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魅力的な大学づくりを目指す、FD活動を展開

注目！

「札大おこし隊！」
に

1日
（金） 入学式
1日
（金） 春学期ガイダンス・オリエンテー
ション
（〜4／6）
7日
（木） 春学期授業
（〜7／29）
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6日
（金） 開学記念日
28日
（土） 札幌大学後援会総会
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17日
（金） 文連祭・体育大会
（〜6／19）
26日
（日） 第1回オープンキャンパス

7

28日
（木） 春学期補講日
30日
（土） 春学期補講日

4日（金） 推薦入学試験（経営、経済、文化）、
法学研究科第2回学内特別選抜入学試験
願書受付
（〜11／15）
26日（土） 推薦入学試験（経営、経済、文化）、
法学研究科第2回学内特別選抜入学試験
28日（月） 出願資格認定審査受付期間（後期）
（〜12／12）
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6日（火） 推薦入学試験（経営、経済、文化）、法学研究科
第2回学内特別選抜入学試験 合格発表
27日（火） 冬期休業（〜1／5）

1

12日（木） 後期入学試験 願書受付（〜1／23）
14日（土） 大学入試センター試験（〜1／15）
24日（火） 補講日
26日（木） 補講日、修士論文提出（後期）
（〜2／1）
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12日（日） 後期入学試験
15日（水） 修士論文審査面接（後期）
（〜2／17）
22日（水） 後期入学試験 合格発表

3

1日（木） 修士論文審査面接（後期） 合格発表
1日（木） 研究生願書受付（〜3／6）
20日（火） 後期学位記授与式

制御のシミュレーションを行ってい

コンピュータを駆使して原子炉

会が少なくなってしまうことが

喜びとともに、学生と接する機

ています。そのため、後援会の

てていかなければならないと感じ

での力強いご支援には大変感謝

しておりますし、今後も変わら

大 変残 念でした。学長として、 支援は必要不可欠です。これま

相応しい若者を育て上げていこ

ぬサポートをお願いする次第で

た私にとって、人文社会系の札

がありました。しかし、スポー

うと意気込み、取り組んできま

す。このたび、学長を退任するこ

世紀における国際化の時代に

ツが盛んで元気な学生がいるとい

した。これからの時代はモノの考

幌大学は畑違いというイメージ

う評判でしたので、赴任が決まっ

とになりましたが、一教員に戻っ

21

後援会長
あ いさ つ
本会の主な活動として、大学の奨学金制

征費や資格取得奨励援助金制度への補助、

度への資金援助、学生の課外活動による遠

外国人留学生への修学援助、保護者懇談

会に係る経費の補助などが挙げられます。

大学は、来年度から新たに、昨今の深刻な

経済不況のため学業継続の困難な学生や

大学進学を断念せざるを得ない受験生を

支援するため、奨学金制度の拡充を実施

すると聞いております。本会としましても、

この大学の新たな取組に対して、できる限

札幌大学後援会について

札幌大学後援会長

対馬 徳昭

私は札幌大学の卒業生の一人でもありま

り支援してまいりたいと考えております。

りますように、大学と学生の保護者である

す。厳しい就職状況が続く中、私の後輩た

3

条
（目的）
に掲げてお

会員の皆さまとの連絡を密にし、相互の理

ちも大変な苦戦を強いられているようです。
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本会は、会則第

解と協力によって、大学の維持発展に寄与

「私たちの志を見守っていただきたい」と語るお二人

私事で恐縮ですが、そのような後輩たちの

その他資格試験合格者の声等を掲載しました。
どうぞ後援会だより 36 号をお楽しみください。

札幌大学経営学部経営学科卒業

最近の学生の発想が注目されています。
そして第 3 には、アジア冬季大会銀メダル獲得者インタビュー・

◆プロフィール

第 2 に、アンケートから頂戴した要望で、
《スポーツ以外の学生
の活動を知りたい》ということで「札大おこし隊」を取材しました。

（株）ジャパンケアサービスグループ
代表取締役会長兼ＣＥＯ

学生の就活の生の声を聞くことが出来、就職の心構えを感じ取るこ
とができました。取材を通じて本学の学生も礼儀正しく、しっかり
している学生が多いこともうれしかったです。

