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令和３年度 学位記授与式　2022年（令和４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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てくる風の音以外、如何なる喧噪とも無縁な半ば
閉じられた空間は、どんな時間を刻んできたので
あろうか、そして今、刻んでいるのか。アイヌの民
が住んだところ。開拓移住者がまず住んだところ。
一つ一つが貴重な歴史を持っているように思える。
昨年11月に、釧路管内出身の学生と企画して、

アイヌ語地名の付いた岬をバスで駆け巡った。多
くの学生が釧路湿原も他の景観も実際に触れるこ
となく卒業して釧路を離れていく現状を変えまし
ょうという企画である。初めての企画にどれだけ
の参加者がいるか不安であったが、総勢25名、そ
の中には大阪や奈良出身の学生も参加していて、
まあ成功であった。来止臥（キトウシ）、十町瀬
（トマチセ）、浦雲泊（ポントマリ）、跡永賀（アト
エガ）、冬窓床（ブイマ）、初無敵（ソンテキ）、
入境学（ニコマナイ）を通って、賤夫向（セキネ
ップ）の展望台に向かった。岬の眼下に広がる太
平洋の海、海に刻まれた定置網の模様、その傍ら
で、結構大きな漁船が作業をしていた。
民族の興亡が激しかった地中海沿岸では、岬の

断崖絶壁が敵からの防御になるため、岬に張り付
くように人家が建ち並ぶ都市がいくつもできた。
これも、悠久の岬の一つの現れであろう。岬に展
開した美しく華やいだイタリアの町を訪れたこと
はないが、退職後には是非行ってみたいと思って
いる。釧路の悠久の岬は、これからどのように変
わっていくのだろうか。小さな農と漁のある生活
をする人は、これからも続いていくのであろうか。
その場所での生活の歴史に、何かかけがえのない
ものがあるような気がして、遠くから眺めてきた。
今度は、学生と岬の間に開けた集落で、一緒に一
夜を過ごして酒を酌み交わし、その実感を確かめ
てみたいと思うのである。

釧路の自然環境で素晴らしいものは何かと問え
ば、釧路湿原を第一に挙げる人が多いであろう
か。阿寒の森も素晴らしいし、この冊子の前号で
取り上げた摩周湖、屈斜路胡、阿寒湖、火散布沼
などの湖沼も素晴らしい。釧路に住む日本画家、
羽生輝の作品には湿原を画材にしたものも数点あ
るが、専ら岬である。本学の第一会議室に展示し
ている羽生の作品も、「２月の北岬」という厳冬の
中の岬を描いた大きな作品である。隔週で開かれ
る教授会は、この羽生の作品の前で行われてきた
が、新型コロナの感染対策で大講義室に場所を移
すことになって、２年経過した。
釧路芸術館で昨年の秋の間、「悠久の岬」と題し

て開催された羽生の個展で、岬を描いた多くの作
品を鑑賞する機会に恵まれ、「２月の北岬」とも久
しぶりに再会した。この画家にとって、岬こそが
釧路の景観を代表するものなのであろう。画面を
圧倒する岩の塊、そこに張り付くように生活する
人とその住居、岬という地上の縁、海と陸の境界
に佇むように生活する人を描くことに、この画家
の自然観や人間観が強烈に主張されているように
思える。湿原は開発されうるし、実際されてきた。
岬は開発されずに悠久の岬として、存在している
のである。
釧路市から釧路町、厚岸町に伸びる海岸線に点

在する集落を廻り歩いたことがあった。国道から
かなり急勾配の道を降りていって辿り着く集落で
ある。岬と岬の間に広がった空間に生活の場を求
めた人々が暮らしている。野菜が植えられた小さ
な畑をもった家が点在している浜に出会った。今
では、働きの場は町に求めているのではないかと
思われるが、小さな漁と小さな農が営まれている
姿が想像される。太平洋の波の音と、そこを通っ

