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令和２年度 学位記授与式　2021年（令和３年）3月23日

　この震災により入学金や授業料の納付が困難となった
学生に対して、入学金の免除や授業料の減免を行ってい
ます。
　ご相談については、事務局学生課までお問い合わせく
ださい。

東日本大震災により被災された学生に対し、引き
続き経済的支援を行っています。
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高校への訪問だったので、高校を通じて地域の実
情を窺い知ることはありませんでしたが、今回の
釧路管内の高校訪問は、まさに現実を直視するこ
ととなりました。
そうした中でも、注目される事例に出会いまし

た。釧路管内の道立標茶高校の事例です。同校は
敷地面積が日本一の広さを誇ることで有名です。
校舎は古い佇まいだが、明治の建物を思わせる洋
風の洒落た構えです。かつて農業高校であり、現
在でも総合科の中に酪農系列のコースがあるので、
70頭もの牛を飼育して、乳製品や酪農品を製造す
る施設を持っているのは、今となっては貴重な資
産といってよいでしょう。町外からの入学者も多
く、数名だが道外からも入学者がいるというお話
を聞いて、農業を通した教育とこれが可能な地方
にある高校の可能性を気づかせてもらいました。
地域に目を向けると、もう旧聞に属しているの

かも知れませんが、都会から移住し、地元の食材
を使った加工品の製造とホテル事業を組み合わせ
たお店を始めた方、ガラスの工房を開設して作品
を世に出している方など、食と文化において地域
の厚みが徐々に形成されていることを知りまし
た。長い釧路生活を送っていながら、こうした変
化に気がつかず、漫然と生活をしてきたことが反
省されます。地域は確かに人口減という苦境にあ
るが、地域を再生しようという活動も目に見えて
成果をあげているということです。
本学は、地域のこうした活動を取り込み、また

こうした活動に参画するような取り組みを構想し
なければならないという思いを強くします。グロ
ーバリゼーションと都市集中の齎した災禍を振り
ほどいて、新しい時代を担っていく人材が育って
いくようにしなければなりません。

本号が発刊される頃には、新型コロナウイルス
はどの程度収束しているのか想像がつきません。
ワクチン接種はまだ十分ではないでしょうから、
今年の前半期はこれまで通りの感染対策で臨まな
ければならないのでしょう。コロナ禍によって、
私たちは、大規模・集中・グローバル化の問題を
突きつけられました。東京一極集中だけでなく、
北海道では札幌一極集中が、道民にとって死活の
問題として認識されたのではないでしょうか。札
幌で感染が止まらない、そこから地方に感染が広
がるといった繰り返しに、なんとも言えない不条
理を地方の方は持ったのではないでしょうか。
ウイズコロナ、アフターコロナの時代は、地方

再生が求められる時代であることは間違いないで
しょう。本学が創設されたのは1988年ですが、そ
の年は、政府によってふるさと創生事業が始まっ
た年でもあります。しかしその流れも、2000年の
大型店の規制緩和によって頓挫してしまいまし
た。グローバリゼーションが進む中での地方再生
は、足下が崩れていく中での再生という難しい課
題なのです。この課題では、外の資源や資本に頼
っては難しいもので、自らの創意工夫で築き上げ
ていくことが求められているのでしょう。地方に
ある本学としても、その責任の一端が課せられて
いることは言うまでもありません。
学究生活から解放され、学長職に専念して１

年、しかもコロナ禍で管外への出張を自粛せざる
を得ない中、釧路と釧路公立大学を見直す１年で
した。事務の方と管内の高校を訪問したのも初め
てのことで、改めて地方衰退の実態を、生徒数の
激減という事実から知ることとなりました。７年
前の学部長時代に、岩手県と宮城県の高校を訪問
した経験はありましたが、都市部の比較的大きな

地方と地方大学の可能性   

釧路公立大学学長　　小　路　行　彦

学 長 メ ッ セ ー ジ
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留 学 を 終 え て

この１年間の留学を経て、私は沢山の人に出会い、その経験が
大きく私の考え方や、常識、これからの生き方に影響を与えてく
れました。恐らく、日本で普通に生活している中では絶対に感じ
られなかったはずです。また、留学において語学力の向上は非常
に大事な要素だと思います。しかし、留学を終えた今、台湾で得
た大切なものは何かと考えた時に、「人との繋がり」が１番に出
てきました。沢山の人に支えられたからこそ、毎日楽しい留学生
活を送ることができ、自分自身の成長に繋がったと思います。ど
のような形であっても将来、台湾でお世話になった方々に恩返し
をするのが今の新たな目標です。

