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藤枝市と包括連携協定を締結

藤枝市との連携事業第1弾：キッズスクール in Fujieda（初回：トランポリン）
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本学で冠講座（寄付講座）を開講するなど、開学当初から協力
関係にある藤枝市。両者の連携をさらに深めるため、平成26年5
月30日（木）に、藤枝市との包括連携協定が締結されました。

協定書調印式に参加された北村藤枝市長からは「大学の知的
資源、人的資源、物的資源を地域のために活用していきたい」、
本学三枝学長からは「この協定書が形だけに終わらないように、両
者の連携事業を具体的に進めていく」と今後の連携事業の活性
化を期待する言葉が述べられました。

連携事業第一弾は、蓮華寺池ホール（藤枝市）におけるキッズ

平成26年6月9日（月）、焼津市庁舎において、
焼津市のシティプロモーション推進事業に関する官
学連携協定調印式が行われました。

本協定は、焼津市のキャッチコピー、ロゴマーク
やシティカラーを作成することで、焼津市の都市イ
メージをより効果的に情報発信することを目的とした
連携協定です。本学情報学部情報デザインの教育
を基に、教員・学生が一緒になって制作にあたりま
す。

調印式で、中野焼津市長と三枝学長は、「この

藤枝市との包括連携協定の締結

焼津市との官学連携協定の締結

スクール（幼児対象スポーツ教室）です。藤枝市
制60周年記念「こども☆みらい☆輝くまち」をテー
マに、平成26年6月21日（土）より、全6回の
スポーツ教室を開催。トランポリン、マット運動、か
けっこ、アジリティ、ダンス、ボール遊びと毎回違う
スポーツを行い、親子で様々なスポーツに親しんで
もらう内容になっています。

今後も様々な講座を開講する予定です。

取り組みにより、焼津市について学び、焼津市の新たな魅力を発見するこ
とで、学生が新しい情報発信をする場になり、学生の成長が期待できる。
焼津市と共に大きく発展できる機会となってほしい。」とお互いの連携事業
の推進を約束しました。

焼津市の魅力や価値を表現できるロゴマーク等を作成することは、学生
のかけがえのない経験になります。今後、推進事業における本学学生の活
躍にご期待ください。

官学連携の人材育成
このたび、藤枝市、焼津市、静岡市と本学の間で、官学連携活動が新たに始まりました。行政と大学が互いに交流す

ることで、地域で活躍できる人材の創出と、地域の相互発展を目指していきます。
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Message

本学では、平成13年度から始まった、企業や各種団体や行政機
関の協力による実践的な講座（冠講座）が学生に好評です。情報
学部では、今年4月から、静岡市による冠講座が新規に開講しまし
た。

4月29日（火）には、田辺信宏静岡市長が来校し、授業が行わ
れました。政令市の市長から、直接お話を伺えるというまたとない機
会を得て、学生も期待を持って講義に臨みました。

田辺市長は、平成12年4月から、平成22年3月までの11年
間にわたり、静岡産業大学で教壇に立ち、「国際関係論」「日本国
憲法」「地方自治論」を担当されていました。

静岡市による冠講座を新規開講

今回、4年ぶりに本学の教壇に立たれた訳ですが、講義の前半は地方
自治の基本を分かりやすく説明し、時折、身近な話題に関連付けては学生
に質問を投げかけ、学生自身に考えさせようとする緊張感に富んだ授業をさ
れました。

後半は、市長自身の経験談として、若い頃、市長になりたいという夢を抱
き、度重なる失敗や苦労にもめげず努力を続け、辛抱して頑張った頃の思
いを熱く語り、学生に「夢を持つことの大切さ」を力説されました。

授業の後、田辺市長を囲んで意見交換を行い、その中で、市長からは
「冠講座を充実したものにしたい」「静岡市と産業大学の協力関係を密にし
たい」とお話がありました。

静岡産業大学 学長　三枝 幸文

本学には、経営学部（磐田キャンパス）と情報学部（藤枝キャンパス）があり、両学部が立地する磐
田市と藤枝市からは、多くの御支援を頂いています。開学以来、地域と連携した教育・研究・地域
貢献を本学の使命と考え、様々な活動を行ってきました。そのことは「県民大学宣言」の中でも、地域
の人 と々共に、地域に貢献できる人材を育成することが本学の目標であると明確にしています。