（社福）ノテ福祉会理事長

今回は、最新記事がたくさんあり、ホットな情報をお届けします。
第 1 に、
札幌大学会社説明会の状況を取材することができました。

（学）つしま記念学園理事長

集まり、交流会（学生ＦＤ会議）が開催さ

編集後記

することを目的として、平成元年に設立さ

2日㈰

川 ロワジールホテル旭川

努力を応援する意味でも、札大卒業生の

旭

6

れました。以来、学生に対し、充実した学

2日㈰

採用に積極的に努めてまいりたいと考えて

1日㈯

生生活を送ることができるように、教育や

見 ビッツアークホテル

苫小牧 グランドホテルニュー王子

おります。これからも会員の皆さまととも

北

に汗を流して、母校の発展のために尽くす

11日㈰

厚生など、多方面から支援援助を行ってま

11日㈰

館 函館国際ホテル

いりました。また、
平成 年度からは、保護

広 帯広東急イン

函

所存でございます。会員の皆さまのご理解

帯

者懇談会を大学と共催し、教員が学生の

10日㈯

とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

10日㈯

森 ホテル青森

修学状況や就職状況について直に説明し、

路 釧路東急イン

青

保護者の皆さまの相談に応えております。

釧

10月

今年度も、
札幌大学のほかに、
道内 会場、

9月
17日㈯

会場で開催し、多数のご参加を頂

5月
28日㈯

幌 札幌大学

東北

2

実施会場

札

きました。次年度も継続して実施いたし

ます。

開催地

1

え方が内向きであってはいけま

1日
（木） 進級・卒業発表
6日
（火） 一般入学試験
（B日程）
6日
（火） 自己推薦特別入学試験、
課外活動
特別推薦入学試験
20日
（火） 秋学期卒業証書・学位記授与式
24日
（土） 第4回オープンキャンパス
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た時は反面楽しみでもありまし

3

7日（金） 大学祭（〜10／10）
16日（日） 前期入学試験
27日（木） 前期入学試験 合格発表

て、再び学生と接する機会を得

5日
（日） 一般入学試験
（A日程）
（〜2／6）
17日
（金） 秋学期追再試験（〜2／20）

10

た。実際に学生と接してみると、 せん。海外に目を向け、国際社

2

12日（月） 夏季集中講義（後半）
（〜9／16）
17日（土） 前期入学試験 願書受付（〜9／27）
22日（木） 後期授業（〜1／27）
24日（土） 前期学位記授与式

会で活躍してほしいと思います。 られたことを大変うれしく思っ

14日
（土） 大学入試センター試験
（〜1／15）
24日
（火） 秋学期補講日
26日
（木） 秋学期補講日
28日
（土） 秋学期定期試験
（〜2／3）

9

明るく素直な学生ばかりで、大

1

1日（月） 夏季集中講義（前半）
（〜8／5）
23日（火） 研究生願書受付（後期）
（〜8／31）

ています。教育の現場で札幌大

27日
（火） 冬期休業
（〜1／5）

8

そのためには、ぜひ外国語の基

12

1日（金） 修士論文提出（前期）
（〜7／7）
15日（金） 修士論文審査面接（前期）
19日（火） 出願資格認定審査受付期間（前期）
（〜8／2）
22日（金） 修士論文審査面接（前期） 合格発表
28日（木） 補講日
30日（土） 夏期休業（〜9／21）

PROFILE

いなる可能性を感じました。逆

19日
（土） 推薦・特別入学試験
（〜11／20）
19日
（土） 自己推薦特別入学試験、
課外活動
特別推薦入学試験
（〜11／20）

7

1945 年 北海道小樽市生まれ
1970 年 北海道大学工学部電気工学科卒業
1976 年 北海道大学大学院工学研究科電気
工学専攻博士課程単位取得
同年4月 札幌大学赴任 経営学部講師
1984 年 工学博士（北海道大学）の学位取得
2003 年 札幌大学・札幌大学女子短期大学
部学長に就任

