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「就職超氷河期」の就職事情
　文部科学省と厚生労働省が発表した今春卒業した大学生の就

職率（4月1日現在）は91.0％、そのうち女子大学生の就職率は

90.9％で、「就職氷河期」と呼ばれた 2000 年春を下回り、統計

を取り始めた 1997 年以降で過去最低の数値でした。長引く不況

に加え、東日本大震災の影響で更に企業の採用状況が悪化する

可能性があります。2011年版「労働経済の分析（労働経済白書）」

では、新規学卒者の就職状況は、かつてに比べ、経済情勢悪化

の影響を受けやすくなっていると指摘していて、「就職超氷河期」

と言われる就職状況が今年度も継続すると考えられます。

昨年度の本学の就職状況
　「就職の椙山」と言われて久しい本学においても昨今の就

職状況は非常に厳しくなっていのが現状です。昨年度の本

学の就職状況についてはスクエアＳ（本誌P.12）で詳しく紹

介しますが、就職希望者の 93％の学生が内定を得ており、

全国的な厳しい就職状況下にありながら健闘しているといえる

でしょう。また、昨年度初めて卒業生を送り出した教育学部は、

全国トップクラスの保育職・教員への就職率をあげ、順調な

滑り出しとなりました。

多様な就職先
　平成 22 度の業種別就職状況を見ると、商社・卸小売業

19.2%、製造業 13.9%、サービス業 13.7%、学校・教育

13.5%、金融・保険業 8.7%、医療・保健 7.1%、その他公務、

建設業、運輸・倉庫業、情報通信業、不動産業、広告・宣伝

業と様々な業種に就職しています。職種別就職状況を見ると、

事務職の比率が 42.5%と圧倒的に多く、総合職 11.0%、教員・

講師 10.1%、営業職 7.8%、販売職 6.7%、公務員 5.3%と続き、

栄養士を始め専門職には13.9% 就職しています。

S 多様化する椙大生の就職
　1949 年、家政学部の単科大学として開学し、2009 年には開学 60 周年を迎えた本学。その間、幾多の変遷を経て、
現在では7学部11学科を擁する総合大学に発展しました。
　もちろん、単に学部・学科数が多いということだけではありません。管理栄養、生活環境デザイン、国際言語コミュニケー
ション、表現文化、人間関係、心理、文化情報、メディア情報、現代マネジメント、教育、看護と専門性と学際性に富んだ
教育を実践し、卒業生はさまざまな分野で活躍しています。
　今回の特集は、多様化する卒業生の就職先に注目し、その現状を紹介します。

本学では将来を見据えた各種資格の取得を応援しています。
資格や講座　

特　集

取得可能な受験資格
●管理栄養士
取得可能な資格
●栄養士
●中学校教諭一種
　免許状（家庭）
●高等学校教諭一種
　免許状（家庭）
●栄養教諭一種免許
●食品衛生管理者
　（任用資格）
●食品衛生監視員
　（任用資格）
●学芸員

取得可能な受験資格
●インテリアプランナー
　（実務2年）
●商業施設士
●一級建築士
　（実務2年）
●二級建築士、
　木造建築士
取得可能な資格
●一級テキスタイル
　アドバイザー
●中学校教諭一種
　免許状（家庭）
●高等学校教諭一種
　免許状（家庭）
●学芸員

取得可能な資格
●中学校教諭一種
　免許状（英語）
●高等学校教諭一種
　免許状（英語）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●日本語教員
●学芸員

取得可能な資格
●中学校教諭一種
　免許状（国語）
●高等学校教諭一種
　免許状（国語）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●日本語教員
●学芸員

取得可能な受験資格
●社会福祉士
取得可能な資格
●中学校教諭一種
　免許状（社会）
●高等学校教諭一種
　免許状（地理歴史・公民）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員
●社会調査士
●児童福祉司
　（実務1年・任用資格）
●社会福祉施設の
　各種指導員（任用資格）
●社会福祉主事
　（任用資格）

取得可能な受験資格
●産業カウンセラー
取得可能な資格
●中学校教諭一種
　免許状（社会）
●高等学校教諭一種
　免許状（公民）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員
●認定心理士
●児童福祉司
　（実務1年・任用資格）
●児童指導員などの
　任用資格

取得可能な資格
●高等学校教諭一種
　免許状（情報）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員
●社会教育主事
　（任用資格）
●日本語教員
●社会調査士

取得可能な資格
●高等学校教諭
　一種免許状（情報）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員
●社会教育主事
　（任用資格）
●日本語教員
●社会調査士

取得可能な資格
●中学校教諭一種
　免許状（社会）
●高等学校教諭一種
　免許状（商業・公民）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員

取得可能な資格
保育・初等教育専修
●保育士
●幼稚園教諭一種免許状
●小学校教諭一種免許状
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員
初等中等教育専修
●幼稚園教諭一種免許状
●小学校教諭一種免許状
●中学校教諭一種免許状
　（数学・音楽）
●高等学校教諭一種免許状
　（数学・音楽）
●司書、学校図書館
　司書教諭
●学芸員

取得可能な受験資格
●看護師
●保健師
　（平成24年度入学式から15名前後）
取得可能な資格
●養護教諭一種免許状
　（教職課程科目単位
　 取得者：1学年あたり10名まで）
●養護教諭二種免許状
　（保健師国家試験合格者が
　 自己申請で取得できる）
●第一種衛生管理者
　（保健師国家試験合格者が
　 自己申請で取得できる）

看護学科子ども発達学科管理栄養学科 生活環境
デザイン学科

国際言語
コミュニケーション
学科

表現文化学科 人間関係学科 心理学科 文化情報学科 メディア
情報学科

現代
マネジメント学科

看護学部教育学部生活科学部 国際コミュニケーション学部 人間関係学部 文化情報学部 現代マネジメント学部
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つぎに椙山の就業力育成支援事業についてお知らせします。

大学→
在学生

へ

CAMPUS
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エクステンションセンターで開設している椙山オープンカレッジでは、採用試験対策やプラスαの実力を身につけるための分野別講座と
して「キャリアアップ講座」を開講しています。（本誌P.13もご覧ください。）
採用試験対策講座
教員採用試験対策（一般教養、教職教養、小学校教諭志望者：小学校全教科）
保育士・幼稚園教諭対策（教養試験）
就職対策講座
自分を素敵に変えるための就職対策、コーチング入門、就職スキル・ビジネス文章マスター、就職対策・教養試験マスター、
秘書検定受験対策（準1級・2級）、ビジネス能力検定 2級受験対策
プラスαの実力をつける専門分野別講座
宅地建物取引主任者受験対策、ファイナンシャルプランナー受験対策、
MFA 小児救急救護法＆MFA 成人救急救護法、
サービス介助士with手話検定5級受験対策、色彩検定受験対策、
インテリアコーディネーター受験対策、
TOEICテスト受験対策講座　など