　

台湾・明道大学派遣
　

経済学科３年　本 郷 宏 樹
皆さんは今まで心から尊敬出来る人や人生に影響を与えるよう

な人に出会ったことはありますか？私は正直、留学前まではその
ような出会いを感じる機会は中々ありませんでした。

たくさんの人との出会いが、私の人生観に良い衝撃を与えてくれ
ました。社会人になってからも夢に向かって学び続けている人や、
環境が変わっても自分の芯を持って前向きに人生を送っている人
など様々です。「語学」というコミュニケーションツールを得た
事で出会える人の幅が広がり、今まで知らなかった世界をたくさ
ん知ることができました。その時のワクワク感や新鮮な気持ちは
忘れられません。本当に留学をして良かったと心から思います。
これからの人生色々な事があると思いますが、いつまでも向上

心と学び続ける楽しさを忘れない人間でありたいと思います。

　

台湾・明道大学派遣
　

経営学科４年　羽 田 禎 子
１年間の留学で多くの人と出会い、かけがえのない経験をする

ことが出来ました。
異なる文化で育った学生や様々な人生経験を持つ社会人など、

　1990年代以降、NPOの存在は日本でも広く普及し、社会的課題の解決主
体として認知されるようになりました。しかし、財政基盤の弱さという課
題を抱えているNPOは少なくありません。一方で、今日の企業は社会的責
任を果たすことが求められています。このような背景もあり、NPOと企業
のように複数の組織が協力し合う関係性は、日本でも注目されています。
たとえば、日本経済団体連合会１％クラブ（2015）の調査では、東日本大
震災の復興支援の寄付先・連携先として、NPOを選んでいる企業が高い割
合を占めています。しかし、企業同士の場合に比べて異質性の高いNPOと
企業の組織間関係は、実際には形成・継続することが難しく、順調に進ん
でいるとは言い難い状況です。

　本書は異質性の高い組織間関係であるパートナーシップが、どのような動機で形成され、実行されていくのかを明らかにしていま
す。特に本書が注目したのは、個人や組織の解釈枠組みである「フレーム」です。同じフレームが共有されている場合は、どのよう
な行動や目標、施策が重要なのか、あるいは重要でないのかといった価値観を共有することができますが、異なるフレームを持って
いると誤解や食い違いが起きてしまいます。本書では重要視するものが変化したり、パートナーの考え方を受け入れたりするように
なっていく過程に焦点を当てることで、誤解や食い違いを防ぐための方法を検討しています。
　本書では耕作放棄地の活用プロジェクトと国際支援のプロジェクトを扱っていますが、誤解や食い違いといった問題は企業間でも
生じる問題ですので、NPOの活動に興味のある方や組織間のマネジメントに関心のある方はお手にとってみてください。

著：松野 奈都子 准教授

ＮＰＯと企業のパート
ナーシップの形成と
実行−センスメーキ
ングからの分析

活 躍 す る 教 員 本学で活躍されている教員の著書をご紹介します。

（中央経済社、2021年１月14日）

　カントという一八世紀のドイツの哲学者について、日本語を母語とする
人間が、フランスの読者ないしフランス語にアクセスできる人々に向けて
書いたものです。なぜドイツの哲学者についての研究をフランス語で出版
したのか。語り尽くせぬ思いがありますが、それは割愛し、内容の紹介を
させていただきます。タイトルは『法による自己規定——カント倫理学に
おける主体、声、時間』です。現代フランス思想や精神分析の理論に依拠
しながらカントの倫理思想の解釈を試みました。「法」といっても社会規
範のそれではなく、道徳的な意味でのものです。ひとは倫理に関わる決定
を行う際、心の中にある「法」に直面するとカントは考えました。カント
が面白いのは、この「法」を二人称で宛てられた命令文として公式化して

