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入退場自由
マイナビ2021　イベント
https://job.mynavi.jp/2021/

※2018年 6月～2019年 2月に利用した就職情報サイトに

対する調査結果より／調査委託先：楽天インサイト株式会社

                                                               （2019年 2月）

インターンシップを開催する人気企業が大集結 !!

2019_ 静岡福祉大学 _145mm×220mm
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注意事項
•ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。駐車
場には限りがございますので、車椅子利用者など歩行
が困難な方を優先してご案内させていただきます。

•トラブルの発生やお困りの際は、正門付近または体育
館横の本部テントまでお越しください。

•お子様をお連れの方や体調が悪くなった方へ、
教室棟の保健室を解放しておりますので、
授乳やおむつ替え等お気軽にご利用ください。

•学内へ酒類や危険物の持ち込み、飲酒は禁止しており
ます。持ち込みを発見した場合、実行委員会でお預か
りします。
・破棄させていただきます。なお飲酒によるトラブル
が発生した場合、静岡福祉大学は一切責任を負いませ
んのでご了承ください。

•焼津市の条例に基づきゴミの分別を行なっています。

•大学祭実行委員会の資料作成の為に学内の様子を撮影
しております。

大学祭実行委員会のメンバーは青色のパーカーを
着用しておりますので気軽にお声がけください。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします

３



⽇曜・祝⽇運⾏となります。
お乗り間違えのないようご注意ください
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【静岡福祉⼤学→焼津駅】 【焼津駅→静岡福祉⼤学】

しずてつジャストライン《焼津大島線》
¥330

無料バス
《西焼津駅南口行き》

１３：１５発→１３：３０着
１５：１５発→１５：３０着

アクセス
《大学行き》

１０：００発→１０：１５着
１１：１５発→１１：３０着

※バス乗り場は正⾨です
※乗⾞⼈数は限りがあります。ご了承ください

バス乗り場

★
★
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静岡福祉大学



学長挨拶

５

恒例の静福祭にようこそいらっしゃいました。

静岡福祉大学は福祉の総合大学として今年、開学16年目の道を歩んでい
ます。とりわけ今年度は、新たに小学校教諭の養成課程を設けたことにより、
福祉にとどまらず、幼児教育と児童教育の分野においても専門職を養成す
る高等教育機関として、私たちは次なる一歩を踏み出しました。

福祉分野にしても、教育分野にしても、その根っこに置くべき考え方の基本
は何よりも人権尊重につきます。さまざまな社会問題やときにはさまざまな出
来事が事件として大きく報じられる昨今、福祉・教育の専門職には、人として
尊重すべき普遍的な権利が誰にも備わっているという強固な人権意識とそ
れを守る決意が求められます。「普遍的」という言葉は、時間と空間、そして
属性を超えることを意味します。人がこの世に生命を受けた瞬間から、どの
場所にいても、そして老若男女を問わず、全ての人が人として尊重されなけ
ればなりません。今年のテーマとして掲げる「Ｒ－１しずふく祭」は、令和とい
う新たな時代における私たちの決意表明でもあります。

さて今年度も例年同様、さまざまな企画を用意しましたが、障がい者の施設
「ゆうゆう舎」のご協力で、来場された皆さんに授産品「おからん」と「マドレー
ヌ」を抽選によりプレゼントします。昨年好評のスタンプラリーも継続しますの
でぜひご期待ください。今年度、初めて静岡県立水産高校にも出店をお願
いしましたが、創意工夫にあふれた製品にもご注目ください。また、ステージ
では、「ハイキングウォーキング」「ジェラードン」「ゆにばーす」が楽しいパ
フォーマンスを披露してくれるはずです。

本学を訪れる皆さんにはぜひ、本学ならではの魅力に触れていただき、お
もてなしの心と優しさに包まれたキャンパスという静岡福祉大学らしさを体験
していただければ幸いです。

静岡福祉大学 学長
太田 晴康



第16回静福祭
開催にあたって

６

本日は、第16回静福祭「R—1 しずふく祭」へお越しいただきまことにありがとうござい

ます。
はじめに、この静福祭を無事に開催できたのは、学校関係者・学生・保護者様・そして
地域の皆様のご協力があってであると考えております。実行委員一同感謝申し上げま
す。
さて、今年の静福祭は3組のお笑い芸人をスペシャルゲストとして招待し、学内団体、学
外の地域企業・社会福祉法人などの多彩な企画にて構成されています。今年は多くの
団体に参加していただきました。
そして、初の試みとして地元である港町焼津との関わり
と福祉施設で作られた授産品の入場者プレゼントを実施
しました。焼津の福祉大学らしい企画となっています。
ぜひお楽しみください。
最後に、皆様の思い出の中に、今日と言う日が「楽しか
ったね」と感じて頂ける場になればと思います。