　学部ごとの就職状況を見ると、管理栄養学科は栄養士や食品関係、

生活環境デザイン学科は建築インテリアやアパレル関係、教育学部

は教員、文科系学部は商社・卸小売業、製造業、サービス業、金融・

保険業が多くなっていますが、文化情報学部では情報・通信業、旅

行業やマスコミ、人間関係学部では福祉や医療・保健、国際コミュニ

ケーション学部ではサービス業など、学部ごとの特徴が見られます。

　このように、大学全体で見る就職先には多様化が見られるととも

に、学部で学んだことを活かした就職先（業種）を選択しているこ

とがわかります。将来、看護学部が卒業生を送り出すときは、椙大

生の就職先はさらに多様化が進むことになるでしょう。

平成22年度
就職状況

管理栄養学科
進学 5.9％

管理栄養士・
栄養士

（医療・福祉）
21.2％その他

一般企業
（事務職）
27.9％

公務・教育
13.6％

平成22年度
就職状況

食品関連企業
（商品開発、品質管理、
総合職など） 15.3％

管理栄養士・栄養士
（企業） 9.3％

管理栄養士・栄養士
（学校・自治体） 6.8％

平成22年度
就職状況

商社・
卸小売業
21.9％

製造業
14.1％

金融・
保健業
14.1％

情報・
通信業
9.0％

サービス業 
6.7％

運輸・旅行業 
6.2％

マスコミ・
番組制作・
広告 5.6％

非営利団体 
5.6％

医療・保健 4.5％

学校・教育 4.5％

建設業 2.8％

公務 2.8％
不動産業 1.1％
進学 1.1％

保育・初等教育専修

平成22年度
就職状況 保育所・

幼稚園
70.6％

小学校 
10.6％

公務員（事務）
1.2％

企業 10.6％

その他 7.0％

初等中等教育専修

公務員（事務）
2.7％

企業 12.0％

進学・留学 2.7％

その他 6.6％

平成22年度
就職状況

教員
76.0％

平成22年度
就職状況

サービス業
21.5％

製造業
17.8％

商社・
卸小売業
17.8％

金融・
保険業
8.4％

学校・教育
8.4％

医療・保健
5.2％

運輸・倉庫業
4.7％

非営利団体 4.2％

進学 3.7％

建設業 3.1％

広告・宣伝業 2.1％

公務 1.6％
不動産業 1.0％
情報・通信業 0.5％

平成22年度
就職状況

商社・
卸小売業
20.0％

サービス業
14.1％

製造業
12.3％金融・

保険業
10.0％

福祉系
（専門職含む）10.0％

医療・保健
 8.8％

進学 6.5％

学校・教育 5.3％

非営利団体 2.9％
建設業 2.9％
情報・通信業 2.4％

公務 1.8％
不動産業 1.8％
広告・宣伝業 1.2％

教育学部国際コミュニケーション学部 人間関係学部

生活科学部 文化情報学部 現代マネジメント学部

その他・未定 1.1％
専門職（食品栄養系） 1.0％
専門職（航空系） 0.6％

事務職
42.5％

総合職
11.0％

教員・講師
10.1％

営業職
7.8％

販売職
6.7％

公務員 5.3％

栄養士 4.3％

専門職（福祉系） 3.2％
専門職（生活環境系） 1.8％
サービス職 1.6％
専門職（その他） 1.5％
専門職（情報系） 1.5％

職種別

商社・
卸小売業
19.2％

13.5％
学校・教育

8.7％
金融・保険業

6.9％
非営利団体

公務 5.8％
建設業 4.5％

運輸・倉庫業 2.4％ 情報・通信業 2.0％
不動産業 1.3％
広告・宣伝業 1.0％

製造業
13.9％7.1％

医療・保健

13.7％
サービス業

業種別

平成22年度
就職状況

商社・卸小売業
27.0％

製造業
19.0％

サービス業
14.0％

金融・保健業
12.9％

医療・保健
8.0％

進学 3.1％

情報・通信業 
3.1％

非営利団体 2.5％

学校・教育 2.5％
不動産業 2.5％

公務 1.8％
運輸・倉庫業 1.8％
建設業 1.2％
広告・宣伝業 0.6％

生活環境デザイン学科
進学 4.2％

非営利団体 1.7％

平成22年度
就職状況

建築・
インテリア関係
33.1％

その他
一般企業
39.8％

不動産業 2.5％
アパレル関係
10.2％
公務・教育 
8.5％
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　現在の厳しい雇用情勢において、学生の資質能力に

対する社会からの要請や、学生の多様化に伴う卒業後

の職業生活等への移行支援の必要性が高まっています。

このような状況を踏まえて、大学は生涯を通じた持続的

な就業力の育成をめざし、教育課程内外を通じて、学

生の社会的・職業的自立に向けた指導に取り組むことが

必要であり、そのための体制を整えるものとして、平成

２３年４月に法律が改正され、施行されました。

　本学では、こうした社会的・職業的自立に向けた教育

および支援、すなわちキャリア教育およびキャリアガイダ

ンスを「トータルライフデザイン教育」として法律の施行

と同時に始めています。「トータルライフデザイン教育」

とは、キャリアデザイン、ライフデザインとともに、ライフ

ステージごとの課題についても見識を持ち、女性がトー

タルな自己の人生の中で就業を考え、ワークライフバラ

ンスを実現させることに主眼を置く教育です。

　具体的には、次の取組が行われています。

１．キャリア教育科目の開放化

　各学部で開講されているキャリア教育科目を開放科目

化して、社会的自立を視野に入れた生涯設計に関わる

科目「生涯キャリア科目群」、社会生活の幅広い具体的

なライフステージ毎の課題解決に資する科目「生活領域

キャリア科目群」、職業的自立を念頭に置きながら、自

身の働き方のデザインに関わる科目「実践キャリア科目

群」の３分野に編成し体系的に履修できるようにしてい

ます。今後もこれらの科目群の充実を図って、多様なキャ

リア形成に応えられるようにしていきます。

２．トータルポートフォリオシステム（SUCCESS サクセス）
　   の導入と運用

　本年度は、先行して国際コミュニケーション学部と文

化情報学部で運用していますが、システム的には全学部

の学生が利用できる環境を整えています。このシステム

は、自分の大学生活の様々な経験（キャリア）や学習結

果を取り込むことにより、自分自身の成長の過程や振り

返りを行うことができる、いわば自己の成長や変化を発

見するツールです。この活用ガイドを１年次生を中心に

配布しています。活用ガイドに従って、自己発見を始め

てみてください。

３．サポーター制度（人材バンク）の創設と運用

　職業生活をイメージ化するためには、先人の知識お

よび体験談を聴くことは重要なことです。本学の１００年以上の伝統を活

かして、卒業生や連携企業からのサポーターに制度としての人材バンクに

登録していただき、授業内のゲストスピーカーや授業外でのキャリア講座

にロールモデルとして招聘していく取り組みを行っています。平成23年

7月31日現在、７3名登録され、様々な機会に活躍していただいています。

　上記の取り組み以外でも、併設・附属の高等学校・中学校・小学校・

幼稚園とのキャリア形成に係る連携やキャリア教育の満足度調査を行って

いきます。また、これらの取り組みは、「キャリア教育特別委員会」を設

置して、課題を横断的に審議して、学生の就業力育成を図っています。

これらを図式化したものが、図表１及び図表２です。

　

大学生の就業力育成支援事業「トータルライフデザイン教育」について

■図表１　「キャリア教育を軸としたトータルライフデザイン」

■図表２　キャリア教育の進め方とステップ

エクステンションセンター 職業生活のスタート

必要とされる力

イメージと現実を
調整する力

職業生活のイメージを
具体化できる

（知識・情報・体験を
統合できる）力

職業生活を
イメージする力

自己把握の力

キャリアを意識する力

キャリアへの関心

学生生活のスタート
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ー
タ
ー
の
サ
ポ
ー
ト

学
修
生
活
指
導
教
員
制
度

2
年
次

1
年
次

高
校

到達目標 教育課程内 教育課程外

「職業生活」の
イメージの調整と
仕事とのマッチング

知識・情報・体験
の活用による
「職業生活」
のイメージ化

「職業生活」の
イメージのための
知識・情報の
収集・蓄積

自己の強みと
課題の理解
「働くこと」の
イメージ化

実践キャリア科目群
での学び（理論）

インターンシップ（体験）
実践キャリア科目群での

学び（理論）
生活領域キャリア科目群
での学び（理論）

インターンシップ (体験）
生活領域キャリア科目群
での学び（理論）

生涯キャリア科目群での
学び（理論）

生涯キャリア科目群での
学び（理論）

人間論・キャリアデザイン
部門（理論）

個別相談とサポート（情報）

OG交流会・学生
企業説明会、内定
者報告会

雇用形態と特徴、
マナー講座、業種・
職種研究

各
種
講
座
等

依頼サポートからの
支援（情報）

収集のためのツールの提
供（情報）

仕事理解への情報
コンピテンシーテスト（情報）
入学時ガイダンス（情報）

依頼サポーター
（OGサポーター）からの

支援（情報）

高校生の職業意識醸成
のための学び（情報）

人
材
バ
ン
ク
（
人
材
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
の
運
用

エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

業種の
情報

相談とサポート

各学部の
人材養成
目的に基づく
「実学的専門
教育科目]