いたという点です。いわば倫理的経験とは、心のうちで「おまえは〜しなければならない（してはならない）」と言う命令を聞く経
験でありうるということになります。
　「心の中にある法って何だ」と思われる方がいるかと思います。私もその一人です。自分でもよくわからない「法」なるものが心
の中にあったら大変なことだと思うのです。精神分析は様々な症例をとおして、わけのわからない「法」に縛られて苦しむ人々がい
ることを教えてくれます。また歴史は「法」や「正義」の名のもとに悪が行われてきたことを教えてくれます。私たちは、通常、理
性的に物事を考えて倫理的な決定を行いますが、この決定が非合理的、非理性的、無意識的となる可能性もあるということかと思い
ます。倫理的決定そのものが倫理を歪曲する可能性がある。あるいは、倫理的決断が依拠する「法」が歪んでいる可能性がある。か
なり特殊ではありますが、このような倫理の破綻という可能性を考えてみるために、そしてそれを批判的に吟味するための哲学的な
言説を構築してゆくために、カント倫理学を読み直そうと試みたのでした。

著：本間 義啓 准教授

L’Auto-détermination 
par la Loi : le sujet, 
la voix, le temps selon 
l’éthique kantienne
（L’ Harmattan、2021年１月13日）
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（※2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、各行
事の大幅な変更がありました。）
●４月８日（水）第34期生入学
　入学式は中止となったが、本学34期生として339名（経済学
科231名、経営学科108名、男261名、女78名）が晴れて入学した。
●「釧路公立大学修学支援金」支給
　令和２年度前期通学者1,365人に対し、修学支援金２万円の
支給および授業料１か月相当分の還付を行った。
●９月14日（月）WEBオープン・キャンパス
　WEBでのオープン・キャンパスを開催。本学の魅力を知っ
てもらうため、６つの動画を公開。今年で24回目の開催とな
った。
●公開講座（講座自体は中止）
　これまでの公開講座を振り返った『釧路公立大学公開講座
30年の歩み』を作製した。
● 10月31日（土）K.P.U.オンラインフェス ～コロナに負

けるな！秋花火プロジェクト～
　花火の打ち上げをメインとした動画配信などによるオンラ
インフェスが開催され、実行委員会の努力が秋の夜空を彩った。

令和２年３月末現在、附属図書館の蔵書数は約25
万冊となっており、本学の学習や研究を支えています。
蔵書の構成は経済・経営を含む社会科学系の図書

が約40％を占めていて、その次が文学、歴史、産業、
哲学、自然科学の順になっています。
本学の学生や教職員の他に、本学建学の理念の一

つである「地域に開かれた大学」としての地域貢献
は大学の使命であり、釧路管内の方についても図書
の貸出や附属図書館の利用は可能となっています。
附属図書館では当館に所蔵がない文献を読みたい

場合や文献のコピーを他大学の図書館に依頼して、
郵送してもらうサービスも行っています。
学生の皆さん‼気軽にこのサービスを利用してみ

てはいかがでしょうか。図書館職員一同、心からお
待ちしています。

─ 2020年度を振り返って ─
● 11月16日（月）「コロナに負けるな！K.P.U.学生応援チ

ケット」配付
　日本学生支援機構・釧路公立大学後援会の助成により、学
内の食堂及び購買で利用できる、２千円分のチケットの配付
を行った。
●11月19日（木）令和３年度特別選抜試験
　全国より144名（経済学科101名、経営学科43名）の志願者
があり、その結果127名が合格した。
●令和３年度一般入試（前期日程）
　大学入学共通テストをもって選考。660名（経済学科437名、
経営学科223名）の志願者があり、３月５日（金）に合格発表
が行われた。
●３月８日（月）令和３年度一般入試（中期日程）
　釧路・札幌・盛岡・東京・大阪の５会場にて実施。1,095名（経
済学科714名、経営学科381名）の志願者があり、３月21日（日）
に合格発表が行われた。
●３月23日（火）令和２年度学位記授与式
　第30期の卒業生306名が公立大生として堂 と々学位記の授与
を受け、さらに成績優秀な５名が特別表彰された。式の終了
後、卒業生は学友と記念撮影などをし、別れを惜しみながら
巣立っていった。

1 開館日数・入館者数

開館日数（日）
入館者数（人）

学生･教職員 学　外　者 合　　　計

令和元年度 271 59,838 2,540 62,378 

2 館外貸出冊数
学　　　生 教　職　員 学　外　者 合　　　計

令和元年度 8,577 1,593 3,844 14,014 

3 相互利用
相互貸借（冊） 文献複写（件）

貸　　　出 借　　　受 受　　　付 依　　　頼

令和元年度 20 110 2 71

大学ニュース大学ニュース

2021年度（令和３年度）年間スケジュール2021年度（令和３年度）年間スケジュール
４月１日……学年始め
　　７日……入学式
８〜10日……オリエンテーション
　　12日……前期授業開始
６月25日……開学記念日
８月２日……前期定期試験（８／11迄）
８月12日……夏期休業開始（９／22迄）