悠久の岬 

釧路公立大学学長　　小　路　行　彦

学 長 メ ッ セ ー ジ
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う？本学には「地域に結びつき開かれた大学」「国際性を重視
する大学」「理論と実践の相まった大学」の建学理念がありま
す。今こそ、この原点に立ち戻ることこそ、重視すべきところ
と考えます。これまで未経験の、かつ正解のない課題に直面
しつつ、望ましい社会構築のための指針がここに存在します。
経済・社会が変動する今、皆さんは未知の挑戦が不可避で

す。様々な困難が待ち受けるかも知れません。すぐに結果が
出ないかも知れません。しかし、皆さんが大学で行うことは
不変です。
渋沢栄一の「どんなに勉強し、勤勉であっても、上手くい

かないこともある。これは機がまだ熟してないからであるか
ら、ますます自らを鼓舞して耐えねばならない。」との名言が
あります。物事の修養は一足飛びに事成らず、「事成るまで」
と決めて研鑽を積み続けよとの意味です。皆さんが社会に出
て多方面で活躍するために、学問への熱意と積極的な姿勢を
核に、己自身に打ち克たねばなりません。そうした機会を私
達は提供し、皆さんの期待に応えたいと考えます。

ーマにも文章にもオリジナリティが求められるため、先行研
究の探索は必須であり、膨大な図書を必要とします。現在も
なお、研究成果としての論文を発表し続けています。図書館
の本の背には、数字のラベルが貼られていることにお気づき
でしょうか。「日本十進分類法」にもとづき、各図書館で分類
しているので、図書の検索や図書館内で実際にお目当ての本
を探すときの「道しるべ」になります。300番台が社会科学、
そのうち330番台は経済、さらに細かな分類に進みます。
図書館の蔵書は、書架に並び、保管されていることが目的

ではありません。私は院生の時に、図書館司書の資格を取得
しました。当時の講義では、日本の図書館司書の社会的地位
が低いこと、アメリカの司書は博士課程以上の高い専門性が
あり、大学教員があたりまえに質問にくること、今晩のおか
ずに迷ったときにも図書館に行くことなど、図書館の専門性
や身近な存在であることが強調されていました。参考業務の
ますますの充実をはかって蔵書を活用し、教育と研究の橋渡
しに一歩でも貢献できればと願っています。

釧路公立大学は開学以来、内外の変化に対応して進化を遂
げてきました。小規模大学ながら、自主創造の伝統に基づき、
「多面的な充実したカリキュラム」と「広がる学びのフィール
ド」を体現する教育に注力します。経済・経営のみならず、
社会科学全般の各分野で活躍できる知識と技能を修得するべ
く、実践的科目を編成して社会の要請に応えます。
本学は社会科学の各分野について、基礎から応用・実践に

至る学修を通じ、社会・経済変化への適応力を養い、経済社
会の動向を的確に把握し、社会の中核を支える創造力ある人
材を多数輩出してきました。また、語学や教養に関わる教育
エキスパートが皆さんの成長を支えることに努めています。
さて、ヒト・モノ・カネのグローバル化を当然としてきた

経済学は、今まさに岐路に立っています。コロナ禍により、
格差拡大、社会の分断・対立等が引き起こされる現代、また
多様性重視の社会への移行にあって、経済学には諸問題を乗
り越え、解決への取り組みが期待されます。
こうした状況にて、本学が取り得る指針は何でありましょ

釧路公立大学は、道東地方唯一の経済学部の単科大学とし
て創立しました。大学は、高等教育機関として学生に教育を
おこない、所定の単位を修得した学生に対して「学士」の学
位を授与します。大学教育の基本は、個である「自分」にあ
ります。
入学の意思、講義の選択、出欠、単位修得の責任、就活な