実践キャリア
科目群

生活領域
キャリア
科目群

人間論（キャリアデザイン）
【全学共通1年次履修】

生涯キャリア
科目群

職種の
情報

職種・業種別
ガイダンス
の事例

卒業生
の情報

地域事情
の情報

ー女子総合大学の教育課程内外のキャリア教育資産の活用とその統合を目指してー

職業生活のスタート
卒業生の

人材・企業バンク

職業的自立のためのキャリア（情報） 社会的自立のためのキャリア（理論） 職業的自立のためのキャリア（体験）

教務課

働くことの
意味の明確化

職業観の確立

職種の経験

業種の経験

卒業生企業での
インターンシップ

学生生活のスタート

9  OG交流会（OGから学ぶ）

8  学内企業説明会

7  働き方と雇用形態

6  エントリーシートの作成

5  内定者報告会

4  マナー講座

3  業種・職種研究

2  筆記テスト対策

1  進路と自己分析

ガ
イ
ダ
ン
ス

業
種
と
職
種
の
マ
ッ
チ
ン
グ

事
前
指
導（
目
的
の
明
確
化
）

実
習（
巡
回
指
導
）

事
後
指
導（
目
標
達
成
の
レ
ビ
ュ
ー
と
学
び
の
整
理
）

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
報
告
会

コンピテンシーテスト

キャリアサポート課

地
域
密
着
型
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス

公
務
員
ガ
イ
ダ
ン
ス

食
品
栄
養
系
ガ
イ
ダ
ン
ス

福
祉
系
ガ
イ
ダ
ン
ス

エ
ア
ラ
イ
ン
ガ
イ
ダ
ン
ス

開
放
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
委
員
会

１年次：人間論（必修科目）２年次以降：所属学部（推奨科目）の科目群から１科目と、
それ以外の科目群から１科目（開放科目で対応※推奨科目）

+
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　看護学部の就職率は、第１期生の卒業時には、100％でき

ると確信しています。それは医療の充実のため、看護師の求人

数が多い状態が当分続くと思われるからです。就職には看護師

免許の取得が必要です。それにはまず日々の学習の積み重ね

が大切です。本学看護学部生は卒業（単位取得）すると、看

護師・保健師の国家試験受験資格が得られます。毎年 2 月に

行われる国家試験に合格して、晴れて免許の取得となります。

　看護学部では国家試験合格のために２つの方法を用意して

います。一つは学生が過去 10 年間に行われた国家試験問題

にいつでも挑戦できるよう、WEB 版の国家試験対策を取り入

れています。二つ目は模擬試験を行い、その結果をもとに学生

と各教員が共に対策を考えます。また専門知識を深めるための

セミナーなどを行い、学生の学習意欲を支援します。学生一人

ひとりの自主的な勉学の取り組みに期待したいと思う日々です。

看護学部　看護師・保健師国家試験対策委員長　石井英子教授

　

うれしい春を迎えるために

新入生が抱く将来の夢
　「メディア情報学科」の第1期生140 名は、将来にどんな夢を

抱いているのでしょうか。4 年間を通じて、学びによる自己変化を

確認させ、キャリア形成を支援するため、今春、導入のトータル・

ポートフォリオシステム（通称：SUCCESS）を手がかりに、彼女た

ちの就職に関する考えの一部にも耳を傾けてみました。高校卒業

から半年足らず、具体的に希望職種を挙げられている学生は約1

割にとどまる反面、ある例では、「情報収集力に最も優れている」

という自己発見レポートの診断結果に、好奇心旺盛との自己分析

を重ね合わせて、「自分に向いている職業とやりたいと思っている

職業が同じ」と考え、CMプランナーという夢を「更に具体化させ

た職業を見つけることで、それに向けた授業を取るなどして、夢

に向けてがんばりたい」と意欲を強めていました。また「人と話す

ことが好きなので、アルバイトなども通じてコミュニケーション能力

を磨いて」、商品販売活動や人と接してサービスを提供する仕事

への関心を深めたい、といった声も聞かれました。入学前には放

送や番組制作を進路先イメージに挙げる人が大半でしたが、学

びの現場で感じる手応えや可能性を基に、将来の夢と具体的職

業との乖離、あるいは共通点をより現実的に分析し、刻 と々変化

する情報メディア時代へと羽ばたく力をたくましく蓄えていってほし

いと思います。

文化情報学部　脇田泰子准教授

新設学部・学科の就職
平成22年4月に開設した看護学部と平成23年4月文化情報学部に増設したメディア情報学科。本学にとって新しい分野であるこ

れらの学部、学科の就職も気になるところ。看護学部と文化情報学部メディア情報学科の就職について近況をお知らせします。

看護学部 看護学科

文化情報学部 メディア情報学科
P.5
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柴田 : 就職氷河期と言われる中、深谷さんは最後まで会社選

びに妥協せず、卒業後も就職活動を続けたと聞いていますが、

その時はどんな気持ちで活動をしていたのでしょうか？

深谷さん： 一年半以上もの時間を費やした私の就職活動は、

精神的にとてもつらい時期もありました。私が憧れていた芸術

にかかわる仕事につくことは、当初思っていた以上に難しく、何

度も諦めそうになったのを覚えています。しかし、自分を奮い立

たせてくれるような人から話を聞いたり、諦められない状況に自

分を追い込んだりすることで、強い意思を持とうという一心でし

た。

柴田 : 結果、今は京都で二つの仕事をしているようですが、ど

のような仕事をしていますか？

深谷さん： 一つは清水寺での観光ガイドの仕事です。どうやっ

たら、多くの人に清水寺のことを深く知ってもらいつつ、観光を

楽しんでもらえるか考えて仕事をしています。実際に現場でガ

イドを勤めたり、絵本形式の観光パンフレットの制作をおこ

なったりしています。もう一つは美術画廊のお仕事です。美術

品というツールを使って、作家とお客様の間に入り、両者のコ

ミュニケーションを手助けするお仕事です。時には国宝級の

作品も扱いますので、気が抜けません。

柴田 : 仕事をする中で、大学での勉強が役に立ったと思うこ

とはありますか？

深谷さん：  はい。やはり、大学時代に身につけた語学力は

どこでも重宝されます。また、英語の自主セミナーで行ってい

た、フリーペーパーや絵本の制作の経験が、清水寺でのパ

ンフレット作りに大変役に立ちました。絵本形式のパンフレッ

トについては、社内でとても評価が高く、もっと詳しくした冊子

を清水寺の公式ガイドブックとして売り出すという動きも出て

きています。でも、一番私の力になっているのは、大学時代

にお世話になった先生方から教えて頂いた「真剣に取り組む」

という姿勢です。これは大学でも感じたことですが、社会人に

なっても、周りの人が自分のやるべきことに対して１００％の

力を費やしている人は意外にも少ないと感じます。周りが

８０％の中で常に１００％の力で取り組むことができると、思

いがけぬ良い評価を頂けることがあります。またそれによって、

先生方にいい報告ができるという楽しみとなり、より一層自分

が頑張れる力となっています。

「納得がいくまで妥協しない」
「何事にも真剣に取り組む」姿勢が夢を叶える。

国際コミュニケーション学部で培った英語力と表現力を使って、芸術分野で働くという

夢を実現した深谷真利奈さんに、大学時代で学んだことと現在の状況について

お話を伺いました。（インタビュアーは国際コミュニケーション学部柴田亜矢子講師）

深谷 真利奈さん

2011年3月、本学国際コミュニケーション学部国際言語コミュニケーション学科卒業。
同年5月より、株式会社KSTAGE（Kー清水のSTAGE-舞台という意）清水寺音羽の滝
公式ガイド（ボランティア活動）、株式会社たづアート（大丸京都店６F 美術売場
『アートサロン ESPACE KYOTO』）販売員として勤務。 

き

に

と

な

力

い

先

が

清水寺　音羽の滝にて

在学中に作成した
英文フリーペーパー

夢を叶える。

くという

て

講師）

ン学科卒業。
水寺音羽の滝
美術売場

深谷 真利奈さん

Human
Close-up

ヒューマンクローズアップ
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女性のライフスタイル
小倉：社会で活躍する女性が増えたといわれていますよね。