両学部とも、グローバル経済の枠組みの中で、地域の発展に貢献できるよう、ビジネス教育という
実学中心の教育をしており、特に体験学習を重視しています。開講されている授業の多くで、地域の歴史・自然・文化、更には地域
の産業や地域行政の現状を学ぶと共に、学外に出て地域の課題解決に向けた実践力を養う演習科目を取り入れています。本年には
新たに、焼津市との官学連携を基に、焼津市のロゴマーク等を作成する実践の機会を設けました。

また地域連携活動としては、教職員や学生による地域社会活動への積極的参加のほか、「冠講座」（寄付講座）と「スポーツのキッ
ズスクール」を上げることができます。
「冠講座」（寄付講座）は、現在は両学部で計20社（スズキ自動車・静岡銀行・磐田市・藤枝市・静岡市等）が担当してくださっ

ています。ビジネスの第一線で活躍している方々による迫力のある授業です。
「スポーツのキッズスクール」は、経営学部の磐田キャンパスで、毎週土曜日の午前に開催しています。本学の学生（保健体育教

職課程の学生や運動部の学生）が、地域の子供達にスポーツ（体操・サッカー・テニス・バレーボール）を指導しています。また昨年
には、情報学部の藤枝キャンパスでも、子供の感性に刺激を与える様々なプログラムを取り入れたキッズスクールを開催しました。さら
に、本年5月に締結された藤枝市との包括連携協定を機に、藤枝市内（蓮華寺池ホール）でキッズスクールを始め、藤枝市との連携
をさらに深めています。

本学では、入学当初から就職を意識したカリキュラムの下で、学生諸君が4年間の大学生活において、知識を獲得し、社会を体験
し、実践力を身に付け、卒業後、ビジネスの世界で活躍できるよう就業力の向上に努めています。
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岩手県山田町で健康体操ボランティア

磐田の小学生に陸上指導

9月7日（日）～ 10日（水）、経営学部 浅羽研究室の学生6名
（いずれも4年生）が、震災から三年半経過する宮城・岩手両県の
被災地を訪れるとともに、岩手県山田町では、70 ～ 80歳代16
名の方 を々対象に健康体操ボランティアを行いました。

学生たちは、静岡県が健康寿命日本一であることを紹介し、健康
を保つためには、バランスの取れた食事・適度の運動・社会参加
の三つが大切であることを伝えました。そして、家でもできる簡単な
運動を一緒に行い、次いで、炭坑節や東京音頭を踊りました。その
後、静岡茶を飲みながら震災当時のお話を伺うなどして、和やかな
雰囲気の中でひと時を過ごしました。

本学の陸上競技部では、9月上旬から計5回、磐田市立富士見
小学校の5・6年生約200名を対象に、磐田地区小学生陸上競
技会（10月開催・袋井市エコパスタジアム）に向けた練習指導を
行いました。

初めての指導の試みに緊張していた学生でしたが、初日から子供
たちは元気よく、身体を目一杯使って競技を楽しむ姿に学生も嬉しく
なり、指導にも力が入りました。この活動を通じて、指導の難しさを
学ぶとともに、陸上競技の楽しさを改めて感じることができました。

駿河台ふれあい夏祭り

“ふじのくに”士民協働事業レビュー

藤枝市で開催される恒例行事「駿河台ふれあい夏祭り」が7月
26日（土）に行われ、本学の日本人学生・留学生の計8名が参加
しました。

当日は午後5時から祭りが始まり、法被姿の学生たちは地元の
方 と々協力しながら慣れない神輿を担ぎ、掛け声を合わせて街中を
練り歩きました。

地域の人たちと一緒に過ごした楽しいひと時「ふれあい夏祭り」
は、留学生にとって貴重な体験となり、良い思い出ができました。

9月6日（土）・7日（日）、静岡県庁にて、“ふじのくに”士民協働
事業レビューが実施され、情報学部の学生8名が県民評価者とし
て、2名が会場係として参加しました。

静岡県が実施する事業の見直しや改善などに役立てることを目
的としたレビューで、参加した学生からは、「議論に参加する中で
段 と々自信がでてきた。」「県が身近な存在だということがわかった」
など、大学の外で得られる貴重な経験となりました。

地域社会や他大学との連携による教育事例
大学教育には座学だけではなく、地域社会や他大学との連携による実践型の教育の場が求められています。両学部で

実践している学生の成長・発展を促す様々な連携事例をご紹介します。
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第65回日本体育学会
8月27日（水）、岩手大学において、第65回日本体育学会が