｜

昭男

学の発展に寄与していきたいと

11

6

11日（土） 法学研究科第1回学内特別選抜入学試験
16日（木） 法学研究科第1回学内特別選抜入学試験
合格発表
17日（金） 文連祭・体育大会（〜6／19）

宮腰

本を身に付けてほしいですね。

10

7日
（金） 大学祭
（〜10／10）
22日
（土） 課外活動特別推薦入学試験

札幌大学 札幌大学女子短期大学部 学長

に刺激と元気をもらって、毎日

1日
（木） 進級・卒業発表
12日
（月） 秋学期集中講義（〜9／17）
20日
（火） 秋学期ガイダンス・オリエンテー
ション
（〜9／21）
22日
（木） 秋学期授業
（〜1／27）
23日
（金） 第3回オープンキャンパス
24日
（土） 春学期卒業証書・学位記授与式

6日（金） 開学記念日
6日（金） 授業実施日
28日（土） 札幌大学後援会総会
30日（月） 法学研究科第1回学内特別選抜入学試験
願書受付（〜6／8）

考えていますので、今後ともよ

9

5

ろしくお願い致します。

1日
（月） 春学期定期試験
（〜8／6）
7日
（日） 第2回オープンキャンパス
8日
（月） 夏期休業
（〜9／17）
20日
（土） 春学期追再試験（〜8／23）

院〕

1日（金） 入学式
6日（水） 前期ガイダンス・オリエンテーション
7日（木） 前期授業（〜7／29）
14日（木） 科目等履修生試験 願書受付（〜4／18）
20日（水） 科目等履修生試験
26日（火） 科目等履修生試験 合格発表