最近、ゴールデンタイムのテレビドラマのヒロインに「働く

女性」が増えたなと実感しています。大学を卒業したら、働

こうと思っている学生さんがほとんどですが、数年先の自分

の未来像、特に働いているのかどうかをイメージすることは

難しいそうです。そこで私の担当する授業では、30 代、40

代の働く女性をゲストにお招きしこれまでの就業体験などを

お話してもらっています。子どもを育てながら働く女性や独

身のキャリアウーマンなどです。昨年は専業主夫をしている

男性もお招きしました。多様な生き方や働き方のロールモ

デルを知って、自分らしい生き方を模索してもらいたいと願っ

ています。

藤原：私の研究分野が教育とジェンダーということもあって、

ジェンダーの視点からひとの生き方を考えるという点ははず

せないと思いますね。ひとの人生には、そのひとが「女性で

ある」ことで起こりうる出来事があったりして、それらを「女性

だからこそ」楽しんだりすることもあったり、「女性ゆえに」苦

しんだりすることもあると思います。また「女性の幸せ」という

フレーズをとってもみても中身は多種多様ですよね。じぶんと

じぶんのジェンダーとどう折り合いをつけて「人間としての」

じぶんらしさを実現できるか、その点が重要だと思っています。

やはり、じぶんの生き方を考えるときに「女として」や「男として」

どうかというだけではなく、最終的にはきっと「人間として」生

き生きしていることが気持ちよさそうな気がします。

　田：「女性とライフステージ」という授業の中で、各ライ

フステージにおける家族的な関係について解説したり、各

ライフステージの課題をとりあげて、学生さんたちに自分の

今後のライフスタイルを考えてもらっています。今、学生さ

んたちは脱青年期にさしかかりつつありますので、特に、脱

青年期の課題である大人になるということについて検討して

もらっています。問題解決能力が獲得できている人が大人

であり、その大人が他者と対等な相互依存関係を築くため

にはどうすればいいかというようなことを考えてもらっていま

す。私の専門は社会学なので、世の中には色々な見方や

考え方があり、多様な生き方があるということを知ってもらっ

て、多角的な視点を持つことを勧めています。多角的な視

点で自分自身のキャリアを自由にデザインしてもらいたいと

思っています。

人間関係学部 小倉祥子准教授、藤原直子教授、     田あけみ教授

現在、大学でのキャリア教育の重要性が注目されています。本学の人間関係学部人間関係学科では専門科目にライフスタイルに

関する科目を多数開講しています。その主たる担当者である、小倉祥子准教授、藤原直子教授、　田あけみ教授に現代そして

将来の女性のライフスタイルについて語ってもらいました。

女性
小倉：社

最近、ゴ最近、ゴ

女性」が女

こうと思こ

の未来像の

難しいそ難

代の働く代

人間関

現在、大

関する科

将来の女
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SAIC(Sugiyama Association of Inter-cultural Communication)で、
日本の文化を世界に発信！！

Club introduction

●日本語教員クラスから誕生
　SAICはこの春から活動を始めた新しいサークルです！ 現在部
員は、文化情報学部で日本語教員カリキュラムを受けている3年
生17人、4年生7人で構成されています。主な活動は、毎週月曜の
１限に、国際交流センターで交換留学生に日本文化を教える授
業を行うこと。毎回テーマに沿った授業を自分たちで作り、授業後
には教え方や用意した資料に
ついて良かった点や悪かった点
などを話し合う反省会をします。
　授業ではただ一方的に教え
るのではなく、体験メニューを取
り入れて楽しく日本の文化を学

んでもらえるように工夫しています。
『祭り』が授業テーマの時は、出店によくある水風船などを用意し
ました。初めての水風船に、留学生も楽しんでいる様子が伺えま
した。これから授業の他に食事会を開くなどして、留学生とさらに
交流を深めていく計画です。
●異文化交流でスキルアップ　
　「部員の中には将来の職業として日本語教員をめざしている人
もいるので、サークルでの授業は良い経験の場となっています。授
業を作成する中で、日本文化の知識も深まっています。今後も楽
しく、お互いの文化を学んでいきたいです。」と部長の黒川さん。
国際化が進む社会の中で、彼女たちの経験はきっと活かされる
ことでしょう。 （取材 ： 新聞報道部　植村 美里）

よさこい同好会
みんなが仲良いサークルです！学年も学部学科も関係なく世代を超えた共有感！

●よさこい同好会をご存知ですか？
　よさこいとは「夜にいらっしゃい」という古語が変化した言葉
です。主に各地の祭りやイベント、踊りの呼称として今では多く
の地域に広まりつつあります。そんなよさこいをテーマに活動
するチームは数多くあります。今年発足したよさこい同好会
は、「常磐」と呼ばれるチームの中から椙山女学園大学に所属
しているメンバーが作ったサークルです。よさこい同好会は主
に火曜・土曜に矢場町高架下スペースで活動しています。
よさこいサークルは現在１５名。学部学科関係なく仲良く、そし
て楽しく活動しています。
●彼女たちの志
　彼女たちの目標はど真ん中祭りでの賞獲得です。高い志を
持ち、演舞に込められた情熱は圧倒されます。一瞬に躍動する

一体感、そして、目で見るのではなく、心で感じてもらえる演舞
は人々を繋げ絆を深めます。
●日本の伝統美と魅力
　よさこいは衣装、楽曲、振付の３つの要素から「和」という演
舞を構成し、独自性の高い踊りを日々研究。祭りという、世界の
中で、日本人としての誇りと伝統の素晴らしさを「新たなる日本
性」として表現しています。そこによさこいの魅力が凝縮されて
いるのです。大学生活の中で、夢中になれるものを見つけた
彼女たちの今後の活躍が期待されます。
（取材 ： 新聞報道部　石井 梨瑚）

、

います。

クラブ紹介クラブ紹介

に込められた情熱は圧倒されます。 瞬に

S A I C
よさこい同

好会

CAMPUS
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　本学の星が丘キャンパスを歩いていると、外国人らし

き方を度々お見かけします。大学で教えていらっしゃる先

生や留学生だと推測しています。国際コミュニケーション

という学部もありますし、教養科目の英語の授業もありま

すから、外国の方がみえても不思議ではないと思います。

しかし、多くの学生にとって、この風景は特別なことでは

ないように見受けられ、学生の反応はごく自然です。私が

大学生の頃と言えば、星が丘キャンパスで外国人を見か

けるというのは、特別なことだったのです。時代背景とし

ては、1970 年代のアメリカ合衆国からの沖縄返還が大

きな出来事でした。その頃、私の記憶では、このキャン

パスには、米国出身の英語の先生が一人おられました。

私は、ESS と呼ばれる英会話クラブが発足して２年目に

入部しましたが、その時の顧問の先生でもありました。そ

の当時、英語を母国語とする外国の先生と会話をすると

いうことは、多くの椙大生にとって稀なことで、私にとって

も、ESSは外国のことを学ぶ貴重な場所でした。ところが、

今では、その ESS も廃部になったと聞いています。時代

が変わり、ニーズが無いということでしょうか。何だかさ

みしい気がします。

　さて、前の話に戻りますが、星が丘キャンパスでお見か

けする外国人の国籍は多様化しているようです。機会があ

れば、挨拶はするように心がけていますが、更に時間に

余裕があれば、国籍をお聞きすることもあります。出身国

は中国、アメリカ、ニュジーランド、イギリスなど色々です。

短い会話から推測するので、確かではないかもしれませ

んが、日本のコミュニティに楽しんで馴染むように努力を

されているように感じました。私が大学生であった頃の多

くの外国人は、食べるものから住むところまで、日本のコ

ミュニティで生活するのに、大変ご苦労されていたのを覚

えています。

　昨年のことですが、私のまわりで、夏休みを利用してカ

ンボディアに旅行したいという学生がおりました。「カンボ

ディアに行きますが、どこを見てきたらいいですか？」とい

う質問で始まり、いろいろな話題について話しましたが、

その学生は、発展途上国に行くことに違和感をもっていな

いことが判り驚かされました。約10年前、私は、カンボディ

アの女性省へ日本の援助の専門家として行きました。そし

て、首都プノンペンで 6 か月ほど滞在したことがあります。

そのころ内戦が終わって、市場経済が導入され、民主化

がすすめられておりましたので、日本政府の経済援助の

対象国でした。赴任前は、東京で一週間ほどオリエンテー

ションがあり、不健康地だからとか、政治が安定していな

いとかで、普通ではない国でいかに生活するのかという

内容の研修でした。現在のカンボディアは、政治的には

落ち着いてきてはいますが、人気のある観光地でも、地

雷がまだ完全には取り除かれていません。そういった状況

にある国へ行こう、という本学の学生がいたのです。現在、

カンボディアは外貨獲得のため観光に力を入れています。

ですから、日本人向けの観光ツアーのパッケージもあると

思います。しかし、多くの国が候補に挙がる中で、その学

生がカンボディアを選んだということに新鮮さを感じまし

た。また、私が訪れてから10年でこんなに変わってしまっ

たのか、と驚きもあります。そして、思わぬ速さでグロー

バル化が進んでいるのだなと思いました。私が学生のこ

ろは、米国が訪れたい国ナンバー・ワンでした。ところが

今では、その感覚が変化してきました。大きな理由の一

つに、発展途上国を旅行する人が以前より増え、国内で

もそれらの国の文化や人に触れる機会が増えたからだと

思います。

　訪れる国の文化や人の優しさにふれると、その国につ

いての価値観が変わると感じています。そういった意味で、

若い人が日本を出て、工業先進国であれ発展途上国であ

れ、外国を知りたいと思うことは、グローバルな問題解決

に貢献するためのはじめの一歩だと思うのです。

 University
 “kobore” talk大学こぼれ話
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News Digest
椙山女学園大学 ニュースダイジェスト
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平成22年度色彩検定で文部科学大臣賞を受賞