９月24日……後期授業開始
10月８日……大学祭（KPUフェスタ）
　　　　　　（10／10迄）
11月24日……令和４年度特別選抜試験
12月25日……冬期休業開始（１／７迄）
令和４年
１月11日……授業開始

１月27日……後期定期試験（２／３迄）
３月１日……卒業生発表
　　８日……令和４年度一般選抜試験
　　16日……春季休業開始
　　23日……学位記授与式
　　31日……後期終了

図 書 館 だ よ り
附属図書館利用統計
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こんにちは、釧路公立大学の学生団体カフェラ
ボです。私たちは、「café la paix」というカフェ
の経営を全て学生達で行い、新商品の販売に向け
て日々商品開発に努めています。大学内でカフェ
という響きに違和感を覚える方もいるかもしれま
せんが、ドリンクとスイーツを販売しており、特
に２種類のスコーン（チョコ・ホワイトチョコ×
抹茶）は人気商品です。期間限定の商品にも力を
入れており、毎年ご好評の声を多く頂いています。
昨年度は新型コロナウイルスの影響で例年通りの
営業ができませんでしたが、その期間に限られた
条件の中で何ができるのか、改めてカフェについ
て話し合い、見つめなおす
機会ができました。どうし
たらより多くのお客様に来
店していただけるのか、今
のカフェに何が求められて
いるのか考え、試行錯誤を

釧路公立大学カフェラボ 繰り返して試作等も行いました。色々なアイディ
アを持ち寄ることで、カフェの向上に繋がってい
ると考えています。
新年度からの営業では、昨年度にできなかった

ことをふまえて、グランドメニューに加えて新メ
ニューの販売に力を入れたいと考えています。２
Ｆの食堂内にあるので、気軽に立ち寄っていただ
けると嬉しいです。また、経営を全て学生達で行
っているので、金銭に関わることや接客を通して
経済への関心が深められるということも、カフェ
の醍醐味です。InstagramとTwitterでも新メニュ
ー販売のお知らせ等の情報を更新しているので、
是非チェックしてみて下さい。

保 健 室 だ よ り
「新型コロナウイルス」が、釧路で初めて確認されて
から１年以上が経ちました。釧路でもいくつかのクラ
スターが発生し、危機感を持った人も多くいると思い
ます。まだまだ目に見えないウイルスとの闘いが続き
そうです。本学でも昨年は、対面授業から一部遠隔授
業へ変更になり、大学祭の中止、サークル活動も思う
ようにできませんでした。
現在、医療従事者や高齢者を優先に、新型コロナウ

イルスのワクチン接種の準備を、政府が進めていると
ころです。ワクチンの効果に期待し、新型コロナウイ
ルスの終息を一刻も早く願うばかりです。
大学では、出入り口の３ヵ所に「非接触温度センサ

ー搭載システム」を設置しております。マスクを付け
たままでも測定可能で、定位置に立つと約0.2秒で体温
が表示されます。ＡＩ顔認証機能付きなので発熱者の
出入りもわかるようになります。また、自動消毒器を
出入り口の他に各教室入り口に設置し、直接触れるこ
となく手指消毒ができます。極寒の地の釧路ではあり
ますが、玄関出入り口の開放や教室内の定期的な換気
を学生達の協力のもと行っています。対面授業や試験
の際には、密にならないよう教室内の人数制限をして

います。大学では、引き続き感染対策を実施してい
きたいと思っております。
また、体調のこと、一人暮らしでの悩みや不安な

どありましたら、些細なことでもいいので保健室へ
電話や相談に来てください。内科医による健康相談
や臨床心理士の資格をもった専門カウンセラーによ
る「心の相談」も月に数回実施しております。相談希
望の方は、保健室へお問い合わせください。
☆保健室の開室時間　　9：00 〜 18：00（平日）
☆電話番号（直通）　　0154-37-5390
☆メールアドレス　　　hoken@kushiro-pu.ac.jp