札幌大学保護者懇談会スケジュール
に250人を集客し、 回

目はキャリアサポートセン

ター内に100人の来場を

é

実現しました。
「目標はＣａ

ｆ の常設で、日頃から意

見交換できる拠点にしたい

ですね」と伊賀さんは言い

とで、
「履修する講義科目やサークル選び

主体となって「新入生向け

生も参画しスケールアップ。
『学生ＦＤ委員

など、意外に聞ける人がいない新入生に安

ます。さらに、おこし隊が

会
（通称：札大おこし隊）
』が組織され、推

心できるアドバイスができれば…」と言い

キャンパスナビセミナー」の

進委員会と協働・協調して本格的な活動を

ます。

8

学

4

平成23年度
「札幌大学の特色を出して行きたい」と語る
梶浦教授

開催も計画しているとのこ

始めています」と、梶浦教授は語ります。

これまでの主な取り組みとしては、先ず

学生たちが学びたい授業を企画し、教員と

れました。
「札幌大学が会場に選ばれた理

後もこの勢いを持続してほしいですね」と

ともにテーマや内容を組み立て、希望の講

梶浦教授は「ＦＤ活動は大学設置基準

言います。これを受けて伊賀さんは「札大

由は、学生参画型ＦＤの後発大学にも関わ

の改正によって、平成 年度から義務化さ

おこし隊のコンセプトは、学生による学生の

義を実現する「学生発案型授業」の導入

れ全国的な活動になっています。岡山大学

と称しています。これを実現するためにも

ための学校づくりで、頭文字をとって３Ｇ

らず、その活動内容が高い評価を得たから

その内容で講義を行える教授と協議を重

や山形大学では、既に先進の活動を展開し

があります。現在、札大おこし隊の委員長

ね、開講に結びつけるというもので、来年

ており、現地に学生を派遣するなど、その

にほかなりません」
。梶浦教授はさらに「今

秋からアクティブラーニングの一環として『北

北海道のＦＤ活動を
リードする取り組みに、
理解と協力を！

海道の政治学』というテーマの開講が決ま

取り組みを学んできました。北海道の他大

行って組織を広げ、目標の実現に向けて邁

を務める伊賀さんは、
「学生から希望の講

りました」と充実感みなぎる表情に…。
「ま

学では学生の委員会が組織されていないの

進して行きたい」と、言葉に力を込めます。

12

20

題を募集し、集計の結果からテーマを設定。

た、教職員と学生がもっと自然に交流でき

が現状で、札幌大学では実績を積み上げて、

現在 人で活動していますが、随時募集を

る機会と場を設けたいと思い、サツトーク

編集後記

対馬徳昭

「そのために教職員など大学側の協力も求

後援会長あいさつ

宮腰昭男学長

特色を出していきたいですね」と今後の抱

退任にあたって

と題したフォーラムを開催しています。今

平成 23 年度キャンパスカレンダー………… 4

14

めていきたい」とも言います。最後に「後

副会長インタビュー

1

負を述べます。

アジア冬季大会……………………………… 3
銀メダル獲得者インタビュー

3

回は 月 日㈮に『あなたが思

資格試験合格者の声

年度第

平成 23 年度 能力開発センター講座案内一覧

援会など保護者の皆様にもご理解をいただ

札幌大学会社説明会………………………… 2

ＦＤ活動を推進する東日本の大学によっ

学生 FD 委員会（札大おこし隊）… ………… 1

う楽しい講義を教えて』をテーマに、 〜

S

締めくくりました。

T

き、私たちの志を見守っていただきたい」と

N

て、
「ＦＤネットワークつばさ」が組織され

E

3

ています。昨年、札幌大学にその加盟校が

T

班に分かれてグループディスカッションし、

N

取りまとめた意見を発表するなど大変有

O

意義なイベントとなったの

C

で、
今後も年３〜４回のペー

スで開催していきたいです

ね」と目を輝かせます。

「目標の実現に向けて邁進して行きたい」と語る
伊賀さん

4

4

〔大

今後は大学、保護者、企業及

より良い大学づくりを目指す「札大おこし隊」のメンバー

〔大学・短期大学部〕

がとても楽しかったですね。

学生発案型授業や
カフェの開設など、
有意義なイベントを実現！

「愛すべき大学を自らの手で、もっと魅

さらに、札大おこし隊の

é

力的に！」
。これをＦＤ活動と言います。Ｆ

13

活 動で話題 となったのが、

の開設。この試みも学生と

教職員が寛いだ雰囲気で交

「054（おこし）Ｃａｆ 」

進委員会を発足。
「当初は教員の指導力を

流する場を学 内に設けよ

Ｄとは
（ファカルティ
Faculty
Development
ディベロプメント）
の略で、
札幌大学では北海

高め、充実した教育の提供を目的に活動を

うという試みで、最初は中

年度から推

進めてきましたが、
『大学の主役は学生で

央棟１階のフリースペース

道の他大学に先駆け、平成

ある』という視点から、平成 年度から学

22

｜

2011・4 〜 2012・3

その後、学長に選任されて、 び地域が連携して若い人材を育

魅力的な大学づくりを目指すFD活動。全国的な
ムーブメントになりつつある現在、札幌大学では
すでに学生が自主的、主体的に参加し、さまざま
な活動を展開しています。その中心となって活躍
している法学部の梶浦桂司教授と経営学部3年生
の伊賀慎矢さんに、より良い大学づくりに向ける
熱意や具体的な取り組み内容を伺いました。

キャンパスカレンダー

退任にあたって

平成 23 年度

札幌大学と保護者を結ぶホットライン

国際的な環境のなかで活躍する
若者の育成に、後援会の御支援を
期待しています。
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人事の方と
じっくり話し合うことが
できました！

体育館を会場に「札幌大学会社説明会」を開催しました。これは、学生

厳しい就職状況を有利に展開してもらうため、
札幌大学では 月 日、 日の両日、
第 ・
年から毎年開催しているものです。両日

に多くの企業と接する機会を提供するとともに、就職に対する意識向上を図るこ
とを目的とした就活イベントで、平成
合わせて約１６０社がそれぞれのブースを設け、採用担当者は自社のピーアール
と理想の人材像を語り、学生は真剣な聞き取りを行い、鋭い質問を浴びせるなど