ど、すべては「自分」で判断します。もちろん、友人や先輩
後輩、教員、事務局職員、大学生協など多くの人々に支えら
れての学生生活ですが、勉強するということは元来孤独です。
聞いたこともない専門科目の数々、レベルの高さ、シラバス
に掲載されている教科書名や参考図書名・・・。迷ったとき、
心細くなったとき、あるいは新しいことを知りたくなった時、
もっと専門的なことを勉強したくなったとき、迷わずに２階
のガラス扉の向こうにある附属図書館へ来てください。
大学教員だって、かつては大学生でした。はじめて大学の

門をくぐり、単位を修得し、さらに５年間の大学院に進学し、
必要単位を修得しつつ修士論文や博士論文を執筆します。テ

学部長就任にあたって

釧路公立大学経済学部長　　濱　田　弘　樹

大学図書館は蔵書の倉庫にあらず

釧路公立大学附属図書館長　　宮　下　弘　美

学 部 長 メ ッ セ ー ジ

附属図書館長メッセージ
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四半世紀にわたり、ありがとうございました。フィ
ールドワークを基本とする自然科学出身の自分は、（思
い込みかも知れませんが）釧路にいることを一番喜ん
でいた教員ではなかったかと思います。釧路で国際会
議があって海外の友人たちが研究室を訪れる機会もあ
りました。研究室の窓から釧路湿原の一部が見えるこ
とをうらやましがっていました。
アフリカの話をしてるときはホントに楽しそうです

ね、と学生に言われて元気をもらうことも。コロナ前
は毎年学生たちと釧路湿原で植林をしたり、湿原周遊
をしてました。夏は見かけるのが難しいタンチョウの
子育て眺めたり、母シカが仔ジカに授乳する姿を観察
し、学生が写真をSNSに挙げてバズったり。たまに学
生達と海外の国際会議に出かけることもあり、学生達
は思いっきり弾けておりました。かなりはらはらさせ
られましたけど。

2010年４月に釧路公立大学に着任してから12年間、
長いような短いような時間でした。本学での最初の授
業はとにかく緊張して声が震え、また学生にチャイム
が鳴らないと教えてもらったことを今でも鮮明に覚え
ています。頼りなさからか、同僚の先生方のみならず、
職員の方々にも色々と気にかけてもらい、多くのサポ
ートを頂き、ともすると自宅と大学の往復だけで終わ
る生活に彩りを添えてくれたおかげで、大学教員とし
ての第一歩を本学で踏み出し、大きく成長することが
できたと大変感謝しております。
着任直後に受け持ったゼミの１期生は、年齢が８歳

差であったこともあり、姉のように慕ってくれ、かつ
釧路生活の先輩として色々と教えてくれたり、誘い出
したりしてくれました。そのような学生との交流もい
い思い出です。また、ゼミはそれぞれの年で学生のカ

もちろんつらいことも。３年間にわたる共同研究の
まとめと学部長業務、さらに唯一の肉親を看取ること
が出来なかった際は泣きそうでした。二度の交通事故
と脳腫瘍ではまじで死にかけました。でも学生達のお
かげで釧路での仕事を続けることが出来たのだと思い
ます。
本稿執筆中は卒論指導（バトルロワイヤルとも呼ば

れる）真っ最中です。大晦日深夜、猛吹雪の中、卒論
原稿を届けに来た女子学生にはびっくりさせられまし
た。周りが振り袖だらけの新年、ミスドでコーヒーを
おかわりしながら卒論指導をしたこともありました。
卒論仕上げでゼミ生同士がひとりのアパートで合宿し
ていて午前４時に「出来ました」という連絡を受け、
（待ち構えていて）「今からチェックに行くから待って
て」と返信し、アパートに出現してびっくりさせたこ
ともありました。とは言え、体力勝負なので、もう勘
弁してほしい。オックスフォード・ブルックス大、京
大、東大等で修論、博士論文を書いてくれた卒業生も
おり、私の引退後も自然保護に関わってくれる連中も
います。また、根室に出かけて子どもたちに（近代五
種のうち）フェンシング、エペの基本や戦い方を教え
るのは楽しかった。本学には非常勤で時々講義に来る
こともありそうなので、今後ともよろしくお願いいた
します。