開催されました。経営学部 館研究室4年生の秋元翔真さんが、
「大学サッカー選手の完結的持久力と試合出場時間に関する研
究」に関して報告を行いました。

日本体育学会はスポーツ・健康分野における日本最大の学会の
一つで、秋元さんも初めは緊張の面持ちでしたが、しっかりと報告を
行い、フリーディスカッションを通じて若手の研究者と有意義な交流
ができたようです。

7月23日（水）・24日（木）に開催された第8回ビジネスマッチン
グフェアin浜松において、経営学部熊王研究室の3年生が、自ら
の取り組む研究について発表しました。

熊王研究室では、地場産業における感性と経営の関係をテーマ
に、農産物、織物、切り花など、幾つかのプロジェクト研究に取り組
んでいます。

学生にとって初めての体験となりましたが、研究内容を楽しく紹介
していました。

第8回
ビジネスマッチングフェアin浜松

7月10日（木）、情報学部において、産学連携活動『お茶のパッ
ケージデザイン商品化』感謝状贈呈式・奨学金授与式を実施しま
した。この活動は、情報学部 川又准教授 指導のもと、情報デザイ
ン学科の学生6名が、藤枝市のお茶会社（株式会社澤口農園製
茶工場様）からの制作依頼によって、商品化されるお茶のパッケー
ジをデザインする内容でした。

この学生達の取り組みと優秀作品は、4月23日（水）の静岡第
一テレビ「○ごとワイド」で大きく紹介されました。

お茶のパッケージデザイン
商品化 感謝状贈呈式

藤枝市立総合病院の象徴となるロゴマークに、情報学部 岡田
翔洋さん（2014年3月卒業）の作品が採用されました。

情報学部 小林准教授 指導のもと、本学から計7名の学生が応
募し、全36作品の中から見事、岡田翔洋さんの作品が最優秀賞
となりました。

このロゴマークはブラッシュアップされ、10月に正式なお披露目を
迎えます。完成するマークが沢山の藤枝市民に親しまれ、病院のト
レードマークとして永く愛されるよう願います。

藤枝市立総合病院
ロゴマーク制作
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経営学部

保育士有資格者対象の
本学への求人件数
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スポーツ経営学科に保育士養成課程新設（設置申請中）

保育現場の声

2015年4月より、経営学部スポーツ経営学科に保育士養成課程が誕生します。本養
成課程では、「乳幼児にとってスポーツが重要な役割を果たす」という信念のもと、一般的
な保育士の勉強に加え、スポーツ指導を含めた高い保育技能の修得を目指します。また、
経営学部という特性を活かし、保育経営に必要な専門的知識と幅広い教養を身につけ、
保育サービス産業や子育て支援ビジネスでも活躍できる人材を育成します。 

※保育士養成課程に登録できるのは、2014・2015年度入学生となります。

本学には、以前から保育園、保育産業・幼児対象スポーツクラブへの就職を希望する学生が在籍しています。2010年度からは、就職支援
室宛に届く保育士有資格者対象の求人が、1年間30件ペースで増え続けています。世の中に保育士を活かした仕事が増えており、本学が目
指す新しい保育士の就職先は今後、広がっていくと考えられます。

あそび学園、えんぜる保育園、こすもす保育園、学
校法人春日学園はなぞの幼稚園、学校法人亀井
学園清新めぐみ幼稚園、バディスポーツ幼稚舎、バ
ディ企画研究所、河合楽器製作所体育事業部、幼
児活動研究会、東海テレビ東名体操クラブ、ファミ
リ、幼体連スポーツクラブ、ヨーケンスポーツクラブ、
リーフラス、ジュビロ磐田公式ジュニアチアリーダー

ズ、コナミスポーツクラブ、サーラスポーツクラブ、ジュビロ磐田、清水エスパルス

●保育所 ●学童保育所
●児童厚生施設（児童館など）
●福祉施設 ●乳児院
●母子生活支援施設 ●児童養護施設
●幼児スポーツ研究所 ●企業内保育所
●病院内託児所 ●商業施設内託児所
●スポーツクラブ ●病児保育室

●子どもスポーツ教育 ●ベビーシッター ●スポーツ幼稚舎 他

「保育」「経営」「スポーツ」の3つを兼ね備えた保育士

本学への保育士有資格者対象求人件数、過去の就職実績

保育士
養成課程
Q&A

過去の
就職実績

保育士
資格を
活かした
仕事

静岡産業大学がめざす
新しい保育士

＝

保育 経営 スポーツ＋ ＋

スポーツが不得意、運動に自信がない方でも問題ありません。ただし、
乳幼児の運動能力や運動への興味を引き出すための技能や遊びを修得
する講義があります。スポーツ・運動が不得意でも、子どもの成長や笑
顔のためというやりがいを糧に、学ぶ意欲を継続できる方にお勧めします。

