ科学部を開設し、ラグビーリーグワ
ンに所属する静岡ブルーレヴズ株式会社は同年6月に『ヤマハ発動機ジュ
ビロ』から『静岡ブルーレヴズ』にチーム名を変更しています。「新しいもの
同士、一緒に磐田市のスポーツを盛り上げよう」という思いが合致し、協定
を結ぶことになりました。
締結式では、堀川学長と静岡ブルーレヴズ株式会社の谷社長が協定書に署
名し、「地域スポーツの振興」「プロスポーツチームと大学の新しい関係性の構
築」を柱とした5つの協定事項について取り組んでいくことを宣言。今後は静岡
ブルーレヴズが大学で講座を行ったり、学生がラグビー観戦イベントの運営に
関わったりすることを予定しています。スポーツのまち磐田市を盛り上げ、チー
ムの勝利にも貢献できるよう協力していきますので、ご期待ください。

静岡ブルーレヴズとの
「産学連携協定締結式」を開催

ららぽーと磐田「磐田市情報館」での写真展 プレゼンテーションを行う髙下純一郎さん
式に参加した(左から)寺田市議会議長、同式で受賞をうけた太田さん、
本学学生海野さん、澤木さん、又吉さん、草地市長

左から臼井さん、鷲崎前学長、北村市長、藤村学長補佐 左から堀川学長、山谷社長

※学生の学年は、イベント当時のものです。
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