　3月15日、名古屋国際
会議場センチュリーホー
ルにて、卒業証書学位記
授与式を挙行しました。
修了・卒業を迎えたのは
1,345 名。式の後、色とり
どりの袴姿の卒業生たち
は、皆で記念写真を撮っ
たり、歓談したりして、学
生生活最後の時間を名残
惜しんでいました。

　社団法人 全国服飾教育者連合会が実施している色彩検定（文部科学省後援）において、昨年度、本学は、短大・大学の部において「文
部科学大臣賞」を受賞しました。本学エクステンションセンターが行っている椙山オープンカレッジでの色彩検定受験対策を始めとした
学内の取り組みや資格取得にむけて在学生たちが研鑽を重ねてきたことが、このたびの栄誉に結実しました。

　生活環境デザイン学科卒業生の國枝千恵さんが、（社）日本家政学会中部支部院生・学生発表会において研究発表を行い、本学星
が丘キャンパスにて開催された（社）日本家政学会中部支部総会で「家政学会中部支部院生・学生発表奨励賞」を受賞しました。研究テー
マは、「夏季のブーツ着用が生理・心理反応に及ぼす影響に関する研究」。國枝さんは今年度から愛知県の高校教員として社会に一歩
を踏み出したばかりです。今回の受賞は大きな自信になったことでしょう。
　また、「第 43 回毎日・DAS 学生デザイン賞」（DAS＝総合デザイナー協会、毎日新聞社主催、サントリー協賛）において、同学科卒
業生平松今日子さんの卒業設計「This place is bookstore.- 埋め込む本屋 -」が商環境部門で入選しました。

「視覚障害者と本をつなぐ」DVD
　6月10日、名古屋市鶴舞中央図書館にて、文化情報学部の粟津侑子さん、村田
彩実さん、鷲尾知実さんが卒業研究として制作した映像作品DVD「視覚障害者と
本をつなぐ」の贈呈式があり、鶴舞中央図書館長から感謝状が贈られました。 
　「視覚障害者と本をつなぐ」は、ボランティアによる音訳図書の収録や点字制作
の様子などの点字文庫活動に着目し、10 分の映像作品にまとめたもの。
　「取材や撮影を重ねるうちに、あまり知られていないけれど、ボランティアで『誰
かのためになる』活動をしている人たちがいることを知り、その活動を映像作品
にまとめ紹介することができたこと、そして感謝状までいただけるような大きなこと
につながっていったことをとても嬉しく思います。」と喜ぶ学生たち。この DVD は、
名古屋市内の 21 の公立図書館で貸出されています。

　4 月 3 日、名古屋国際会議場センチュリーホールにて、
平成23年度 入学式を挙行し、1,533人の新入生を迎えま
した。穏やかな春の日ざしに恵まれたこの日、会場の周りで
は、写真を撮り合ったり、賑やかなサークル勧誘に少し驚い
た様子の初 し々い新入生の姿が、あちこちで見られました。

生活環境デザイン学科卒業生が賞を受賞
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■役職者（5月1日現在）

野淵　龍雄（学長）

北岡　　崇（学長補佐）

冨田　明美（学長補佐）

澤田善次郎（図書館長）

長谷川淳基（国際交流センター長）

佐藤　厚子（入学センター長）

岡田　広司（入学センター副センター長）

森田　浩三（大学情報教育開発センター長）

戸部　栄一（エクステンションセンター長）

内藤　通孝（生活科学部長）

深谷　輝彦（国際コミュニケーション学部長）

増井　　透（人間関係学部長）

米田　公則（文化情報学部長）

森川　麗子（現代マネジメント学部長）

広瀬　正浩（国際コミュニケーション学部　講師）

山川　雅晳（文化情報学部　教授）

阿部純一郎（文化情報学部　講師）

宮下　十有（文化情報学部　講師）

向　　直人（文化情報学部　講師）

小川真理子（文化情報学部　講師）

堀竹　　学（現代マネジメント学部　講師）

河野　庸介（教育学部　教授）

渡邉　　康（教育学部　客員教授）

服部　次郎（教育学部　准教授）

兼平　佳枝（教育学部　講師）

髙橋　　聡（教育学部　講師）

朴　　信永（教育学部　講師）

菅屋　潤壹（看護学部　教授）

田邊　惠子（看護学部　教授）

熊澤　千恵（看護学部　准教授）

加藤　千明（看護学部　助手）

那波　潤美（看護学部　助手）

又吉　　忍（看護学部　助手）

森脇　佳美（看護学部　助手）

竹松百合子（看護学部　助手）

平成23年度役職者と新任教職員平成23年度役職者と新任教職員
大森　　子（教育学部長）

後藤　節子（看護学部長）

中村　好志（生活科学研究科長）

向井　一夫（人間関係学研究科長）

■新任教員（7月1日現在）

上甲　恭平（生活科学部　教授）

大口　健司（生活科学部　准教授）

川尻　姿穂（生活科学部　助手）

鈴木　舞子（生活科学部　助手）

玉井美沙季（生活科学部　助手）

森　久美子（生活科学部　助手）

Charles Edward Scruggs（国際コミュニケーション学部　准教授）

Matthew Smith（国際コミュニケーション学部　准教授）

藤岡阿由未（国際コミュニケーション学部　准教授）

竹内　里欧（国際コミュニケーション学部　講師）

平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成22222222222222年年年年年年年年度度度度度度度特特特特特特別別別別活活活動動動動動動動動奨奨奨励励学学生生表表彰彰彰
　3 月 9 日、平成 22 年度奨励奨学金特別活動奨励学生表彰式を星が丘キャンパ
スにて行いました。これは、本学に在籍する第 1 学年から第 4 学年までの学生で、
当該年度の研究活動、文化・芸術活動、スポーツ活動、社会貢献活動及びその
他の活動において顕著な功
績を残した者を対象にし
て、学部ごとに 1 名を基本
として表彰するものです。
被表彰者は以下の 6 名に
決まり、学長より表彰され
ました。

　6 月 3 日、平成 23 年度学業奨励学生表彰式を行いました。
　前年度の定期試験において優秀な成績を修めた、各学部学年上位 8 名
の皆さんです。
　今年度は、昨年 4 月にスタートした看護学部を含む、全 7 学部から152 名
が選ばれ、各学部の代表者1名、計7名が学長より表彰されました。

佐藤智美さん（生活環境デザイン学科4年）
　滋賀自助具フォーラム2010（全国大会）展示・研究発表、
　みえ福祉用具フォーラム2010展示・伊勢新聞に掲載
岸春菜さん（表現文化学科1年）
　第27回NHK全国大学放送コンテスト朗読部門　全国3位
小松理恵さん（人間関係学科4年）
　第14回東海学生チャレンジ大会（東海学生テニス連盟主催）
　女子ダブルス優勝　
高井沙央さん（文化情報学科2年）
　第32回東海学生基礎スキー選手権大会新人戦
　（大回り・小回り・総合滑降・シュテムターン）1位
大久保絢乃さん（現代マネジメント学科4年）
　第55回全日本学生競技ダンス選手権　チャチャチャの部　7位
安田千穂さん（子ども発達学科4年）
　第35回全日本バトントワリング選手権　ペア8位