キャリアサポートセンターのガイダンスに
部に所属しているのでその辺には自信があ

身だしなみ、挨拶や礼儀、言動など。運動

現在の規模ではなく
将来性を見極めたいと
思いました！

やはり女子の先輩がいて、素晴らしいプ

学校の頃所属していた札幌のチームに、

て、一生懸命練習しました。特に、小中

の子と同じように滑れないことが悔しく

ングも満足に出来ませんでしたが、ほか

てプレーしていました。最初はスケーティ

です。早速リンクに出て、
男の子に混じっ

父が、私と妹の防具一式を買って来たん

人になってからアイスホッケーを始めた

聞かれます。きっかけは父でした。社会

激しいスポーツをしているのかと、よく

女の子がなぜアイスホッケーのような

ので、
嬉しかったですね。その後セレクショ

これがオリンピック出場への第一歩となる

きるわけではありませんが、とりあえず

そのまま代表選手として試合に出場で

本代表の合宿に初めて呼ばれたんです。

出来るようになった高校 年生の時、日

めるなど、自分でも納得のいくプレーが

持ち味のスピードを生かしてゴールを決

ド で す。

フォワー

た頃から

ンは始め

ポジショ

データには表れない
社風や問題点などを
聞けました！

就職戦線が厳しさを増す中、このような
機会を設けてくれた大学には感謝していま
す。企業の人事担当の方から、その会社の
社風や、仕事の難しさなどを聞きたいと思
いました。業績や待遇面など、数字に表れ
るデータは、ホームページなどの資料から既
に調査済みですからね。人事の方も包み隠
さず話してくれました。そういう企業は信
頼できますね。接客のアルバイト経験を通
今回の説明会で意中の企業から良い感触を

じて、人と接する営業職を希望しており、
得ることが出来ました。

健全な財務体制を維持し、
創立 周年に向けた支援を

副会長インタビュー

2月中旬〜5月上旬

札幌大学後援会は平成元年の発足以来、大学と保護
者である会員の皆さまをつなぐ要として、相互理解と協
力によって大学の発展に寄与してきました。学生が充実
したキャンパスライフを送れるように、教育や厚生面に
万円から

万円

おいても支援を行っています。平成 年度からは会費の
委託徴収を実施。このとき、会費も

に引き下げ、ご負担を軽減致しました。多くの保護者の
皆さまからご賛同をいただき、以前にも増して安定した
財源を確保するに至りました。これによって一層充実した
補助が可能となり、体育系・文化系サークルへの支援の
ほか、
「大会の遠征費」
、
「奨学金制度」
、
「私費外国人留学
料」、
「学外研修」にも援助を行っています。さらに大学

生への学習奨励費」
、
「資格取得受験対策」
、
「資格の検定
との共催により「保護者懇談会」を実施しており、学生
の修学状況や就職状況について教員が直に説明を行って
います。この催しは札幌以外の道内外各都市でも開催し
ており、高い評価をいただいています。
そのほかに、弓道場の建設やサッカーのシューティン
グボード建設にも多大な援助を行っています。こうした
貢献をしていることは積極的にアピールするものではあ
りませんが、施設の目立たない壁面にプレートを埋め込
周年の記念事業として行われた大学

み、実績を記させていただきました。また、2007年
の札幌大学創立

会館（リンデンホールイースト）の建設に、積み立てて
きた浄財 億円を寄付いたしました。会館はほぼ全ての

2月中旬〜5月下旬

5／12〜10／6

4／20〜6／10
3級【秋学期】

10／3〜11／18

10／28〜12／16
2級【春学期】

5／10〜7／22
2級【秋学期】

10／4〜12／16
3級【春学期】

5／6〜5／27
3級【秋学期】

10／4〜10／25

5／9〜7／8
3級【秋学期】

11／14〜2／13

5／10〜5／17
2級【秋学期】

10／18〜10／25

10／19〜11／25

後援会の存在目的は大学と保護者のつなぎ役と捉え
ています。そのために重要なのが広報活動です。現在、後
援会の広報は主に年 回の「後援会だより」と札幌大学
手段で行っています。
「後援会だより」では、学生の就学