ラーがあり、賑やかな年もあれば、穏やか（静か）な
年もあり、毎年どのようなゼミ生を受け持つことにな
るのか楽しみでした。2019年９月には、ゼミ生４人と
一緒に、私の研究対象国であるカンボジアに行き、農
村で調査ができたことがとても嬉しかったです。翌年
以降も同じような体験をゼミ生にと考えていました
が、新型コロナウイルス（Covid-19）の世界的な感染
拡大により、その後は実現できなかったことが心残り
です。
最後の２年は、コロナ禍で「顔の見えない授業」を

せざるを得なくなり、PCの画面に向かって授業をする
虚しさだけが募りましたが、それでも画面越しに熱心
に聴いてくれている学生がいたと信じています。この
ような状況にならなければ、これまでの授業の在り方
や内容を丁寧に見直すことはなかった気がしますし、
Teamsなどの便利なオンラインツールも知らずに過ご
していたと思うので、そういった点では新たな発見や
気づきに繋がる出来事でした。
４月からは、日本の東端から西端に移動し、気候や

文化などがまったく異なる地での生活が始まります。
釧路との違いを楽しみつつ、転任先の大学においても
本学での経験を生かしながら、教育・研究活動に励ん
でまいりたいと存じます。ありがとうございました！

教授　　小林　聡史

准教授　　三輪　加奈

退職の挨拶

退職の挨拶

退 職 教 員 あ い さ つ
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（※2021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７日（水）第35期生入学
　午前11時より本学35期生の入学式が挙行され、337名
（経済学科213名、経営学科124名、男251名、女86名）が
晴れて入学した。
●�７月１日（木）「コロナに負けるな！K.P.U.学生応
援チケット２nd」配付

　釧路公立大学後援会と釧路公立大学同窓会の助成に
より、学内の食堂及び購買で利用できる、３千円分の
チケットの配付を行った。
●８月７日（土）オープンキャンパス
　本学の関心を高めてもらうためオープンキャンパス
を開催。今年で25回目となり、対面とオンラインを合
わせて308名の参加者は熱心に話を聞いていた。
●10月30日（土）K.P.U.フェスタ（大学祭）
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模

─ 2021年度を振り返って ─ を縮小して開催された。様々なイベントが催され、盛
況なものとなった。
●11月24日（水）令和４年度特別選抜試験
　全国より135名（経済学科88名、経営学科47名）の志
願者があり、その結果121名が合格した。
●令和４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。604名（経済学科
410名、経営学科194名）の志願者があり、３月５日（土）
に合格発表が行われた。
●３月８日（火）令和４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。
980名（経済学科690名、経営学科290名）の志願者があ
り、３月21日（月）に合格発表が行われた。
●３月23日（水）令和３年度学位記授与式
　第31期の卒業生300名が公立大生として堂々と学位
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。

大学ニュース大学ニュース

2022年度（令和４年度）年間スケジュール2022年度（令和４年度）年間スケジュール
４月１日……学年始め
　　７日……入学式
8・9・11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
７月29日……前期定期試験（８／５迄）
８月６日……夏季休業開始（９／22迄）

９月23日……後期授業開始
10月７日……大学祭（KPUフェスタ）
　　　　　　（10／９迄）
11月24日……令和５年度特別選抜試験
12月24日……冬季休業開始（１／６迄）
令和５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５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

保 健 室 だ よ り
「新型コロナウイルス」とともに迎える３回目の春
となりました。１月から全国的に感染者が急拡大し、
ここ釧路でも変異株「オミクロン株」の感染力の強さ
と、厳寒地における感染対策の難しさを考えさせられ
ました。
保健室では、みなさまが健やかで、より良い学生生

活が送ることができるようにサポートしております。
１年に１回の定期健康診断やケガなどの応急手当、病
気やケガなどで受診する病院の相談、食事や日常生活
の事、一人暮らしで心配な事、不安な事の相談の他に
も「こころ」の相談もしております。１年生は、慣れ
ない環境で心身の不調を感じることがあるかもしれま
せん。２～４年生は、新年度になり新たな悩みもある