被表彰者

　3月28日、さまざまな分野において活
躍した学生・生徒等を表彰する平成 22
年度学園表彰を、星が丘キャンパスにて
行いました。
　平成22年度の被表彰者は、以下の1名
および課外活動団体 1 団体に決まり、学
長より表彰状と記念品が手渡されました。

平成23年度学業奨励学生表彰

平成22年度学園表彰

（学年は表彰当時のもの）

オリエンテーリング部
　部長：後藤梨恵さん（管理栄養学科3年）、
　選手：柴田彩名さん（国際言語コミュニケーション学科4年）、
　　　　小玉千晴さん（管理栄養学科3年）、
　　　　水野日香里さん（管理栄養学科4年）
　日本学生オリエンテーリング選手権大会リレー競技部門
　女子選手権優勝

佐久間風花さん（管理栄養学科4年）
　日本学生オリエンテーリング選手権大会
　ミドル・ディスタンス競技部門　WUA優勝

被表彰者

（学年は表彰当時のもの）
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就職支援（キャリアサポート課から）

　平成２２年度の就職状況は、就職希望者の 93％の学生が内定
しました。全国平均では、91.1％でした。内定状況は、昨年度に比
較しておおむね良好でしたが、それは一昨年に比較して求人件数
が 3％増の 4,569 件であったことや教育学部が初めて卒業生を送り
出し、在学生の 92％が職業に就き、就職希望者の 82％が教職に
就いたことが功を奏したことによります。
　平成23年度は震災の影響があり大手の企業の多くは、６月から

採用活動を開始しました。平成２３年６月の新聞紙上では、団塊
世代退職に対応して４年ぶりに２ケタの大卒採用 13.7％増と報じ
ていますが、中部地方にとっての採用枠がそのまま対応していると
は考えにくいと思われます。
　企業が求める人材を厳選採用する中で、学生が希望する企業に
就職できるよう、本学学生が苦手とする「筆記試験対策講座」を開
催します。内容は、学生各自の実力をテストで確認した後、３回の講
義を終えた後で再度確認テストを実施するものです。その他にも、各
種セミナーや講座を開催し、就職状況の向上に取り組んでいます。

平成２２年度の就職状況

スクエアエス

平成22年度主な就職先
業　種 企　業　名

ハウジング  旭化成ホームズ㈱ 　積水ハイム中部㈱ 　積水ハウス㈱ 　大和ハウス工業㈱ 　トヨタホーム㈱ 　パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱ 　三井ホーム㈱ 　三井リハウス名古屋㈱
食品製造・販売 味の素ニュートリション㈱　　金印㈱　　明治乳業㈱　　ヤマサちくわ㈱  
窯業・土石製品製造 日本ガイシ㈱　　日本特殊陶業㈱　　㈱ノリタケカンパニーリミテド   
電気機械器具製造 ㈱今仙電機製作所　　北川工業㈱　　パナソニック電工㈱   
転送用器具製造 アイシン・エイ・ダブリュ㈱　　アイシン・エンジニアリング㈱　　㈱デンソー　　㈱東海理科電機製作所　　トヨタ自動車㈱　　トヨタ紡織㈱
各種商社  住友ケミカル㈱　　住友商事㈱　　瀧定名古屋㈱　　日通商事㈱ 
銀行  ㈱愛知銀行　 ㈱大垣共立銀行　 ㈱中京銀行　 ㈱百五銀行　 ㈱三重銀行　 ㈱三井住友銀行　 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　いちい信用金庫　岐阜信用金庫　　
　　　　　　　　　　　　知多信用金庫　　豊田信用金庫　　碧海信用金庫　　尾西信用金庫
生命・損害保険業 あいおいニッセイ同和損害保険㈱　　㈱損害保険ジャパン　　東京海上日動火災保険㈱　　三井住友海上火災保険㈱　　明治安田生命保険(相) 
運搬・倉庫業 　　　　　　   全日本空輸㈱　東海旅客鉄道㈱　　トヨタ輸送㈱　　日本トランスシティ㈱　　名港海運㈱ 
旅行業・旅行代理店 近畿日本ツーリスト㈱　　㈱ＪＴＢ東海　　㈱阪急交通社　　名鉄観光サービス㈱  
医療・保険 　　　　　　（医）豊田会　刈谷豊田総合病院　　豊田厚生病院　　名古屋第二赤十字病院　　（社）半田市医師会健康管理センター　(学 )藤田学園 
放送  中部日本放送㈱　　㈱日本テレビアート    
公務員　　　　　　  　　　愛知県 　一宮市 　犬山市 　大垣市 　 大府市 　岡崎市 　尾張旭市 　蟹江町 　刈谷市 　北名古屋市 　桑名市 　江南市 　新城市 　高浜市 　武豊町 　多治見市
　　　　　　　　　　　　知多市 　東員町 　東海市 　豊田市 　長久手町 　名古屋国税局 　半田市 　松阪市 　防衛省 自衛隊 　美濃加茂市 　四日市市
教員  愛知県教員 神奈川県教員　　岐阜県教員　　静岡県教員　　東京都教員　　名古屋市教員　　三重県教員  
その他  監査法人トーマツ　　日本年金機構    

在学生インタビュー Q&A
Ｑ、就職活動を意識したのはいつ頃ですか？
Ａ、3年生の5月からキャリアサポート課主催の就職
ガイダンスに参加し、就職活動を意識し始めました。
当初は自分がどんな仕事をしたいのか、また就職活
動の準備で何をすればよいのか、きちんと内定先が
決まるのかなど多くの不安がありましたが、就職ガイ
ダンスの中で自己分析の方法や試験対策など、就職
活動全般の幅広い情報提供があったため、自然と不
安もなくなってきました。また他の講座やイベントにも
積極的に参加し、早くから就職活動の準備を行って
きました。
Ｑ、どのような講座やイベントに参加したのですか。
Ａ、 夏休みの期間に行われた「筆記試験対策講座」
や「マナー講座」などに参加しました。
私は非言語系分野（数学）の問題が苦手だったので、
「筆記試験対策講座」で重点的にこの非言語系分野
（数学）の問題を教えていただき、非常に助かりまし
た。日頃は参考書を元に自分で学習していましたが、
この講座では先生からの生の講義が受講できること

と、分からないことはすぐにその場で質問して解決で
きるため、苦手分野の克服ができました。
また、「マナー講座」では就職活動を行ううえでのマ
ナーを学ぶことに加えて、面接の練習もさせていただ
きました。自分の長所や今まで頑張ったことなどを話
す練習をしましたが、内容を事前に考えていても口
に出して答えるのが難しく、大変苦労しました。しかし、
夏休みの早い時期にこのような面接の練習ができた
ため、私にとってよい経験になりました。
Ｑ、受験する企業はどうやって探しましたか？
Ａ、大学で開催する学内企業説明会で探しました。
学内で開催されるためリラックスして説明を聞けまし
たし、ＯＧの方がお話しする企業も来られたため、自
分が就職した際のイメージが浮かびやすかったで
す。内定先の企業は、学外での企業説明会でお話
を聞いたのがきっかけですが、興味を持った後は、
関西での企業説明会や工事現場の見学会など、あ
らゆるセミナーに積極的に参加して企業研究を行い
ました。

平成 23 年度の採用活動が始まり、内々定をもらう学生も徐々に出ています。
今回は中日本高速道路㈱の総合職に内々定した、人間関係学部人間関係学
科 4年生の今枝亜希子さんから、自身の就職活動を振り返っていただきます。

自
で
話
、
あ
い

今枝亜
希子さ

ん

Ｑ、就職活動中にキャリアサポート課を利用しましたか？
Ａ、応募書類の提出をする際、事前に誰かに見ても
らいたいと思い、相談員の方に添削していただきま
した。年上の方と話すことは緊張しましたが、企業で
面接をされる方 と々同じぐらいの年齢の方々でしたの
でよい経験となりました。書類の添削だけでなく、就
職に関する様々な相談に乗っていただいて、辛かっ
た時期でもアドバイスや応援をしていただいて、精
神的に支えられたと思います。
Ｑ、後輩に対して何かアドバイスはありますか？
Ａ、就職活動は大変ですが、壁にぶつかっても落ち
込まないで気持ちを切り替えることが大切だと思いま
す。また、企業に採用したいと思われるように、自分
自身を信じて精一杯アピールしてください！