のホームページ内に設けられたウエブサイトによる二つの
状況や課外活動、就職活動への支援事業のほかに、各種
事業報告や収支報告など、紙面をカラーで構成し楽しく
読んでいただけるよう工夫しております。一方、サイト
では後援会の概要や保護者懇談会の日程などをお知らせ
しています。また、サイト内においても「後援会だより」
がご覧いただけるようになっています。何れも大変ご好
評をいただいておりますが、広報のあり方が現状のまま

副会長インタビュー

情報とニーズを収集し、時代
の変化に応じた後援会活動を

後援会は事業、財務、広報の つの委員会から構成
されており、私は事業委員会の一員として微力ながらお
手伝いさせていただいています。後援会活動の根底にあ
る理念は「学生が楽しく有意義なキャンパスライフを過
ごし、社会に貢献できる人材として巣立ってもらうこと」
にあると私は考えます。そのため、後援会として可能な
限りのさまざまな支援を行っていますが、社会情勢の変
化、学生の意識変化、環境の変化など、時代の移り変わ
りとともに支援のあり方も変化していかなければならな
いと考えています。例えば資格取得支援制度であれば、
時代のトレンドとなっている人気 資 格を能力開発セン

ですが、
「後援会だより」については、大学が発行してい

察知し、その問題に応えて行くのも後援会の役割だと認

職状況など保護者の皆様が懸念されていることを敏感に

両面から学生が今本当に求めている支援は何か、また就

ターの講座に加えるように努力するなど、教育と厚生の

る他の広報誌と情報が重ならないように情報を整理し、

識しています。収集した情報とニーズは大学側にフィー
ドバックしており、建設的な意見として取り入れられて
います。このように、後援会は 〝
大学と保護者をつなぐ
架け橋〟として機能していきたいと考えています。
時代にマッチした支援のあり方を追い求めていくため
には、会則そのものを変えなければなりません。会則を
ご理解も必要になってきます。起案して委員会で検討し、

変えるには大学側の理解や準備、また保護者の皆さまの
完し合うこうことによって、保護者の皆さまに安心感と

方針ですので、
一層のご理解とご協力をお願いいたします。

持ちつつ、今後とも健全かつ堅実な事業を推進して行く

めに本当に役立っている後援会なのか」
、その疑問を常に

現在の活動や体制に満足するのではなく、
「学生のた

の義務だと感じています。

永劫続いていくわけですから、改革していくことは委員

せん。今後も後援会活動は大学の歩みとともに、未来

時間を要しますが、そこに留まっているわけにはいきま

総会で議決されるという手順を踏むので、大変な手間と

大学側と折衝して保護者の皆さまのご理解をいただき、

上げる次第です。

も、後援会活動への一層のご理解とご協力をお願い申し

今後も大学はもちろん、保護者の皆さまにおかれまして

がいかに変化しようとも変えてはいけない部分であり、

づく活動を報告するところにあります。この点は、時代

りしている保護者の皆さまに対しては、健全な運営に基

ライフを過ごせる支援を行うことにあり、会費をお預か

後援会の目標は、あくまで学生が充実したキャンパス

こうしたシステム構築への協力は惜しまない方針です。

満足感を提供できると確信しており、後援会としては、

ブサイトで発信するといった役割分担です。お互いを補

としているのかといったタイムリーな情報についてはウエ

援会だより」に掲載し、大学が今何を考え、何をしよう

必要があるでしょう。形にして記録しておく情報は「後

めに今後は、紙媒体とインターネットの連携を強化する

速やかに応えていく必要があると感じています。そのた

サイトでは保護者の皆さまの知りたい情報を聞き取り、

で良いとは思っていません。これはあくまで私個人の考え

TEL（011）852－9105（ダイヤルイン）

お問い合わせは札幌大学能力開発センターまでご連絡ください。

えてくれました。周りの人を見
て、
「自分も頑張らなくては」
と感じる環境であり、集中し
て取り組むことができました。
また、出席状況や講座内で行
われる小テストの結果で受講料
の一部が返還されることも、す
ごく助かりました。
おかげで、北海道職員中級
警察行政に合格することがで
き、 月からは地域住民の方々
のために頑張っていこうと思って
います。