活 躍 す る 公 立 大 生

代表　経済学科３年　水口　理子



−　　−6

近年、企業の新卒採用は多様化が進み、企業も様々
な方法で採用活動を展開する中、市場を拡大させてい
るのが、就活エージェントをはじめとする「新卒採用
支援サービス」です。エージェントは人材紹介業で、
たとえば内定者一人につき想定年収の20％を手数料と
して請求するという“商売”です。㈱矢野経済研究所
の調査によるとその市場規模は18年度1,252億円、20
年度は1,281億円（20年４月時点予想）。コロナ禍でそ
の存在感も増し、学生たちを混乱させる存在にもなっ

ています。
この環境下で、学生たちが納得して就活をするため

には、とにかく行動することがキモです。ネット情報
が氾濫している今だからこそ、行動して得る生きた情
報ほど強いものはありません。「生きるとは呼吸をす
ることではない。行動することだ。」というジャン・
ジャック・ルソーの言葉を旗印に、キャリアセンター
は、学生が自由闊達に行動できるよう支援してまいり
ます。

キ ャ リ ア セ ン タ ー だ よ り

就 職 戦 線 最 新 情 報

■建設業　カルテック、札幌ペック、篠河建設、白鳥建設工業、ズ
コーシャ、大東建設、立山工業、中本土建、日本ハウスホールディ
ングス、萩原建設工業、北海電気工事、宮坂建設工業、ライジング
コーポレーション、ロゴスホーム
■製造業　アルビオン、釧路重工業、コロナ、昭和木材、すぎもと
ミート販売、タカラスタンダード、東芝ホームテクノ、東北容器工
業、東洋、能美防災、ホクレンくみあい飼料、未来工業、森永乳
業、山崎製パン、よつ葉乳業、ロバパン
■卸売・小売業　アイワイフーズ、アインホールディングス、イオ
ン東北、イオン北海道、岩崎電子、エーツー、オートベル、オカモ
トグループ、帯広日産自動車、ガモウ北海道、北日本石油、クワザ
ワホールディングス、コメリ、サザビーリーグ　エストネーション
カンパニー、新栄クリエイト、セコマ、ダイレックス、丹波屋、ダ
ンロップタイヤ北海道、ツルハホールディングス、ＤＣＭニコッ
ト、DCMホーマック、トヨタモビリティパーツ、日通商事、ニト
リ、熱原釧路、バイタルネット、長谷川産業、ＰＡＬＴＡＣ、パレ
モ、東日本フード、東北海道ヤナセ、ビジョナグループ、フジ、富
士ゼロックス北海道、ほくやく・竹山ホールディングス、北良、北
海道エナジティック、マックスバリュ南東北、丸中釧路中央青果、
三浦電気、三田商店、三ッ輪商会、ムトウ、モロオ、ヤオコー、薬
王堂、山田機械工業、ヨドバシカメラ、リラィアブル、渡辺パイプ
■金融・保険業　旭川信用金庫、網走信用金庫、茨城県信用組合、
岩手銀行、渡島信用金庫、帯広信用金庫、共栄火災海上保険、きら
やか銀行、釧路信用金庫、釧路信用組合、ジャックス、第一生命保
険、大地みらい信用金庫、東京海上日動火災保険、東京海上日動パ
ートナーズ北海道、東北銀行、苫小牧信用金庫、日本生命保険相互
会社、ブロードマインド、ほくほくＴＴ証券、北洋銀行、北海道銀
行、みずほ銀行、みずほ証券
■運輸・情報通信　アール・アンド・エー・シー、アイグローブ、
アシスト北海道、内田洋行ＩＴソリューションズ、ＮＴＣ、ＮＴＴ
データソフィア、エフプレイン、エムシーエス、大塚商会、ＣＡＩ
ＣＡ、クリエイティブ・コンサルタント、クレス、クレスコ・イ
ー・ソリューション、クロスキャット、サカイ引越センター、ジャ
パンテクニカルソフトウェア、津軽海峡フェリー、テレ・マーカ
ー、ドコモＣＳ北海道、日水物流、日本アイ・ビー・エムデジタル
サービス、日本情報産業、日本データスキル、ネイビーズ・クリエ
イション、東札幌日通輸送、東日本旅客鉄道、富士ソフト、フラク
タルシステムズ、ホープス、Ｐｏｌｅｓｔａｒ－ＩＤ、北海道中央
バス、北海道日立システムズ、北海道丸和ロジスティクス、丸和運
輸機関、三ッ輪運輸、ヤマトシステム開発、ロジネットジャパン、
Ｗｉｚ
■電力・ガス　釧路ガス、データベース、日東エネルギー・ホール
ディングス、北海道エア・ウォーター
■不動産業　日本グランデ、パワー・ステーション、ホットハウス