Q
A
スポーツが得意ではないけど大丈夫？

経営学部（磐田キャンパス）
教務・学生スタッフ宛にご連絡ください。
平日8：30～17：00受付です。
Tel. 0538-37-3852

Q
A
もっと詳しく聞いてみたい

幼少期に遊びの中で運動を楽しむと、運動への興味が引き出され、健康で明るく伸びや
かな子どもたちを育成することができます。保育現場では、子どもの年齢別にスポーツ指導
ができる保育士を必要としています。スポーツ指導を取り入れた保育士養成課程を学び、
子どもの心と身体の両面を育てることのできる保育士が多く誕生することを期待しています。

バディ幼稚舎　西尾 和孝園長

子どもの年齢に応じたスポーツ
指導ができる保育士を求めて
います。

「保育士」「公務員」の養成
経営学部では、かねてより学生から要望の多かった「保育士」資格取得の支援として、養成課程を設置する運びとなり

ました。また、情報学部では、平成24年度からスタートした「公務員」養成において、確実な結果を出しています。本学で
は今後、専門的知識を基盤とした職業教育を推進し、スペシャリストの育成に力を入れていきます。
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情報学部

私が道場に入ったのは民間でも就職試験の際にSPIなどの筆記
テストを行うところが多かったので、その対策になればと考えたためで
す。実は、私が公務員を目指すようになったのは道場に入ってからで
す。

道場で公務員についての話を聞いたり、公務員を目指す道場生
の仲間と説明会に参加したりと活動していく中で、自分のやりたいこ
とと公務員の仕事が同じであると感じ、公務員に挑戦してみようと思
うようになりました。

みんなが真剣に取り組んでおり、勉強に集中できる良い空間でし
た。

また、道場に入ったおかげで同じように公務員を目指す仲間と知
り合うことが出来ました。互いに教え合ったり情報交換をしたりと一
緒に努力することでくじけることなく続けることができたのだと思いま
す。公務員試験は勉強量が多く民間よりも試験が遅い等と不安なこ
とがたくさんあります。その時に同じ悩みを持つ仲間に相談できるこ
とは大きな力になりました。

情報学部 公務員大化け道場から静岡県職員に内定

公務員
大化け道場
Q&A

勉強すること自体に苦手意識がある方、高校時代までの勉強が
不得意な方でも問題ありません。道場内で課題に取り組むうちに、
自分のペースに合う勉強方法が身につくことが多々あります。そのよ
うな学習環境に身を置いてみませんか？皆さんの入門をお待ちしてい
ます。

Q
A
勉強が得意ではありません。今からでも間に合いますか？

情報学部（藤枝キャンパス）　
就職支援室宛にご連絡くださ
い。
平日8：30～17：00受付です。
Tel. 054-645-0194

Q
A
もっと詳しく聞いてみたい

公務員大化け道場とは、県庁・市役所、
消防士、警察官といった公務員、日本郵政
グループをはじめ、公益法人団体、金融、
JA農協といった業種・職種に内定するため
の就職試験対策講座です。最初の関門で
ある筆記試験対策はもちろんですが、個人

面接・集団面接・グループディスカッション等、面接対策指導も徹
底的に行います。したがって、就職活動を最初から最後まで、完全
バックアップ体制で合格に導いていきます。

公務員
大化け道場
の目的

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

●入門時期…毎年２回（４月と９月）
●入門方法…説明会で詳細発表
●説 明 会…４月上旬と９月上旬
　　　　　　　（保護者も参加可能）

●費　　用…受講料、教材費
　　　　　　ともに無料
●対 象 者…2・3年生（1年生も可）
●スケジュール…週３回開講

内定先
静岡県 公立小・中学校事務職員

（大学卒業程度）

情報学部 国際情報学科 4年
山浦 圭史 さん　

公務員試験は多くの科目があるので、早めに勉強の配分を決め、
計画的に進めるよう心がけました。中でも多くの問題が出題される
数的推理や判断推理を重点的に勉強しました。また道場だけでな
く、自分でテキストを買い、出来るだけ毎日コツコツ勉強を続け、多く
の問題を解くようにしました。