かもしれません。そのような時は一人で抱え込まず、
一度、保健室に来てみてください。
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」も月に複数回実施しております。釧路
では、「こころ」の専門である心療内科の予約がすぐ
には取れない状況が多いです。精神的に辛くなる前に
「こころ」の専門家であるカウンセラーに相談してア
ドバイスを受けるなど、ご活用いただけたらと思いま
す。カウンセラー相談希望の方は、電話でも来室でも
良いので保健室に是非ご相談ください。
☆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
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留 学 を 終 え て
に行くにあたり、不安はたくさんありましたが、多く
の方々に支えられて実現できた留学であったと思いま
す。コロナ禍ということもあり、自分が想像していた
留学とは違う部分もありましたが、現地で直接経験し
た多くのことは、何ものにも代えがたい自分の財産と
なりました。その経験をこれからは社会に出て多くの
人に還元していきたいと思います。

韓国・牧園大学派遣

経済学科４年　後�藤�柊�子
　今回の韓国留学は、多くの国の人と関わる中で各国
の文化や考え方を学ぶ貴重な経験となりました。留学

の先輩と一緒に行動する中で、語学力と行動力が向上
していき、自信へと繋がりました。また、寮生活を通
して、日本での平凡な日々がどれほど幸せだったのか
に気づかされ、改めて私を支えてくれている方々への
感謝の気持ちが強まり、感謝の気持ちを伝えることの
大切さを知ることができました。今回の留学で経験し
た多くのことを、これからの人生に存分に活かしてい
きます。

韓国・牧園大学派遣

経済学科４年　宮�﨑�広�夢
　コロナ禍での留学のため、色々と制限がありました
が、貴重な経験をすることができました。私は韓国人

た。お互いのことについて話し合う中で、語学力が向
上しただけではなく、夢や目標に向かう姿にとても刺
激を受けました。また、一緒に食事をしたり買い物に
出かけたりする中で、留学だからこそ知りえるような
韓国の文化を体験することもできました。
　文面では表しきれませんが、韓国留学でたくさん学
び、また新たに目標を見つけ、現在でも私の活力にな
っています。

韓国・牧園大学派遣

経営学科４年　森�　�朝�香
　韓国で過ごした半年間は、私の一生の宝物です。コ
ロナ禍ではありましたが、留学先の牧園大学では、色々
な価値観を持った学生と交流する機会に恵まれまし

後援会・同窓会による学生支援
本学では、釧路公立大学後援会と釧路公立大学生活

協同組合の協力のもと、「100円学食」を実施しました。
大学が低価格で学食を提供することで、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大の影響により経済的に困窮し
ている学生を支援することを目的としております。
100円学食は、1月17日から21日までの期間限定で実

施され、17日からの３日間はチキン竜田丼、20日から
の２日間は辛みそ豚丼が提供されました。

１日100食限定の提供ではありますが、どちらも学食
の人気メニューのため、連日30分程度で完売となるほ
どの大好評でした。学食を利用した学生の皆さんは、
笑顔でとても美味しそうに食べておりました。
実施経費は後援会にご負担いただいており、通常500

円程のメニューを100円で提供することができました。
ご支援いただいた釧路公立大学後援会、釧路公立大学
生活協同組合の皆様、ありがとうございました。
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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。受験勉
強を乗り越え、いよいよ大学生活が始まりますね。
新しい生活への期待や不安を抱えている方が多いのではな

いでしょうか。大学生になると、行動範囲は一気に広がり、
自由時間も増えてくるので、今まで出来なかった挑戦をする
チャンスが生まれてきます。勉強はもちろん、サークル活動
やアルバイト、留学や資格取得と、これまで以上に活動の幅
が広がってきます。
私から皆さんにお勧めしたいのは、何か一つ目標を持って