静岡福祉大学 大学祭実行委員会
委員長 杉山 大記

お越しくださった皆様の記憶に残るよう我々一同精進し
てまいりました。
皆様のご参加お待ちしております。

副委員長 佐藤 祐斗

本日、第16回静福祭「Rー１しずふく祭」へお越しいただきありがとうございま
す。
初めに、今年も静福祭を無事開催でき、関係者の皆様に深く感謝しております。
今年の静福祭は平成から令和になり始めての静福祭になります。実行委員や

サークルに所属している方々はより良い静福祭になるよう励んできました。

今回の静福祭は、令和という新元号になった初めての学園祭です。新元号にもなり、
静福祭も更に盛り上げていく為に、我々実行委員一同、日々邁進してまいりました。お越
しいただいた多くの方が「来て良かった」と思えるような静福祭になりますよう願っておりま
す。

本日は、第１６回静福祭「Ｒ-1しずふく祭」へお越しいただき
ありがとうございます。はじめに、今年も静福祭を無事に開催で
き、多くの関係者の皆様のご協力に深くお礼申し上げます。

副委員長 芹澤 嵩
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タイムテーブル
１０：００

大学祭スタート

１０：３０～１１：３０
お笑いライブ

１２：００～１２：３０
アイドルライブ

１３：００～１７：００
軽音ライブ

開場… 体育館特設ステージ

注意事項
やむを得ず、出演者・公演内容が変更になる場合が

ございます。ご了承ください。
会場内での録音・録画・ビデオ撮影は禁止です。

以上の⾏為が確認された場合、その場でデータを削除
させていただきます。

<Miracle☆twinkle>

＜軽音サークル＞
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ハイキングウォーキング

鈴⽊Q太郎

松⽥洋昌

2001年6月に結成
キングオブコントや

M-1グランプリに出場経歴有

ジェラードン

お笑いライブ

海野裕⼆

⻄本武徳

2008年に結成
タウンワークプレゼンツ
「BAKE-MON」優勝

（2017年）

かみちぃ
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開 場…10：10
開 演…10：30
終 演…11：30