面接試験対策では友達や先生に協力してもらい、実際の面接を
イメージして受け答えや態度の練習をしました。近年の公務員試験
では、面接の点数配分が多くなっているので、面接対策ができたの
はとても助かりました。

公務員試験は倍率が高く合格するのは簡単ではありません。不
安なことや、やる気
が出ない時もあると
思います。しかし、
目標を持ちそのため
に懸命な努力を続
けていくことが出来
れば良い結果につ
ながると思います。

質問3 具体的にどのような勉強（筆記試験対策や面接対策など）をしましたか？
道場以外で自主的に勉強したことがあれば、そ
ちらも教えてください。

質問4 これから公務員を目指す学生に一言メッセージ
をお願いします。

質問１ なぜ公務員を目指そうとしたのですか？

質問2 道場に入門してみて、どのような印象でしたか？
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就職活動を振り返り、私自身
楽しめたと感じています。就職活
動は今までの自分を振り返る時
間であったからです。自分はどう
いう性格でどんな強み、弱みがあ
るのかを考えると楽しいものでし
た。自分を振り返る良い機会だと
思ってやってみるのも1つの楽し

む方法だと思います。
就職活動は地元を中心に行いました。なかなかうまくいかな

いこともありましたが切り替えてやるようにしました。その結果、
希望していた地元に就職することができました。

期待と不安がありますが、社会人として意識を高めていきた
いと思います。

企業ガイダンスでは何回も企
業ブースを訪れて、人事の方に
顔を覚えてもらうようにアピールを
しました。早い段階で行動をし
て、企業研究をすることで自分の
ビジョンの明確にすることができ
ます。内定を貰うことを最終目的
とするのではなく、入社後ミスマッ

チがないように徹底的に企業を調べ、納得がいくまで就活を続
けることは大切だと思います。面接やSPIは回数を重ねるごと
に慣れてくるので、早期から対策をすることをオススメします。

就職活動では2つのことを中
心に行っていました。

1つ目は合同説明会の時、人
事の方と直接話をすることです。
説明が終わった後に質問か挨拶
をして、また後の説明会では始ま
る前にお礼をいうと相手に顔を覚
えてもらいやすいです。世間話が

出来るくらいまで話せるようになるといいですけど、あまり行き過
ぎるとだめです。

2つ目は履歴書は必ず見てもらうことです。先生や就職支援
室の方に必ず確認してもらうことが大切だと感じました。

就職活動で一番大切なのは、
元々の自分の強みであるコミュニ
ケーション力を高めることだと考え
ました。そのため、日頃より会話
を大事にし、①相手の興味のあ
ることを相手の立場で聞く。②自
分の言葉に顔の表情や態度で
力を加える。③多くの人と具体

的な話を楽しくすることで明るさを振りまくことを心掛けました。
努力が実り、ある内定先からは、面接を楽しんでいる姿がと

ても印象的だと言われました。とにかく就活は、自分自身の今ま
でをしっかり振り返り、将来を決めることなので粘り強く活動す
ることが大事です。

日本郵便㈱

掛川信用金庫

とぴあ浜松農業協同組合

㈱エンチョー

経営学部 経営学科　西原 達彦さん

経営学部 経営学科　加藤 恵美さん

情報学部 国際情報学科　守屋 聖美さん

情報学部 国際情報学科　鷹野 祐希さん

内定先

内定先

内定先

内定先

●経営学部（一部抜粋）

アサヒハウス工業、伊藤園、エディオン、遠鉄ストア、掛川市農業協
同組合、掛川信用金庫、サーラカーズジャパン、静岡トヨタ自動車、静
岡産業社、静岡中島屋ホテルチェーン、独立行政法人国立印刷局
静岡工場、とぴあ浜松農業協同組合、パナホーム静岡、浜松ケーブ
ルテレビ、富士ゼロックス静岡、ブリヂストンタイヤジャパン、ホシザキ
東海、ミサワホーム静岡、日本生命保険相互会社、日本郵便、他

●情報学部（一部抜粋）

安心堂、エンチョー、静岡ガス・システムソリューション、静岡カントリー
グループ、静岡県（小中学校事務）、静岡県警察、島田実業高等専
修学校、鈴与カーゴサービス、セブン-イレブン・ジャパン、東海整備、
東京コンピュータサービス、とぴあ浜松農業協同組合、日本郵便、ハ
イナン農業協同組合、浜松市（消防）、バロー、藤枝商工会議所、ブ
リヂストンタイヤジャパン、マックスバリュ東海、ユニー、他