■サービス　ＡＬＳＯＫ北海道、エスエーリンク、エフアンドエ
ム、音更町農業協同組合、オホーツク網走農業協同組合、オホーツ
ク農業共済組合、協和企画、キングラン北海道、釧路商工会議所、
合田観光商事、こまち農業協同組合、札内農業協同組合、ＪＲ盛岡
鉄道サービス、士幌町農業協同組合、新和、ティーアイアール、道
東あさひ農業協同組合、豊頃町農業協同組合、日本習字教室雅、函
館商工会議所、ＰＡＴＯＫ、ふたば税理士法人、ペイロール、ホク
レン農業協同組合連合会、北海道農業協同組合中央会、北海道農業
公社、マーキュリー、マイベスト、三ッ星レストランシステム、芽
室町農業協同組合、吉岡経営センター、リアホールディングス、臨
海、練成会グループ、労働者健康安全機構
■国家公務　釧路地方検察庁、札幌法務局、自衛隊（海上）、自衛
隊（航空）、自衛隊（陸上）、中部管区警察局、北海道農政事務所、
北海道労働局
■地方公務　青森市役所、一関市役所、岩泉町役場、恵庭市役所、
江別市役所、北見市役所、久慈市役所、釧路市役所、釧路町役場、
札幌市役所、津別町役場、戸沢村役場、花巻市役所、北斗市役所、
北海道警察、北海道庁、宮城県警察、湯沢雄勝広域市町村圏組合

（消防）
■教員　岩手県教員（高校）、北海道教員（中学）
■進学　法政大学大学院

卒業予定者の内定先リスト （現在の内定状況）2021/03/23

令和２年度卒業予定者の就職状況 2021／03／23現在
１．求人件数及び内定状況

区　　分 求 人 件 数 卒業(予定)数 就職希望者数 内 定 者 数 内定率(％) 未 定 者 数
男　　　子 228 214 192 89.7 22
女　　　子 85 80 77 96.3 3
共　　　用 596 ー ー ー ー ー
合　　計 596 313 294 269 91.5 25

２．進路別内定状況

進　　路
男　　　　子 女　　　　子 計

希望
者数

内定
者数

未定
者数

内定
率％

希望
者数

内定
者数

未定
者数

内定
率％

希望
者数

内定
者数

未定
者数

内定
率％

民　　　間 187 165 22 88.2 70 67 3 95.7 257 232 25 90.3
公　　　務 25 25 100.0 10 10 100.0 35 35 0 100.0
教　　　員 2 2 100.0 0 2 2 0 100.0

計 214 192 22 89.7 80 77 3 96.3 294 269 25 91.5
進　　　学 1 1 100.0 0 1 1 0 100.0
無　　　業 11 11 0.0 4 4 0.0 15 0 15 0.0

計 12 1 11 8.3 4 0 4 0.0 16 1 15 6.3
合　　計 226 193 33 85.4 84 77 7 91.7 310 270 40 87.1

３．産業別地域別内定状況
業　　種 釧路管内 北海道内 北海道外 計 合計 割合男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

製　　　造 1 17 7 10 3 27 11 38 14.1
卸売・小売 3 4 24 8 19 5 46 17 63 23.4
金融・保険 2 1 13 7 12 2 27 10 37 13.8
運輸・情報 1 1 11 5 22 7 34 13 47 17.5
電力・ガス 1 2 1 4 0 4 1.5
サ ー ビ ス 2 16 13 11 3 29 16 45 16.7
公　　　務 2 3 14 5 9 2 25 10 35 13.0

計 11 10 97 45 84 22 192 77 269 ー

合　　計 11 10 97 45 84 22 192 77 269 100.0
21 142 106 269

割　　合 7.8％ 52.8％ 39.4％ 100.0％
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入 学 お め で と う

体　　育　　会 文　化　部　会

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。コ
ロナ禍での入試は本当に大変だったことと思います。新
型コロナウイルスが終息し、以前のような生活を一刻も
早く送ることができるよう願うばかりです。
大学生活は学業、部活動、アルバイト、ボランティア

活動、趣味、留学、何に対して有限な時間を費やすのか
は自分自身が決めるものです。その中で何かに夢中にな
り新しい趣味の発見があるかもしれません。自由な時間
が今までより多くなると思うので、時間を有効に使うこ
とで有意義な大学４年間になるはずです。
また、１人暮らしを始めたり、親元を離れて生活した