Square S

（行政職・栄養士・栄
養教諭・警察官・警察
職員・保育職含む） 

P.12
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エクステンションセンターから

　今年の秋そして冬を先取りして行動したい学生の皆さんに、エクステンションセンターが提供する
プログラムを紹介します。情報収集、相談だけでもOKです。お気軽にお越しください。本センターは、
星が丘キャンパスの学園センター 5 階にあります。なお、ここで紹介する各事業の詳細はエクステン
ションセンターに直接お問合せいただくか、エクステンションセンターのホームページをご覧ください。

平成23年度のエクステンションセンターの活動計画

～秋や冬を先取りして計画！！後期プログラムあれこれ～～秋や冬を先取りして計画！！後期プログラムあれこれ～

プレＴＯＥＩＣ ～基礎からのＴＯＥＩＣ（夏期集中）～

ＴＯＥＩＣ受験対策（秋期） ～500点突破コース、700点突破コース～

インテリアコーディネーター二次試験直前対策 ～短期集中で合格をGETする～

秘書検定２級受験対策（秋期）《昼コース》

秘書検定２級受験対策（秋期）《土曜集中コース》

２級の復習から始める秘書検定準１級受験対策 （秋期）

色彩検定２級受験対策

ラッピングコーディネーター養成講座

ビジネス能力検定２級受験対策

教員採用試験（教職教養）対策

教員採用試験（小学校教諭志望者:小学校全科）対策

保育士・幼稚園教諭（教養試験）対策

自分を素敵に変えるための就職対策 ～就職活動・本番編～

コーチング入門～人を活かす、自分を活かすコミュニケーションスキル～

就職対策・教養試験マスター

ＭＦＡ小児救急救護法2010年変更対応プログラム（9月・11月講習）～チャイルドケアプラスコース（小児＋ＡＥＤ）～

ＭＦＡ小児救急救護法2010年変更対応プログラム～10月更新講習～

ＭＦＡ成人救急救護法2010年変更対応プログラム（9月講習）～ベーシックプラスコース（ベーシック＋ＡＥＤ）～

ＭＦＡ成人救急救護法・スポーツ救急救護法2010年変更対応プログラム～10月更新講習～

Microsoft Office Specialist 秋期受験対策 Word2010（スペシャリストレベル）《学内2コース》

Microsoft Office Specialist 秋期受験対策 Excel2010（スペシャリストレベル）《学内2コース》

Microsoft Office Specialist 秋期受験対策 PowerPoint

Microsoft Office Specialist 秋期受験対策 Word2003（スペシャリストレベル）《学外コース》

Microsoft Office Specialist 秋期受験対策 Excel2003（スペシャリストレベル）《学外コース》

簿記検定３級受験対策

簿記検定２級受験対策

医療事務教育講座（医科基礎コース）

医療事務教育講座（医科実践コンピュータコース）

25名
各25名
20名
50名
40名
50名
40名
20名
50名
100名
100名
100名
50名
40名
50名

各12名
12名
12名
12名

各45名
各45名
38名
24名
24名
－
－
－
－

講座名 定員 受講料
8/18～
10/17～
11/8～
9/12～
9/10～
9/15～
9/17～
9/20～
9/13～
9/13～
9/21～
9/3～
9/16～
9/28～
9/7～
9/3または11/5
10/22のみ
9/17のみ
10/22のみ
9/1または9/9～
9/1または9/9～
9/9～
9/1～
9/9～
お問合せください。
お問合せください。
お問合せください。
お問合せください。

開講日
19,000円
23,800円
36,000円
24,600円
23,600円
29,300円
24,100円
9,500円
19,600円
25,000円
40,000円
33,400円
22,500円
25,000円
32,100円
8,000円
5,000円
8,000円
5,000円
18,000円
18,000円
18,000円
16,000円
16,000円
26,000円
61,000円
84,300円
124,300円

　椙山オープンカレッジに会員登録している在学生は全在学生の約 30％。後期講座は現在受付中です。なお、前期講座の中で夏期
に開講される講座の中には、現在受付中の講座もあります。
　次に、学生の皆さんに人気のある後期キャリアアップ講座を紹介します。

１．椙山オープンカレッジ

２．後期に学内で
　 実施予定の検定試験

３．海外研修旅行プログラム
　このプログラムは、企画・主催を代理店が行い、エクステンションセンターが参加者募集について積極的に協力をする協賛事業です。これ
らは、椙山オープンカレッジとは異なり椙山オープンカレッジ会員でなくても参加できます。ここでは、現在計画中のプログラムを紹介します。

　　

※　ＳＯＣ＝椙山オープンカレッジ

上記受験対策講座受講者

椙山女学園に在学している学生・生徒、
SOC会員及び学園教職員

希望者

秘書技能検定

TOEIC IP テスト

販売士検定

検定試験名 受験対象者 実施予定日

11月試験：平成23年11月12日（土）

後期：平成23年12月17日（土）

平成23年10月5日（水）

募集人員：各班45名×4出発日　合計195名（最少催行人員 各班30名）

主催代理店：日本通運株式会社名古屋旅行支店（予定）
※ 各コースとも添乗員1～2名と学内教職員1名が同行します。

訪 問 国：イタリア、スイス、フランス、スペイン、ドイツなど

実施期間：平成24年2月中旬～3月上旬で20日（予定）

参加費用：40万円程度 （参考）平成22年度：38.3万円（燃油サーチャージ等別）　

■「ヨーロッパ研修旅行」

URL  http://www.sugiyama-u.ac.jp/soc

エクステンションセンター
TEL 052-781-1239

P.13
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本学の災害に対する取り組み

　３月11日に東北地方を襲った大地震とこの地震で発生した津波は、東北から関東にかけての太平洋沿岸の広範囲の地域に甚大な被
害をもたらし、未曾有の災害となりました。地震発生時、首都圏では交通網が麻痺し、自宅に帰りたくても帰ることができない、いわゆる「帰
宅困難者」の現象が発生しました。
　本学ではこのような事態に備え、災害時用の食料、飲料水および非常用発電機、
照明、簡易トイレ、生理用品などを防災用として各キャンパスで備蓄しています。

4月30日、東日本大震災復興支援のチャリティーイベント「インフィオラータ Flower's 

　「インフィオラータ」とは、イタリア発祥のイベントで、市民や観光客の手によって作る
大きな花絵は町の復興イベントの象徴として続けられています。今回は星が丘テラスで
行われたこの活動に本学の学生が参加し、避難所や学校、病院へ届けられる 10 万本
のバラの購入資金のための募金活動を行いました。
　参加した学生は「募金で集めた義援金で花を届けることで、被災地の皆さんが少しでも
元気になっていただけたら " の思いで参加しました。募金活動は思い通りにいかず難し
かったけれど、小さなお子さんが協力してくれたのが嬉しかったです。」と語っていました。

乾パン704食、大豆ひじきライス200食、缶詰74食、
クラッカー105食、保存水ペットボトル624本

日進キャンパス

乾パン1,600食、大豆ひじきライス900食、
缶詰330食、クラッカー945食、保存水ペットボトル1,764本

星が丘キャンパス

　
大
行
の
　
元
か

　6月25日から毎週土曜日に、津波や泥で汚れた写真を洗浄する活動を実施しています。 
　この活動は、本学事務職員が６月中旬に宮城県気仙沼市に災害ボランティアに行った
際に、現地で写真を洗浄する作業を手伝ったことがきっかけとなり、帰名後も継続して
実施したいという気持ちから始まった活動です。
　気仙沼市の被災地で見つかった写真が現地から本学へ送付され、これを有志の学生、
教員・事務職員で洗浄しています。
　津波や泥に汚れた写真を１枚１枚丁寧に水洗いし、乾かしてから新しいアルバムへと納
めますが、写真の中には焼け焦げたもの、色が融け出したもの等があり、作業は慎重かつ
丁寧に進めています。これまでの作業で約12,701枚の写真を洗浄することができました。 