内定者からのコメント

内定速報（2015年3月卒業予定者）
企業への就職活動の開始時期が、全国一斉に4年生以降となりました。両学部の就職支援室では、従来から注力して

いる企業ガイダンスや個別企業説明会を積極的に活用、今年度も内定の報告が就職支援室に届いています。内定者の
声を紹介しますので、就職活動の参考にしてください。
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●試験回数は1度だけで、約1時間程度でした。適性検査は時間
制限がなく、検査をしながら面接の順番を待ちました。面接官は
3人で、自己紹介・志望動機以外に、同業他社に就職活動をし
ているかや、営業としてやっていく上で活かせることや、ストレス
の解消法を聞かれました。ただ素直に返答しました。 ［建設］

●役員面接は意思確認だけでなく、履歴書をもとに質問が複数あ
りました。 ［製造］

●教授の紹介で試験を受けたので、自身の体験談を全て聞いてく
れました。 ［製造］

●将来どのようなことをしていきたいか、どうしてこの業界を選んだ
のかを、一次・二次ともに質問されました。海外への駐在、出張
についても聞かれました。一般常識は、時事問題と製品知識を
問われました。［製造］

●電話応募の後、履歴書等の提出。会社説明会に参加し、1次
面接へ進みました。筆記試験では、一般常識（国語、数学、英
語）が出題され、2次面接で社長と取締役が面接官、質問は難
しいものではなく答えやすかったです。［情報通信］

●上手く話すことよりも、気持ちを伝えることを意識しました。また、
質問の回答案をいくつも用意しておいたため、何を聞かれても答
えることができました。［運輸］

●面接、グループディスカッション、店舗見学が試験に含まれま
す。紹介状（推薦状と似た形式）を面接前に用意する必要があ
ります。［商社（輸送用機器）］

●履歴書の内容についてはほとんど聞かれず、家族との付き合い
方や、将来何をしたいのかといった質問が多かったです。面接官
は人柄を重視しているので、普段どおりの自分が出せれば良い
と思います。 ［卸売（食品）］

●目標を持って努力する人を募集すると言っていました（覚えるこ
とが多く、簡単な仕事ではないため）。接客の仕事なので、笑顔
を絶やさず、ハキハキと受け答えすることが大事だと感じました。 

［小売（携帯電話）］

●筆記は足し算、引き算、時事問題。スーパーでアルバイトをして
いたので、その質問を多くされました。これからスーパーを受ける
方は、自分の希望する部門を明確にしておいた方が良いと思い
ます。 ［小売（スーパー）］

●最終選考のときに10分位の試験（転記と照合）がありました。　
［金融（信用金庫）］

●個別面接で、30秒間その人を褒めるという他者理解的なことを
行いました。校長が警察出身者で、交通安全運動を年に何回
行っているか、その目的などを聞かれました。 ［教育（自動車学
校）］

●面接中や待っている時の雰囲気がとても良く、緊張せず自分の
話したいことが話せました。会社説明会の際に、エントリーシート
記入とSPIを行いました。最終面接の前に、質問会と現場見学
がありました。 ［福祉（介護）］

●1次面接のみで、来年度から「トレーナー部」が発足するらしく、
自分を発見してくれました。社長が直に大学へ説明会に来てく
ださり、気に入ってもらえて、2次面接や作文が免除されました。 

［サービス（医療）］

●面接は無理して丁寧にせず、自分らしさを出したほうが良いと思
います。当初は関心のなかった企業でも、受けていくうちに関心
を持つこともあります。 ［サービス（スポーツ）］

●面接での質問「長所・短所、将来つきたいポジション、HPの感
想、今後の旅行業界について、車の免許の有無、夜遅くなって
も大丈夫か」など。 ［サービス（旅行）］

●エントリーシートの内容を聞かれました（特に弱みの部分）。どこ
に配属されてもやる！という意志を見せることが大切！ ［複合サー
ビス（農協）］

●農業についての問題点を調べ、意見を述べられるようにした方
が良いです。たくさん話を聞き、質問し、笑顔で挨拶をすることで
顔を覚えてもらえます。幅広い業種を受けることをお勧めします。 

［複合サービス（農協）］

●とにかく志望動機を明確に伝えれば良いと思います。民営化さ
れたので利益を追求する姿勢が求められます。ノルマを意識し、
覚悟を表明することが大切。Web上のテストが少し難しいので
対策をすると良いです。［複合サービス（郵便）］