※⼊場無料、全席⾃由席となります。
整理券配布はありません。

※公演中の写真・動画撮影・録画はご遠慮ください。
※会場内は飲⾷禁⽌となっています、
ご理解ご協⼒お願いします。

会 場…体育館

ゆにばーす

川瀬名⼈

はら 2013年4月に結成
第3回上方漫才協会大賞
新人賞受賞（2018年）

タイムテーブル



＊雨天時
大講義室





企画一覧
校舎配置図

１２

📌キャンパスを出たら君はヒーロー
＜焼津市消防団＞

📌タピオカドリンク
＜株式会社フィールド＞

📌もちもちポテト
＜JOHYAMA＞

📌みろくさんぶ
＜みろくさんぶ＞

📌たこでん加藤丸
＜たこでん加藤丸＞

📌コロッケ
＜バレーボールサークル＞

📌からあげ屋
＜バスケットボールサークル＞

📌フライドポテト
＜男⼦フットサル＞

📌チュッ♡チュッ♡チュロス
＜バドミントンサークル＞

📌フランクフルト
＜静岡福祉⼤学同窓会「福華会」＞

📌カリットロッあげたこ焼き
＜野球部＞

📌アメリカンドック
＜ソフトボールサークル＞

📌とろっとカリカリチーズ
＜⼥⼦フットサル＞

📌企画展「やなせたかしの世界
みんなの味⽅アンパンマン誕⽣」

＜附属図書館/バリアフリー⽂庫研究会＞

📌かすみそうカフェ
＜新井ゼミ＞

1F
📌しずふく発達教室展⽰発表会

＜しずふく発達教室＞
📌うどん粉シフォン

＜本格讃岐うどんこころ彩
㈱ティーサービス）＞

📌こだわりのポン菓⼦と⼿作り品
＜⾵の⼦の家＞

📌交流ショップいきいき
＜いきいき旅倶楽部＞

📌⼦どもたち・みんなが楽しめる遊び
＜地域交流センター
しずふくわんぱく団＞

📌プラレールひろば
＜浜松南伊場プラきっずクラブ＞

2F
📌グッズ・アクセサリー販売

＜イラストサークル＞
📌レオパリスくん記念撮影と
お部屋DIYの展⽰

＜株式会社レオパレス21＞
📌⿂のまち“焼津”を体験しませんか！

＜焼津⽔産⾼等学校＞
📌しずふくホームカミングデー2019	

＜ホームカミングデー委員会＞

A 中庭

B 管理棟

C 介護福祉実習棟

D 教室棟



１３

A

BC

D

E

F

📌⼤学⼊試相談コーナー
＜⼊試課＞

📌焼津⾃校のポップコーン屋さん
＜焼津⾃動⾞学校＞

📌⼿作りの店ラポール
＜社会福祉法⼈
静岡⼿をつなぐ育成の会＞

📌静岡⼤成中学校・⾼等学校の説明
＜静岡⼤成中学校・⾼等学校＞

📌精華クッキー販売
＜学校法⼈静岡精華学園法⼈本部＞

📌第四回劇団「しずふく」静福祭公演
＜劇団「しずふく」＞

📌バザー
＜⼤学祭実⾏委員会＞

1F
📌射的屋

＜遠鉄中部⾃動⾞学校＞
📌褒めちぎる教習所で景品をゲット

＜株式会社東名⾃動⾞学校＞

4F・6F
📌⼦ども学科造形展
・⼦ども向けだしもの

＜コドモガッカーズ＞
📌⼦どものひろば

＜保育・教職実践実習＞
📌学祭ライブ

＜ABCサークル＞
📌第6回ふじかわギター
アンサンブル演奏会

＜ふじかわギター同好会＞
📌ライブハウス

＜NIKI	PRODUCTION＞

E 講義厚生棟 F 福祉創造館

G 体育館

E

📌お笑いライブ
＜⼤学祭実⾏委員会＞

📌アイドルライブ
＜Miracle☆Twinkle＞

📌ステージライブ
＜軽⾳サークル＞

E グランド
📌⼀本釣り体験

＜焼津⽔産⾼等学校＞

G



１４

防⽕⾐を着て、消防⾞
と⼀緒に写真撮影して
みませんか？「学⽣の
チカラを消防団
に！！」

❶キャンパスをでたら
君は「ヒーロー」

＜焼津市消防団＞

MAP 中庭

❶

① ②
③
④

⑦
⑤

⑧

⑥

⑩⑨

❷タピオカドリンク
いま再ブーム！持っているだけでインス
タ映え。ついつい飲みたくなっちゃう…
売り切れる前に飲みに来てねー‼

＜株式会社フィールド＞

❸もちもちポテト
クネクネと⻑く独特の形の「もちもちポ
テト」は、味わいも⾷感も独特。⼀度⾷
べたらヤミツキになるおいしさ。

＜JOHYAMA＞

❸

❷



１５

④チュッ♡チュッ♡チュロス

⑦アメリカンドック

＜ソフトボールサークル＞

①コロッケ

＜バレーボールサークル＞

今年はアメリカンドッ
クを販売します。でき
たてのおいしいアメリ
カンドックをぜひ⾷べ
に来て下さい。

今年も昨年に続きコ
ロッケを販売します。