10／4〜10／25

高校生の頃から公務員にな
りたいと考えていて、大学に入
学してからは公務員対策の講
義を履修していました。しかし、
より深く勉強したいと思い、学
内で受講でき、予備校に行く
よりも安く済むということで能
力開発センターの公務員講座を
受講しました。
講師は実際に予備校で講義
をしている方なので、とてもわ
かりやすく、質問をすると自
分が理解できるまでゆっくり教

5／6〜7／22
3級＋2級【秋学期】

また、講師の先生はときに厳
しく、しかし優しくわかりやす
く教えてくれました。飲み会
もあり、他の受講生とも仲良
くなれます。この資格試験に
合格するために大事なことは、
自分に負け ず 勉強する習 慣。
絶 対に 受かるという 気 持 ち。
週 の息抜き（勉強頑張って友
達と飲むお酒は美味いですよ）
。
最後に、
試験勉強はとても辛
かったのですが、
やり終えた後の
達成感と解放感はこれまで感
じたことのない喜びでした。ぜ
ひ、合格とともにそれを味わっ
ていただきたいと思います。頑
張ってください！「継続は力な
り」
。この言葉、
あると思います。

3級＋2級【春学期】

私は住宅関係への興味があ
り、履歴書に書ける資格がほ
しいという理由で宅建を受講し
ました。また、国家資格で合
格率も約 ％と難しい資格だ
と聞いて「受かったらカッコい
い 」と思いまして…。
しかし、いざ講習が始まると
理解不能。予想以上の難しさ
に驚きました。暗記が大の苦
手で人一倍努力が必要。そのた
め、夏休み返上で勉強漬けの
毎日でした。今までの人生で、
一番 勉強に時間を費やしまし
た。諦めようかと思ったことは
何度もありましたが、たくさ
んの友達に背中を押され半年
間継続できました。

大学と保護者の皆さまをつなぐ
機能の充実を目指して

副会長インタビュー

5／6〜6／16
秘書技能検定対策講座

8／8〜10／4
2級

熱気に満ちた説明会となりました。会場から参加学生の声をお届けします。

本格的な就職活動を控えている私たち
年生にとって、この説明会は願ってもない

チャンスですから、有効に生かしていきたい
と考えていました。中小企業を中心に、
日間で 社以上のブースを回りました。志
望の企業を絞り込むのは、その会社の将来
性で判断したいと考えています。今回の説
明会は企業と学生が初めて接触する機会

出席し、早くから説明会が開催されること
り、積極的にアピールできたと思います。

ですから、第一印 象には気を遣いました。

を知っていましたので、企業とのファースト
コンタクトとして期待していました。北海
道で就職したいと希望していますが、職種
はまだ限定していません。あらゆる可能性
社後の研修制度や社内の雰囲気など出来

を探っていきたいですからね。人事の方に入
る限り詳しくお聞きしたいので、混んでい
るブースは避け、比較的空いているブースを
中心に回りました。今回の説明会で希望が
開けてきたので、大学のバックアップに感謝
しつつ、内定獲得まで引き続き頑張ってい
きたいですね。