●面接会場はブース形式で、志望コースごとに分かれて行いまし
た。エントリーシートと履歴書は、個人面接（2次）で持参。地域
基幹職は転勤があり、地域基幹職合格者は、一般職の同時受
験はできません。［複合サービス（郵便）］

様々な業界内定者からのコメント（一部抜粋）

公立学校教員採用試験で5年連続合格者を輩出
平成27年度公立学校教員採用試験

において、在学生・卒業生を含む6名
の合格者が出ました。平成23年度から
数え、5年連続で教員採用試験合格者
を輩出し、本学で学んだ多くの合格者が
教育現場に勤めています。

静岡県 高等学校（商業）…1名　　静岡県 中学校（保健体育）…1名

静岡県 特別支援学校（保健体育）…2名　　静岡市 中学校（保健体育）…1名

岐阜県 特別支援学校……1名

平成27年度公立学校教員採用試験　合格者（10月10日現在）
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日常会話ができるくらいの英語の力を身につけたかったということ
はもちろん、今までとは異なる環境で生活したい、何かにチャレンジし
たいという気持ちで留学を決意しました。アジアビジネス研修、アメリ
カスポーツ研修という道もあったのですが、今の自分の考えやチャレ
ンジしたいことを考えた結果、ニュージーランドのワイカト大学を選び
ました。

実際にニュージーランドでは外国人とのコミュニケーションに苦労
しました。ある程度伝えたいことは身振り手振りや表情などで伝える
ことはできます。しかし、日本人に日本語で伝えたいことを伝える時の
ように細かい部分まで伝えることは困難でした。英語の力のなさを実
感しました。

パスウェイズ・カレッジという留学生が英語を学ぶための学校に
所属しました。中国、韓国、サウジアラビアなどアジアからの留学生
が多い印象でした。クラスはレベル別に分かれていて、「ついていけ
ない」ということはなく、良いペースで英語を学ぶことができました。

ホームステイ先は、自分の家のように過ごせる環境でした。ホスト
ファミリーのニュージーランド人、その他にも、中国人、オーストリア
人、オマーン人、ブラジル人がルームメイトとして生活していました。
多くの国の人たちとコミュニケーションを取ることができ、良い経験と
なりました。

目標であった日常会話ができる程度の英語の力が身についたと
思っていたのですが、留学終盤を迎えたある時、バスに乗っていて
周りの会話が理解できていないことに気づき、まだまだ力がついてい
ないと実感しました。

この留学を通して、異なる環境で生活し、異なる文化に触れ、多
くの人たちと関わることができたのが本当に良い経験となりました。
ホストマザーにニュージーランドでの生活スタイルについて話をした
時やルームメイトの中国人と今の日本と中国の関係、日本の事をど
のように思っているかを話した時は驚きの連続でした。自分の中の
価値観が良い方向に変わった気がします。この経験を活かしてさら
に成長していきたいと思います。

Good Challenges in NZ
経営学部経営学科 4年　今井 祐甫さん

The University of Waikato (New Zealand) 

ニュージーランド 国立ワイカト大学

本学では、世界のさまざまな地域の大学と提携を行っています。
平成25年度後期には、本学の海外学術交流協定校のひとつ：
ニュージーランド国立ワイカト大学に、2名の学生が留学しました。
国際色豊かなワイカト大学で、半年間自己の向上に努めた2名の
体験談をご覧ください。

国立ワイカト大学パスウェイズ・カレッジ
留学プログラム（6ヵ月）
★語学研修

　国際色豊かな大学で、外国人向けの英語プログラ
ムを受講します。日本人以外の留学生も数多く学んで
います。

★ホームステイ
　大学があるハミルトン市内近郊のファミリーのもとで
ホームステイをします。ホストファミリーとの交流を通し
て、ニュージーランドの暮らしや文化に触れながら、生
きた英語力を身につけることができます。

留学先
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私は半年間ニュージーランドのワイカト大学へ留学をしました。海
外留学をした理由は主に２つあり、一つは現地での英語学習、もう
一つは自分探しの旅に出たかったということです。

実際に行ってみて、現地の方とコミュニケーションを取る機会も多
く、私生活で英語を実践する場は本当に多かったと感じました。そし
て日本と異なった環境での生活は、私にとって新鮮でとても刺激的
なものでした。留学をして、自分自身についてもう一度見つめ直す
機会を作ることができ、その結果、私は将来の新たな目標を持ちまし
た。