り、アルバイトを初め慣れないことがあると思いますが、
その中で新しい素晴らしい出会いがあります。人脈、人
望、人との繋がりは今後の自分が生きるための強い武器
になってくれると思います。多くの出会いの中で様々な
考えに触れ、たくさんの人から良いものを吸収し、それ
を実行に移すことで将来社会に出た時に役立ち、選択肢
がさらに増えることになると思います。
みなさんが充実し、実のある４年間になることを心か

ら応援しています。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
新しい大学生活への期待そして不安を今は抱いている

ことでしょうか。最初はわからないことも多く、不安に
なることもあります。そういった時は積極的に友達を作
ってみてください。友達をつくるために部活動・サーク
ル、アルバイトを始めてみるのもいいかもしれません。
小中高でそうだったように、大学での出会いも一生の物
になります。たくさん友達を作るのもよし、気の置けな
い友達を作るのもよし、友人と過ごす大学生活はきっと
実り多いものになると思います。卒業するとき、良い大
学生活だったといえるよう頑張ってください。
またこれから新生活が始まる皆さんには、ぜひ大学生

活通しての目標を決めてほしいと思います。学校生活を
送っていると、大学生の時にしか出来ない事や将来どん
な風になりたいのかを考えたり、感じたりすることが多
くなります。目標を決めることでモチベーションもアッ
プし、４年後のなりたい自分にもなることが出来るので
はないのでしょうか。また大学ではこれまであまり無か
った、自主性が求められることが多くなってきます。時
間の使い方も自分次第ですので、様々な事に挑戦し経験
するのも非常に有意義だといえるでしょう。但し、講義
に出席することは、学生の最低限の義務です。在学中に
成人してお酒を飲む機会も出てきますが羽目を外しすぎ
ないよう気をつけてください。
最後になりましたが、皆さんの健やかな学校生活、ご

活躍を心より願っております。

体育会会長

経営学科３年　谷島 時夫
文化部会会長

経済学科３年　丸尾 蒼一郎

新 任 教 員 紹 介

小
こ

阪
さか

　裕
ゆう

城
き

　　「時事英語」、「選択演習B」、「国際関係論A」、「国際関係論B」

〈体育会〉33団体
男子アイスホッケー部
女子アイスホッケー部
男子バドミントン部
女子バドミントン部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
サッカー部
男子ハンドボール部
女子ハンドボール部
男子ソフトボール部
女子ソフトボール部
男子バスケットボール部

アメリカンフットボール部
硬式テニス部
ソフトテニス部
硬式野球部
準硬式野球部
卓球部
ラグビー部
フットサル部
カーリング部
弓道部
柔道部
陸上競技部
合気道部

ミニバレーボールサークル
軟式野球部
女子フットサル☆ＣＢＳ
フロアボールサークル
ＮＢＡ同好会
空手道部
フラッグフットボールサークル
ミニテニスサークル

〈文化部会〉24団体
軽音楽部
放送研究部Visions
美術部やちぼうず会

カヌー部BOW
茶道部
吹奏楽部
TRPG研究会
ボランティアサークル
写真部
囲碁部
演劇部
ストリートダンスサークルOZ
国際交流部
弦楽アンサンブル
釧路公立大学YOSAKOIソーランサークル
Ｋ－ＳＣＡＮ

釧路公立大学アカペラコーラスサークルアニュー
模型ＫＭＣ
観光まちづくり研究部
釧路わかもの研究室
麻雀科学部
天体観測部
将棋部
会計研究会

〈その他の団体〉
Ｋ.Ｐ.Ｕフェスタ実行委員会
釧路公立大学カフェラボ

─　────　─　────　─　────　─　────　─　────　─　────　─　────　─
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◎表紙題字／髙嶋初代学長筆＊あうろーら（AURORA）：ギリシャ神話の曙の女神エオスのローマ名

　マスク裏の感受性。対面での講義やゼミもそれなりに行えるようになり
ましたが、直接会ってもこの人は今どのような感情でこの話を受け止めて
いるのだろうかと思うときが増えました。まったく感情が無ではないとい
うことには気づきます。自分のことを他人はどう感じているのか。そんな
ことを改めて考える機会になりました。他人のマスク裏へ踏み込んでみよ
うと、自分が面白いと思うことをいうわけですが、結局は思うように感情
を読み取れませんでした。笑いが起きなかったのが一番の要因です。マス
クがなくてよい日を一刻も早く願いますが、わたしにはしばらく必要なの
かもしれません。 （舟）