。 
た
て

、

納
つ

宅に帰りたくても帰ることができない、いわゆる「帰

被災地への支援活動

災害時のための備蓄品

震災復興支援チャリティーイベント「インフィオラータ Flower's Yell」震災復興支援チャリティーイベント「インフィオラータ Flower's Yell」

写真洗浄のボランティア活動写真洗浄のボランティア活動

本学では被災地への様々な支援活動を行っています。

　椙山女学園では、3月17日から3月31日までを第1期として、平成23年４月１日からを第2期として被災地への義援金を募る活動
を行いました。その結果、多数の学生、保護者、卒業生の皆さまのご好意により、第1期で3,131,686円、第2期で1,767,621円の義援
金を集めることができました。集まった義援金は日本赤十字社を通して被災地へ送付しました。
　なお平成23年6月1日から第3期の募金を受付けています。これまでと同様に、星が丘キャンパス、日進キャンパスに義援金箱を設置し
ています。また、義援金の振込口座も開設しています。引き続きご協力のほど、よろしくお願いします。

【義援金の振込口座】三菱東京ＵＦＪ銀行  星ヶ丘支店　普通 ００８２６３６　椙山女学園義援金口（スギヤマジョガクエンギエンキングチ）

被災地への義援金

非常食の備蓄
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1日
5日
18日
２０日
21日
２４日
３０日

5日
１４日
１５日
〃 

前期試験合否発表開始／オープンカレッジ後期講座開始
前期追・再試験（～１０日）
第3回オープンキャンパス、入試相談会
修士学位記授与式
後期授業開始／前期追・再試験合否発表／大学院入学式
父母の集い
後期履修訂正締切

販売士検定2級試験（学内実施）
第50回大学祭（～１６日）
入試相談会（～１６日）
椙山ホームカミングデイ／大学同窓会ミニコンサート

5日
12日
19日
２０日

１７日
2７日

大学振興会社会見学会
秘書検定試験（学内実施）
指定校制・併設校制推薦入試
公募制推薦入試

TOEIC IPテスト（学内実施）／入試相談会
冬季休業（～１月5日）

9月

10月

11月
2月

12月

6日
２４日

後期授業再開
後期試験（～30日）

1月

一般入試A（～５日）
後期試験合否発表開始日
後期追・再試験（～２２日）

エクステンションセンター協賛企画
「春季ヨーロッパ研修旅行」

学内企業説明会

3日
１３日
１６日

中旬

未定

AO選抜入試（～３０日）29日

イインフォメー
ション

CAMPUS

EXPRE
SS
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平成２３年度「父母の集い」

平成２３年度「大学振興会社会見学会」

Information Board

イベントダイアリー 

平成２３年度「父母の集い」
　大学および大学振興
会との共催による「父母
の集い」を開催します。
　なお、詳細につきま
しては、８月下旬ごろ
送付する案内をご覧く
ださい。
　

１．日　時　９月２４日（土）９：３０～１４：３０
２．場　所　椙山女学園大学星が丘キャンパス
３．スケジュール
（1）教育学部対象の就職説明会
（2）現在の就職事情説明会
（3）講演会（講師：田渕 久美子）
（4）レセプション（教員との懇談）
（5）学部・学科ごとの保護者相談会

第７回「椙山ホームカミングデイ」第７回「椙山ホームカミングデイ」
　第７回「椙山ホームカミングデイ」を10月15日（土）に開催します。
本年度は卒業生２名をお迎えして「女性研究者を支援するプロジェ
クトに携わって」と「とある企業での仕事の有り様と、今、自分に課
したキャリアアップ・プラン」の２題について講演を予定しています。
　例年と同じく椙大祭も同時開催いたしますので、ＯＧの方々には
「椙山ホームカミングデイ」にご参加いただき、楽しいひとときを過
ごしていただきたいと思います。ぜひこの機会に大学のキャンパス
へ足をお運びください。

平成２３年度「大学振興会社会見学会」

　１．日　　時　１１月５日（土）８：００～１９：００頃
　２．集合場所　椙山女学園大学 星が丘キャンパス
　　　　　　　 （学園センター東側広場）
　３．見学場所　京都・醍醐寺と京都国立博物館の史跡巡り
　４．参加人員　１２０名（観光バス３台）
　５．参 加 者　椙山女学園大学振興会会員
　　　　　　　　（本学学生の父母に限る。）
　６．会　　費　4,000 円
　７．お問い合わせ　総務課 TEL 052-781-4317

椙山女学園同窓会  講演会

１．日　　時　11月26日（土）13：00～ 14：30
２．会　　場　椙山女学園大学星が丘キャンパス
　　　　　　  文化情報学部メディア棟 001 教室
３．講　　師　鎌田實氏
４．演　　題　「がんばらない」けど「あきらめない」－命を支えるということ－
５．参 加 費　無料
６．申込方法　10月末日までに FAXかハガキで申込み
　　　　　　  FAX：052-781-7197
　　　　　　  ハガキ：〒464-8662 名古屋市千種区星が丘元町 17-3
　　　　　　  椙山女学園同窓会あて

2011.9～2012.2

I
インフォメーションボード

平成２３年度振興会役員のお知らせ
　６月６日（月）に開催しました役員会・評議員会に
おいて、平成２３年度椙山女学園大学振興会の役員
が決定しましたのでお知らせします。（敬称略）

会　長　平野　睦実

副会長　杉浦　伸一

副会長　尾関　圭子

書　記　古田　　薫

会計監査　木村みち世

会計監査　天野　恭子

会計監査　可知　典子

書　記　中村　浩幸

書　記　小清水孔美

会　計　牧　　公子

会　計　當間　美紀



クロスカンパニーのearth music ＆ ecology近鉄パッセ店で働く
生活環境デザイン学科卒業の野村咲さん。
アパレル業界に興味関心がある椙大生も多いのではないでしょうか？
そんなアパレル業界で働く彼女にお話を伺いました。

春日井市出身・在住。2009年3月、椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科卒業後、株式会社クロスカンパニー
入社。在学中、卒業研究の実験に打ち込んだことで「ねばり強さ」が身についたとのこと。「大学で学んだアパレルに関
する知識や1級テキスタイルアドバイザの資格取得で得た知識とこの粘り強さが現在の仕事に役立っています」と
語る野村さんの挑戦は、これからも続きます。以下は、新聞報道部の学生記者によるインタビューです。

野村  咲 さん

の む ら 　 　   さ き

●お仕事の内容は？
　フロアでの接客・販売がメインですが私は店舗責任者とい
う立場なので本社と勤めている店舗が入っているビルの意向
を聞き、間に立つといったかけ橋的な役割も担っています。ま
た、私が勤める会社では3年間の勤続と100％のやる気とい
う条件がそろうと本社で働くことができる制度があります。しか
し接客に魅力を感じているので、まだその予定はありません。
現場で働けるうちは、今目の前にある仕事を全うしていくつも
りです。
●就職活動中について
　努力したことは、この職種に強いエントリーシートを作ること
です。私は就職活動をアパレル関係に絞って行っていたの
で、人と接することが好きだということや、大学で学んだ服飾
の専門的な知識などを具体的に盛り込みましたね。励みに
なったのは、やはり友人の存在です。彼女たちとはめざしてい
る職種が同じであったため、お互いにモチベーションを高め
あうことができる良きライバルでした。
●接客業の秘結とは？
　主役はお客様！という考え方です。販売員が一方的に話を
すすめるのではなく、お客様が話しやすい環境を作り上げま
す。そのためにも、周囲をよく観察することが大切であり、お客

様がどのような対応を求めて
いるかを見極めるスキルが必
要です。これらを習得するまで
に、様々な苦労がありました
が、接客ロールプレイング研
修での経験や先輩からのアド
バイスを得て今があります。
●最後に椙大生にひとこと！
　大学で学んだことを活かせるか活かせないかは自分次
第。だからこそ、それを活かそうと粘り強い思いを持ち、社会
に出てもらいたいです。

Suginae ~OG visit~

～OG訪問～

今回、取材に協力して下さった野村さんは、自社
ブランドの洋服に身を包み、私たちの前に現れ
ました。働かれている時により近い装いの彼女を
取材させて頂くことができました。また、接客業に
身を置いていることもあり、こちらの話しを引き
出すことに長けている印象を持ちました。

（ 取材 ： 新聞報道部  市川 晴菜 ）

●インタビューを終
えて

本号では、学生、父兄、卒業生、教職員が広く情報

を共有し合えることを願い、デザインと構成の

リニューアルを試みました。そして、その内容に

は、「大学生活の主人公である学生たち」の「未来」

を応援していきたいという思いが込められてい

ます。一読いただければ幸甚です。（K.I)

編集後記

椙苗SuginaeSuginae

ー
関
と

～
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