この留学での体験は、本当に刺激的なものであったため、興味
のある方はなるべく早い時期から行くことをオススメします。

自分が変わる“大化け”体験
経営学部スポーツ経営学科 4年　奥田 一真さん

●図書館利用時間

 平　日 9:00-18:3
0

　土曜日 9:00-12:
00

図書館通信図書館通信
経営学部（磐田キャンパス）

情報学部（藤枝キャンパス）

経営学部図書館では、
新しく届いた図書やお薦め
したい図書を1 冊でも多く
学生の皆さんに手に取って
いただけるよう、職員一同

日々工夫をしています。図書館入り口の看板には、図書館か
らのホットな話題を定期的に更新しお届けしています。また、
カウンター前には、平置きで文庫本や新着本、図書館員お
薦めの図書を展示し、選びやすいディスプレイを心がけていま
す。また学生さんお薦めの本や気軽に読める図書などのコー
ナーも設置しています。ぜひ図書館に遊びに来てください。

図書館と言えば、“飲食禁止”“私語禁止”が当然だと思われてい
ませんか？最近では空間を目的別に分ける“ゾーニング”の発想が取
り入れられ、変わりつつあります。

藤枝図書館は、平成24年の改修工事でアクティブ・ラーニング・
スペース『Salle de Génie』ができたことで、ゾーニングがしやすく
なっています。“図書館内ではおしゃべりはダメ、食べたり飲んだりし
てはダメ”というのではなく、今の学生さんたちの生活や考え方に
合った空間を提供し、お互いがマナーを守りながら各々のペースで
学習できる図書館づくりを進めていきたいと思っています。

藤枝図書館では、キャップ付きのボトルであれば館内への持込み
はOKです。ちなみに、Salle de Génieでは事前申請が必要です
が、飲食もOKです。部活動やサークルでの集まりにぜひ利用して
くださいね！

藤枝図書館の知って得するそうなんだ！
今回のテーマは…「ゾーニングって何？？」

いろいろな本に出会うお手伝いをします。
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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　滝井 幸乃さん

　　　　　蒼樹祭実行委員長　大澤 和真さん

開催テーマ『みのり』
長年続いてきた経営学部の大学祭である蒼樹祭も、今年で２１回目となりました。
近年磐田で大人気のゆるキャラ「しっぺい」や、今年発足した磐田ご当地アイドルの「ベ

リンダガールズ」さんをお呼びしています。
また、今年はゲスト芸人として「こまつ」さんと「小石田純一」さんが得意の演奏やモノ

マネでステージイベントを盛り上げてくださいます。
さらに、模擬店では学生が腕によりをかけて作った

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。

他にも、ビンゴやダンスステージ、こども企画など楽し
いイベントを企画していますので、ぜひお越しください。
お問い合わせ先：学友会携帯
　　　　　　　   080-1555-1369

開催テーマ『星座-star to star-』
今年で第１６回目となる鳳翔祭も、多くの方々の支えに

よって着 と々準備が進んでいます。
毎年好評のアカペラやダンス、そして２日目には豪華芸

人ライブもございます。恒例のビンゴ大会でも豪華景品を
ご用意しております。ステージ以外にも数多の模擬店や、
巨大迷路など楽しめる企画も満載です。
「開催テーマの『星座』って何？」と疑問に思われた方、

ぜひお越し頂きその意味を確かめてみてください！皆様のご
来場を、心よりお待ちしております。
お問い合わせ先：教務・学生スタッフ
　　　　　　　   TEL.054-645-1102

8日（土）
ベリンダ ガールズ
磐田自動車学校 学科コンテスト
チアダンス部

9日（日）
＜夫×夫＞女装コンテスト
しっぺいダンス
天下無敵の爆裂ライブin蒼樹祭３

（小石田純一、こまつ）
ビンゴ大会

両日
フリーマーケット
模擬店
こども企画
軽音楽部

15日（土）
書道パフォーマンス
チアダンス部

16日（日）
芸人ステージ

（ダークホース、
　江頭2:50と副総裁）
ダンスパフォーマンス

両日
バザー
巨大迷路
Ms,Mrコンテスト
アカペラライヴ
ビンゴ大会

11/8（土）
　  9（日）
両日10：00開場

11/15（土）
　  16（日）
両日10：00開場

在学生によって企画・運営される大学祭が、11月に開催。両学部のみどころをご紹介します。
学生・教職員一同、ご来場を心よりお待ちしています。

経営
学部

情報
学部

11/8（土）
　  9（日）

11/15（土）
　  16（日）

2014 年大学祭 みどころ紹介