揚げたてアツアツのコ
ロッケを是⾮⾷べに来
てください。

⑧とろっとカリカリチーズ

＜⼥⼦フットサル＞

③フライドポテト

＜男⼦フットサル＞

今、話題のとろっとカリカ
リチーズを売ります！⼥⼦
フットサルメンバーが笑顔
たくさんで売ってます！！

今年も昨年に引き続き、
フライドポテトを販売
します。アツアツのポ
テトを⽤意しますので
是⾮来て下さい。

今年もチュロスと飲みも
のを販売します！愛情込
めて作ったチュロスを⾷
べに来て下さい！待って
います♡
＜バドミントンサークル＞

②からあげ屋

＜バスケットボールサークル＞

今年も⼤⼈気からあげ
屋を⾏います。揚げた
てのからあげ、美味し
いです。ぜひ来てくだ
さい。

⑤フランクフルト

＜静岡福祉⼤学 同窓会「福華会」＞

今年も恒例のフランク
フルトを販売します。
⼀⼈１本どうですか？
家族や友達と来て下さ
い。お待ちしています。

⑩たこでん加藤丸
昨年に引き続き今年も
たこ焼きとたい焼きを
焼かせて頂きます。
熱々の焼きたこを⽤意
してお待ちしてまーす‼

＜たこでん加藤丸＞

⑨みろくさんぶ

＜みろくさんぶ＞

味噌たれが⾃慢の静岡
おでんをどうぞ。⽜す
じ、じゃがいも、名物
巨⼤厚揚げ他こだわり
の種類が味わえます。

⑥カリットロッあげたこ焼き
こんにちは、野球部で
す。私たちは本⽇限定
で揚げたこ焼きを販売
しています。ぜひ来て
ください。

＜野球部＞



管理棟 2F

①企画展「やなせたかしの世界
みんなの味方 アンパンマン誕生」

今年の2⽉6⽇に⽣誕100周
年を迎えたアンパンマン
の作者・やなせたかしさ
んの想いに触れる本学だ
けの企画展です。

＜静岡福祉⼤学附属図書館／
静岡福祉⼤学バリアフリー⽂庫研究会＞

アロママッサージで⽇頃
の疲れを癒しませんか？
認知症のケアや予防⽅法
も展⽰。気軽にお⽴ち寄
りください。

①かすみそうカフェ

＜新井ゼミ＞

介護福祉実習棟

１６

①

入

ホール

SK
　便

和

入

 備

介 備

介

女子
便

 女子

 子

子
便

り 下

介 祉 実 棟

①
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教室棟 1F

101 102 103

④交流ショップいきいき

＜いきいき旅倶楽部＞

③こだわりのポン菓子と手作り品
今年も、こだわりのお
いしいポン菓⼦とサロ
ンで作った布ぞうりや
クラフト作品を売りま
す。ぜひ来てね。

＜⾵の⼦の家＞

②うどん粉シフォン
静岡駅でも⼤好評発売
中！TVや雑誌にも取り
上げられる⼤⼈気うど
ん粉シフォン！もっち
りしっとり⾷感♪

＜本格讃岐うどん こころ彩 (㈱ティーサービス)＞

農作物にクラフト雑貨
アクセサリーなど、皆
さんに楽しんでいただ
けるお店です。どうぞ
ゆっくりして下さい。

⿂釣り、ぬり絵＆折り
紙など、⼦どもたちが
楽しめる遊びを⽤意し
ました。ぜひ遊びに来
て下さい。

＜地域交流センターしずふくわんぱく団＞

⑥プラレールひろば

＜浜松南伊場プラきっずクラブ＞

みんなおいでよ❕⼤⼈
も⼦どもたちも楽しめ
るプラレールの世界で
す。いっしょにあそび
ましょう〜❕

１７

しずふく発達教室関係
者による作品展⽰や販
売、遊び体験を⾏いま
す。お気軽に遊びに来
てね。

①しずふく発達教室展示販売会

＜しずふく発達教室＞

① ④③② ⑥⑤

⑤子どもたち・
みんなが楽しめる遊び



教室棟 2F

202 203 204

今年もイラストのグッ
ズや昨年⼤好評だった
アクセサリーも販売し
ます。コスプレ企画も
あり。是⾮来て下さい

①グッズ・アクセサリー販売

＜イラストサークル＞

②レオパリスくん記念撮影会と
お部屋DIYの展示

可愛いレオパリスくん
との記念撮影とおしゃ
れなお部屋DIYの展⽰等
を⾏います。お気軽に
ご来場ください！
＜株式会社 レオパレス２１＞

④しずふく
ホームカミングデー２０１９

ホームカミングデー２０１９(Home
Coming Day) 卒業⽣の皆さん２０４教室
へどうぞ！懐かしい笑顔と声で、平成の
静福時代令和のこれからを語り合いましょ
う。学⽣時代にタイムスリップして！美味
しいスイーツやドリンクが待っています。