学生生活を送ることです。目標を持って努力することは、必
ず自分自身のためになります。大学生活の４年間はあっとい
う間に過ぎてしまいます。限られた時間の中で、どれだけ充
実した生活を送ることができたかが重要だと思います。積極
的に挑戦し、たくさんの思い出を作っていきましょう。
最後になりましたが、皆さんの大学での新生活が充実した

ものになりますよう、心より願っています。

新入生の皆さん入学おめでとうございます。コロナ禍で
の試験お疲れさまでした。大学生になると、自由な時間がと
ても多くなります。今まで興味があったけどできなかったこ
となどに積極的に取り組み、より充実した大学生活を送って
ください。

一つここで皆さんより先に大学生活を送っている私から
アドバイスです。大学生のうちに多くの挑戦をしましょう。
大学生活では、何の授業をとるのか、バイトに熱を持つのか、
遊ぶことに力を入れるのか自由に決めることができます。そ
の中で高校生活において如何に縛られていたか、如何に周り
に守られていたのかに気づくことになると思います。大学生
になれば、自動的に何かができるようになるわけではないの
で、自ら行動を起こし、大学生にしかできない経験を積んで
ください。

最後になりましたが、皆さんのこれからの大学生活が健
康で豊かなものになることを心から願っています。

体育会会長

経済学科３年　佐々木�康太
文化部会会長

経済学科３年　木村�佳雅

卒 業 生 か ら の メ ッ セ ー ジ

卒業にあたって大学生活を振り返って

釧路公立大学で過ごした４年間はあっという間で、学内学
外の活動において多くを経験できた充実ある時間でした。こ
れから入学する方々や在学生の皆さんにもそう言って卒業で
きるよう過ごしてもらえればと思います。
大学にはバイトを沢山する人や勉学に励む人、サークルを

掛け持ちするなどして学生生活を充実させる人がいます。私
自身勉学はもちろん、サークル活動に尽力してきました。そ
のおかげで、卒業後も続いていくかけがえのない仲間たちと
出会うことができました。
学外においても、活動を支えてくれる地元の方が多くいま

した。学生の間に何か大きいことをやりたかった私は、趣味
であった珈琲でキッチンカーカフェを起業しました。その活
動をするにあたって、資金投資や出店場所提供、イベント参
加など多くの面で助けていただきました。
大学生活を通してみると、自由な時間が多いことを実感し

ました。この時間を趣味に費やしたり、苦手を克服する時間
に当ててもいいと思います。これを見てくださった方は是非、
何か１つ課題を設けてそれを達成できるよう努力してみてく
ださい。その努力は就職活動等であなたを支えてくれるはず
です。
多くの方が支えてくださったおかげで有意義な日々でし

た。４年間本当にありがとうございました。

釧路公立大学で過ごした４年間は、とても楽しい思い出で
いっぱいです。全国各地から集まるみんなと友人になり、一
緒の時間を過ごして、色々な文化や考え方を知りました。こ
のことは、私にとってすごく大きな財産となりました。皆さ
んにも多くの友人を作り、楽しい時間を過ごしてほしいと思
います。
また、私はYOSAKOIソーランサークルに所属し、大学生

活の中で最も力を入れて取り組みました。サークル活動では、
練習時間や場所、参加する大会、サークルのルール等を自分
たちで決めることができます。これは楽しいことであると同
時に難しいことでもありましたが、友人と励まし合いながら
困難を乗り越えた先で、人生で一番の達成感を感じることが
できました。
新入生の皆さんは、知り合いが少ない中でサークルに加入

するのはとても勇気が必要だと思います。しかし、勇気を出
して体験だけでも参加してみてください。その先に大学生活
をより充実させるものがあるのではないかと思います。
最後に、大学生活は自分のやりたいことに挑戦するいい機

会です。しかし、積極的に行動していかないと、４年間はあ
っという間に終わってしまいます。皆さんには色々なことに
挑戦して、大学生のうちにしかできないことを楽しんでほし
いと思います。皆さんの大学生活が素敵なものとなることを
願っています。