編 集 後 記 釧路公立大学だより　第63号
2021年（令和３年）４月１日発行

◎発行元
　　釧 路 公 立 大 学
〒085-8585 釧路市芦野　4　丁目　1　番　1　号
　　　　　 ＴＥＬ 0154-37-3211
　　　　　 ＦＡＸ 0154-37-3287　
　学生課：ＴＥＬ 0154-37-5091
URL･https://www.kushiro-pu.ac.jp/
◎発行日
　毎年２回（４月１日、10月１日）

◎釧路公立大学後援会総会の中止について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため総会を中止といたしました。なお、総会で審議を予定しておりま
した経過報告や予算・決算等の議題につきましては、役員会において審議され承認されました。

卒 業 生 か ら の メ ッ セ ー ジ

ここにある景色を大学生活を振り返って
　　　　　　讃えて

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。特に今年
は、新型コロナウイルスの影響に加え、大学入学共通テスト
が初めて実施されるなど、これまで経験したことのない環境
下での試験になりました。その中で、最後まで戦い抜いた新
入生の方々、保護者の方々に敬意を表します。
さて、新入生の皆さんは、これからもっとたくさんの見知

らぬ世界に出会います。私もたくさん出会いました。そのた
びに、恥をかき、苦労をして、落ち込みました。しかし、そ
こで得た経験が今の自分を作っています。そうした見知らぬ
世界や変化と、無二の親友になれたらとても楽しい大学生活
になると思います。
そうはいっても、新入生の中には、今いる場所が望んだも

のと違う、そう感じて身が入らない人もいると思います。私
は一年生のころ、そう感じていました。しかし、答えは一つ
ではありません。釧路でしかできないこと、学べないことは
たくさんあります。なので、そうした人は大学だけでなく、
ぜひ釧路の街に飛び出してみてほしいです。そこで出会うヒ
ト・モノ・コトは、あなたをワクワクさせ、それまでの暗い
気持ちがやわらぎ、心と日常に彩りを加えてくれます。
最後に、今までは「教わること」でしたが、これからは「学

ぶこと」に変わっていきます。自分自身で、自分を高めてい
かなければなりません。様々なことに挑戦して、悩みぬいて、
恥をかいてください。そ
れがたとえ15点だとして
も正しいですし、そうや
って、たくさん失敗した
若者ほど、愛される大人
になれるらしいです。皆
さんの大学四年間が、彩
りある豊かなものになる
ことを願っています。

釧路公立大学で過ごした４年間は、充実していた思い出で
いっぱいです。多くの「楽しい」を共有できる友人や先輩・
後輩に恵まれ、笑いの絶えない大学生活を送ることができま
した。４年間釧路に住む中で、釧路のことが大好きになりま
した。自然が多く伸び伸びと生活ができ、食べ物が美味しい
街です。
私はカナダへの語学留学や地方財政論ゼミ、硬式テニス部

などのサークル活動に力を入れて取り組みました。この３つ
の活動を通して学んだことは、恐れずに積極的に挑戦するこ
との大切さです。挑戦する際にリスクばかり考えて迷ってい
るとせっかく得たチャンスを逃してしまうことがあります。
失敗することを怖がらずやりたいことにどんどんチャレンジ
してください。
就職活動は自分のことを見つめ直す機会になりました。何

をアピールしたら良いのか悩んだときは、みなさんが経験し
てきたことや力を注いできたことを見つめ直すことで、自分
の強みやアピールポイントが見えてくると思います。
大学入学後は大学入学以前と比べると自分で決断と選択を

する機会が多くあります。周りの信頼する人の意見を参考に
することはできますが、最後は自分で決めなければいけない
時が来ます。大学生活は様々なことに自由に挑戦し没頭する
ことができる絶好の機会です。４年間というと長く感じます
が、あっという間に時間は過ぎてしまいます。今やりたいこ
とや、今しかできないことを楽しんでください。新入生並び
に在校生の皆さんのご活躍
を心より願っています。
最後に公立大の先生方と

職員の方々の支えがあり、
学生生活を有意義に過ごす
ことができました。４年間
ありがとうございました。

経営学科　大向 　絢経済学科　畠山 結衣