＜ホームカミングデー委員会＞

201

ストラップづくりやカ
ツオ⼀本釣りの操業ビ
デオ放映の他、グラウ
ンドでは、本物の竿を
使った体験もできます。

③魚のまち
“焼津”を体験しませんか！

＜焼津⽔産⾼等学校＞

１８

①

② ③ ④

＊⼀本釣り体験はグランドにて開催しております。
P 13・p 14のマップをご参照ください。



１９

講義厚生棟 1F
105 104

②手作りの店ラポール
静岡市でいつでもどこ
でもその⼈らしくを
モットーに福祉事業所
を運営しています。⼿
作り品を販売します。
＜社会福祉法⼈静岡⼿をつなぐ育成の会
ラポール安倍川・川原・古圧＞

⑥バザー
今年もバザーを開催し
ます。開始は10：30〜
12：00です。お待ちし
ています。数に限りが
ございますのでお早め
にご来場下さい。

＜⼤学祭実⾏委員会＞

⑤第四回劇団「しずふく」静福祭公演
「へ〜、今年で4回⽬な
んだ〜」「意外と続い
てるんだね、何やるの
かな」「そうだ、君も
観に⾏かない？」

＜劇団「しずふく」＞

①焼津自校のポップコーン屋さん

＜焼津⾃動⾞学校＞

『すごく美味しい』お声
を頂きましたので、今年
もキャラメルポップコー
ンの販売を⾏います。お
試し下さい。

③静岡大成中学校・高等学校の説明

＜静岡⼤成中学校・⾼等学校＞

④精華クッキー販売
精華学園オリジナルクッ
キー。中⾝はかわいい動
物クッキーで⼦どもから
⼤⼈まで⼤好評！⼀度ご
賞味あれ‼

＜学校法⼈静岡精華学園 法⼈本部＞

静岡精華学園グループで
ある静岡⼤成中学校・⾼
等学校の説明ブースです。
是⾮お⽴ち寄りください。

①

②

⑥

④③

⑤

入試課
⼊試制度や各学科の学びにつ
いて説明します。現役の受験⽣
はもちろん、1，2年⽣の皆さん
もお気軽にどうぞ。



福祉創造館 1F

②褒めちぎる教習所で
景品をゲット

簡単なゲームで豪華景
品をゲットしよう！
東名⾃動⾞学校は静福
祭でも褒めちぎりま
す！！
＜株式会社 東名⾃動⾞学校＞

①射的屋

２０

②

①

遠鉄中部⾃動⾞学校で
す。毎年恒例「射的
屋」を出店いたします。
賞品GETはキミの腕次
第？遊びに来てね！

＜遠鉄中部⾃動⾞学校＞



福祉創造館 4F・6F

⑤ライブハウス

→P24	

＜NIKI	PRODUCTION＞

①子ども学科造形展・
子ども向けだしもの
⼦ども向けのだしもの
と、造形表現の授業で
製作した作品を展⽰し
ています。ぜひあそび
に来てください❕

＜コドモガッカーズ＞

②子どものひろば
今年も⼦ども向けに、遊び場を
開きます。おみやげも⽤意して
ありますので、ぜひ遊びに来て
下さい。

＜保育・教職実践演習＞

③学祭ライブ
今年も⾳楽室にて、ラ
イブを⾏います。皆様
に楽しんで頂けるよう
なライブにします。ぜ
ひお越しください。

＜ABCサークル＞

402 403

401

音楽室

リズム室

ピアノ練習室

④第6回ふじかわギター
アンサンブル演奏会

今年もギターの美しい⾳⾊を
お届けします。⾳楽が好きな
⼈もそうでない⼈も、皆さん
楽しんで下さい。

＜ふじかわギター同好会＞

２１

① ③

②

④ ⑤









メモ

２５



２６

📌 東名自動車学校 様

📌 マイナビ 様

📌 特別養護老人ホーム高麓 様

📌 特別養護老人ホームつばさ豊田 様

📌 長者の森 様

📌 ホテルアンビア松風閣 様

📌 静岡福祉大学同窓会「福華会」 様

📌 焼津谷島屋書店 様

📌 遠鉄中部自動車学校 様

📌 島田自動車学校 様

📌 やいづ自動車学校 様

Special Thanks











島田自動 学校 公
認 

427-0019 島田市 悦2丁目2-1 

島田自校 

詳しくはお問い合 せください。 
【 休校日 】 

【営業時 】 

毎  月曜日 

火 9:00 20:10 
土日祝9:00 17:00 
(※時期によって異なります) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当の指導員がご卒 までバックアップ  

 
教 のオーバーや 定不合 も 加 なし  

 
ご 宅やご指定場所への は  