経営学科　山下�隼采経済学科　越前�咲央
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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

　最近、新しいことにチャレンジした。はりはり漬けという漬けもの
作りだ。干し大根を青大豆や人参、昆布、スルメと一緒に漬けたもの
で、かつては冬になると当たり前のように食卓にならんでいた。祖母
が作ることをやめて以来、長らく味を忘れていた。この冬、急に思い
立って自分で漬けてみることにした。存外、簡単に作れたが、肝心の
味は薄ぼけている。噛めば噛むほど昔を思い出す、というわけにはい
かなかった。だが初めてにしては悪くない。良いスタートを切ったと
思った。

編 集 後 記 釧路公立大学だより　第65号
2022年（令和４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）

◎令和４年度前期授業料の納付について
　前期授業料は、同封の「納入通知書兼領収書」を使用し、最寄りの金融機関にて記載の納期限までにお振
込みください。特別な事情により授業料の分割納付や減免を希望される場合は、受付期間内に必要書類を総
務課へ提出してください。

就 職 戦 線 最 新 情 報

■農林漁鉱業　アーク、藤井牧場、もとぶ牧場
■建設業　茨城グランディハウス、オリエンタル白石、カワムラ、コク
サク、サンリフォーム、ジューテックホールディングス、双豊電気、第
一水道工業、ＨＯＵＳＥｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ、豊栄建設、北伸建設工
業、北海電気工事、北海道セキスイハイム、宮坂建設工業、谷地工務
店、横浜ビル建材
■製造業　上田商会、カチタス、共立継器、クリタ北海道、残間金属工
業、東神電池工業、ニッコー、ホクレンくみあい飼料、保志、北海道糖
業、三星、モリタン
■卸売・小売業　アインホールディングス、イオン東北、イオン北海
道、岩手トヨタ自動車、内村、ＮＫインターナショナル、オーケー、オ
カモトグループ、カメイ、クレタ、コクヨ北海道販売、小松物産、サス
オール、新日東鋼管、スズキ自販北海道、生活協同組合コープさっぽ
ろ、大丸、ツルハホールディングス、ＤＣＭ、寺岡北海道、永浜クロ
ス、ナラサキ産業、西垣林業、日通商事、ネクステージ、ネッツトヨタ
札幌、長谷川産業、羽根田商会、富士ホームエナジー、ほくやく・竹山
ホールディングス、ホシザキ北海道、北海道イシダ、北海道クボタ、北
海道ジェイ・アール商事、北海道酒類販売、北海道日産自動車、三田商
店、三ッ輪商会、三好商会、ムトウ、モロオ、薬王堂、山本忠信商店、
ヨドバシカメラ、リコージャパン北海道支社、リラィアブル
■金融・保険業　あいおいニッセイ同和損害保険、旭川信用金庫、岩手
銀行、遠軽信用金庫、帯広信用金庫、北空知信用金庫、北見信用金庫、
清水銀行、ソニー損害保険、空知信用金庫、第四北越銀行、大地みらい
信用金庫、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、東京海上日動
火災保険、十勝信用組合、長岡信用金庫、東日本建設業保証、北都銀
行、北門信用金庫、北洋銀行、北洋証券、北海道信用金庫、北海道信用
漁業協同組合連合会、北海道信用保証協会、マネックス証券、室蘭信用
金庫、山形銀行
■運輸・情報通信　アイシーエス、アルテニカ、インテック、エイチ・
エル・シー、エイチ・テー・ビー映像、ＳＩＣシステム、ＮＴＴデータ
ＭＳＥ、カネシメ冷蔵、キューブシステム、釧路新聞社、クリエイティ
ブ・コンサルタント、クレス、クロスキャット、サークレイス、サンネ
ット、シグマソリューションズ、システナ、ソフトウエア・サイエン
ス、帝国データバンク、トランス・コスモス、日本アイ・ビー・エム　
デジタルサービス、日本郵便、ハイマックス、パナソニック防災システ
ムズ、東日本旅客鉄道、日立物流ダイレックス、ＨＩＴグループ　北海
道総合技術研究所、北海運輸、北海道キューブシステム、三ッ輪運輸、
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ、ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
Ｓ、ユニシステム、ＲＥＧＡＩＮ　ＧＲＯＵＰ、リッジワークス
■電力・ガス　釧路ガス
■不動産業　生活プロデュース、トヨタレンタリース新札幌、日拓リア
ルエステート、ビッグ、ベングループ、三井不動産レジデンシャルリー
ス、メイクス
■サービス　アウトソーシングテクノロジー、秋田たかのす農業協同組
合、アレフ、石狩市農業協同組合、岩手県予防医学協会、岩手中央農業