課外活動紹介
小牧まで
通ってい

レーを展開していました。その人に憧れ、
ンキャンプで代表に選ばれ、ユニバーシ

ま し た。

追いつき追い越せと背中を追っているう
アード冬季大会など国際試合にも出場

7月下旬〜9月上旬
直前対策：北海道警察官

学生が利用する公共性の高い施設であることから、その

5／11〜6／15
【秋学期】

日浦 和長

7月下旬〜9月上旬
直前対策：市町村・教養

費用を援助することが後援会の事業に相応しいと考え、
実施したものです。

10／11〜12／6

事業担当

5月下旬〜2月上旬
直前対策：市町村・総合

後援会の運営は健全な財務体制を保っており、創立

5／17〜7／12
医療事務講座

副会長

基礎力完成：教養

周年に向けて大きな貢献が出来るように、今後も事

10／21〜10／22
公文書管理検定対策講座

3

5月下旬〜2月上旬

業を推進していく所存です。そのため、こうした活動を

5／14〜10／15
ITパスポート講座

9

引き継いでいただける委員を募っており、次代を担う若

ファイリングデザイナー講座 2級【春学期】

4

1

5月中旬〜10月中旬

村上 裕昭 さん

10月中旬〜12月中旬
【秋学期】

8

い方の力に期待しています。

【春学期】
証券外務員資格講座

3級【春学期】
販売士講座

5／31〜7／22
3級【秋学期】

16

3級＋宅地建物取引主任者

福井 敬悟

パソコンWord講座

3級【春学期】

！
！

5月中旬〜10月中旬
宅地建物取引主任者講座

白濱 康平 さん

パソコンExcel講座

5月中旬〜9月中旬

11月上旬〜1月中旬

経済学科3年生

5／12〜9／8
総合

合格！

3級【秋学期】

経済学部

3級【春学期】
簿記講座

国内
旅行業務取扱管理者講座

合格！

5／19〜11／10
行政書士講座

公務員
宅建

10月中旬〜12月中旬
民間企業受験対策

開 講 期 間
名
座
講

5月中旬〜12月中旬
【通年】
基礎学力講座

予備校よりも安く、わかりやすい
講義に感謝しています

直前対策：国家Ⅱ種／北海道職員中級

自分に負けず勉強する習慣が
合格のポイント！

基礎力完成：総合
講座終了直後の資格試験に合格した人、
公務員講座において、出席良好で模擬試
験等の成績が良好の人達に受講料の 40％
程度をキャッシュバックします。ぜひこの
制度を活用して積極的にスキルアップを
図ってください！

また、受講のメリットとして①専門学校と比較
して受講料が 1 ／ 2 〜 1 ／ 5 であること。②大
学内で受講ができる。③専任プロ講師が直接指導
する。④親切・丁寧に指導する。⑤個別指導、再
受講などのフォローアップにより合格率が高い。
などがあげられます。

公務員

受講料の40％をキャッシュバック！〜資格取得等奨励援助金制度があります〜

資格試験
合格者の声

3級【春学期】
FP技能士講座

広報担当

憧れの先輩の背中を追い掛け、
成長してきました

ちに、私にも実力が付いてきたのかもし
できるようになりました。日本は現在
世界ランク 位。しかし、アジアでは上
ジア大会では銀メダルを獲得しました。
宿敵カザフスタンに僅差で敗れたので悔
しさはありますが、この悔しさをバネに、
今後控えている世界選手権でトップリー
グにくい込めるよう頑張りたいですね。
最終目標はもちろんオリンピックです。
オリンピックで好成績を挙げれば、女子
アイスホッケーへの注目度も高まると思
いますので、負けられないという気持ち
た父は今も応援してくれています。

です。私にアイスホッケーを教えてくれ
札幌大学には女子アイスホッケー部は
ありませんが、男子のアイスホッケー部
にマネージャーとして所属し、一緒にハー
ドトレーニングを積んでいます。札幌大
学にはこんな女の子もいるということを
知っていただき、応援してほしいですね。

土谷 享

法学部
自治行政学科4年生

副会長

平成23年度 能力開発センター開講予定講座
1

2

経済学部
経済学科 3 年生

法学部
自治行政学科 3 年生
2日間で約160社のブースが設けられた

財務担当
副会長

2

金子 徹也 さん

溝江 佳佑 さん
18

2

位の成績を挙げており、今回の冬季ア

9

れません。

目指すのはアジアの王者、
そして世界の大舞台です
高校生になってからは苫小牧のチーム
に所属し、学校帰りに毎日札幌から苫

外国語学部
英語学科 4 年生

2

40

早希 さん

下澤

50

2

札 幌 大 学 会 社 説 明 会
女子アイスホッケー
日本代表選手

16
学生たちは熱心にペンを走らせていた

2

就職活動を一歩リードする毎年恒例のイベント！

日本代表のフォワードとして銀メダルを獲得、
目標のオリンピック出場を果たし、
この競技を盛り上げたいですね！

50

外国語学部
英語学科 3 年生

2
10

開 催 レ ポ ート
本吉 紗奈子 さん

1

3
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