協同組合、いわみざわ農業協同組合、インターワークス、エイチ・ビ
ー・エヌ、帯広市川西農業協同組合、加森観光本社、きたみらい農業協
同組合、共成レンテム、くじら塾、新岩手農業協同組合、セコム上信
越、大興産業、東洋ワークセキュリティ、中標津町農業協同組合、中田
町歯科医院、日本ＫＦＣホールディングス、東川町農業協同組合、福原
学園、ベネッセスタイルケア、北海道アルバイト情報社、北海道農業公
社、マイナビ、芽室町農業協同組合、ヤマチユナイテッドグループ、労
働者健康安全機構、ワールドインテック
■国家公務　自衛隊（航空）、自衛隊（陸上）、法務省（刑務官）、法務
省（盛岡地方検察庁）
■地方公務　網走市役所、小樽市役所、帯広市役所、北見市役所、久慈
広域連合消防本部、釧路市役所、釧路北部消防事務組合、札幌市役所

（消防）、様似町役場、静岡県警察、士幌町役場、匝瑳市役所、滝川市役
所、苫小牧市役所、苫前町役場、新潟県警察、新潟市役所（消防）、仁
木町役場、八戸市役所、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部、福島
市役所（消防）、北海道警察、北海道公立小中学校事務、北海道庁、北
海道庁（教育行政）
■教員　北海道立正学園旭川実業高等学校
■進学　京都大学大学院、上越教育大学大学院、北海道教育大学教職大
学院、横浜国立大学大学院

卒業予定者の内定先リスト� （現在の内定状況）2022/03/23

令和３年度卒業予定者の就職状況� 2022／03／23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 内 定 者 数 内定率（％） 未 定 者 数
男　　　子 220 198 182 91.9 16
女　　　子 86 77 69 89.6 8
共　　　用 542 ー ー ー ー ー
合　　計 542 306 275 251 91.3 24

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 163 147 16 90.2 70 62 8 88.6 233 209 24 89.7
公　　　務 34 34 100.0 7 7 100.0 41 41 0 100.0
教　　　員 1 1 100.0 0 1 1 0 100.0

計 198 182 16 91.9 77 69 8 89.6 275 251 24 91.3
進　　　学 2 2 100.0 2 2 100.0 4 4 0 100.0
無　　　業 15 15 0.0 6 6 0.0 21 0 21 0.0

計 17 2 15 11.8 8 2 6 25.0 25 4 21 16.0
合　　計 215 184 31 85.6 85 71 14 83.5 300 255 45 85.0

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 2 2 16 3 8 5 26 10 36 14.3
卸売・小売 9 2 19 11 10 5 38 18 56 22.3
金融・保険 16 7 6 5 22 12 34 13.5
運輸・情報 3 11 2 19 6 33 8 41 16.3
電力・ガス 1 1 0 1 0.4
サ ー ビ ス 15 6 13 8 28 14 42 16.7
公　　　務 5 4 19 2 10 1 34 7 41 16.3

計 20 8 96 31 66 30 182 69 251 ー

合　　計 20 8 96 31 66 30 182 69 251 100.0
28 127 96 251

割　　合 11.2％ 50.6％ 38.2％ 100.0％


