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２０１1 年 度 中 西 学 園 ＣＡＬＥＮＤ AＲ
名古屋外国語大学
入学式… …………………………………………………………………………２０１1年 ４月… １日（金）
Ⅰ期授業開始… ………………………………………………………………２０１1年 ４月… １1日（月）
Ⅰ期授業終了… ………………………………………………………………２０１1年 ７月… ２8日（木）
（金）
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学生夏期休暇………………………………………２０１1年 ７月２9日
Ⅰ期末卒業式… ………………………………………………………………２０１1年 ９月… １５日（木）
Ⅱ期授業開始…………………………………………………………………２０１1年 ９月… １６日（金）
（土）
～１０月…３0日（日）
合同祭……………………………………………… ２０１1年１０月29日
（金・祝）～ ２０１2年 １月… ５日（木）
学生冬期休暇……………………… ２０１1年１２月２３日
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卒業式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… ２２日（木）
………………………２
新学期ガイダンス
（在学生対象）
０１２年 3月２4日
（土）
～…27日（火）
名古屋外国語大学大学院
入学式……………………………………………………………………………２０１1年 ４月… １日（金）
Ⅰ期授業開始… ………………………………………………………………２０１1年 ４月… １1日（月）
Ⅰ期授業終了… ………………………………………………………………２０１1年 ７月… ２8日（木）
（金）
～ ９月… １５日（木）
学生夏期休暇……………………………………… ２０１1年 ７月２9日
Ⅰ期末修了式・Ⅱ期入学式……………………………………………２０１1年 ９月… １５日（木）
Ⅱ期授業開始…………………………………………………………………２０１1年 ９月… １６日（金）
（土）
～ １０月… ３0日（日）
合同祭… ………………………………………………２０１1年１０月29日
学生冬期休暇……………………… ２０１1年１２月２３日
（金・祝）
～２０１2年 １月… ５日（木）
Ⅱ期授業終了…………………………………………………………………２０１2年 １月… ２０日（金）
（土）
～ ３月… ３１日（土）
学生春期休暇………………………………………２０１２年 １月２１日
修了式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… ２２日（木）
名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部
入学式…………………………………………………………………………２０１1年 ４月… ３日（日）
前期授業開始…………………………………………………………………２０１1年 ４月… １1日（月）
前期授業終了…………………………………………………………………２０１1年 ７月… ２９日（金）
学生夏期休暇………２０１1年８月6日
（土）
、
８月10日
（水）
～16日…
（火）
、
20日
（土）
、
27日
（土）
後期授業開始…………………………………………………………………２０１1年 ９月… １６日（金）
（土）
～…３0日（日）
合同祭………………………………………………………… ２０１1年１０月29日
学生冬期休暇………………………… ２０１1年１２月２8日
（水）
～２０１2年 １月… 3日（火）
後期授業終了…………………………………………………………………２０１2年 １月… ２3日（月）
卒業式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… ２0日（火・祝）

名古屋学芸大学大学院
入学式…………………………………………………………………………２０１1年 ４月… ３日（日）
前期授業開始…………………………………………………………………２０１1年 ４月… １1日（月）
Ⅰ期授業終了… ………………………………………………………………２０１1年 ７月… ２９日（金）
（月）
～ 9月… 15日（木）
学生夏期休暇……………………………………… ２０１1年 ８月 1日
Ⅱ期授業開始… ………………………………………………………………２０１1年 ９月… １６日（金）
合同祭……………………………………………… ２０１1年１０月29日
（土）
～１０月… ３0日（日）
（水）
～２０１2年 １月… 3日（火）
学生冬期休暇………………………… ２０１1年１２月２8日
後期授業終了…………………………………………………………………２０１2年 １月… ２3日（月）
学生春期休暇 ……………………………………………… ２０１2年 3月21日
（水）
～３１日…
（土）
修了式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… ２0日（火・祝）
ＮＳＣ
ＮＳＣ合同入学式… …………………………………………………………２０１1年 ４月… 5日（火）
ＮＳＣ合同学園祭… ……………………………… ２０１1年１１月 5日
（土）
～ １１月… 6日（日）
ＮＳＣ合同卒業式… …………………………………………………………２０１2年 ３月… １9日（月）
名古屋ファッション専門学校
学生夏期休暇………………………………………２０１1年 ８月１１日
（木）
～ ９月… １３日（火）
名古屋総合デザイン専門学校
学生夏期休暇………………………………………２０１1年 ８月１１日
（木）
～ ９月… 13日（火）
名古屋栄養専門学校
（土）
～ ９月… ２１日（水）
学生夏期休暇………………………………………２０１1年 ８月１3日
名古屋製菓専門学校
（月）
～ ９月… １５日（木）
学生夏期休暇………………………………………２０１1年 ８月 8日
菱野幼稚園
１学期始業式… ………………………………………………………………２０１1年 ４月… ６日（水）
入園式… …………………………………………………………………………２０１1年 ４月… ８日（金）
１学期終業式… ………………………………………………………………２０１1年 ７月… ２０日（水）
２学期始業式… ………………………………………………………………２０１1年 ９月… １日（木）
運動会… …………………………………………………………………………２０１1年 １０月… 8日（土）
作品展覧会… ………………………………………………… ２０１1年１１月１2日
（土）
～１3日（日）
２学期終業式… ………………………………………………………………２０１1年 １２月… ２２日（木）
３学期始業式… ………………………………………………………………２０１2年 １月… 6日（金）
遊戯会… ………………………………………………………… ２０１2年 ２月 ７日
（火）
～１０日（金）
卒園式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… 16日（金）
修了式… …………………………………………………………………………２０１2年 ３月… ２3日（金）
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今回の表紙のデザインは、2011年度の名古屋学芸大学メディア
造形学部デザイン学科の卒業制作作品展の中で高い評価を得た
鯉江優子さんに、卒業制作作品の使用したモチーフを生かす形で
デザインしていただきました。
デザインに使用したキノコの立体キャラ
クターは、鯉江さんが小学校のころから描きためて、1,000点以上に
なったキノコの擬人化イラストから立体化したものです。頭部と体部
を組替えることにより無数の表情が表現できるというオリジナル立体
キャラクターです。鯉江さんは、すでに名古屋の広告制作会社でグ
ラフィックデザイナーとして第一線で活躍しており、入社、1ヶ月で銀
行のポスターデザインを担当するなどこれからの活躍が期待されて
いる女性デザイナーです。
そんな忙しい中、
後輩の学生におくるデザ
インメッセージとして表紙のデザインを担当していただきました。
名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科 教授 小谷恭二

「健康になりたいならピンを探せ」
アランは
『幸福論』
の中で、
「子どもが泣いている時は、
ピンを探せ」
と説いています。子どもが泣くには必ず原因があるはずで、
泣き虫だ
と勝手に決めつけてなじったり、手をこまねいて嘆いたりするのでは
なく、
ピン
（原因）
を探してみつけ出して取り去るのが大切だということ
です。責任転嫁して言い訳せず、本当の原因は何か。
まずは自分と
正直に向き合うことからはじめましょう。健康も日頃の食生活習慣の
改善から。今回の座談会は管理栄養学部の学生はもちろん、一般
の方にもタメになる内容です。ぜひ参考にしてみてください。
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特 集：食と健 康

「食は文化
〜おいしく賢く、
健やかに〜」
美味しく食べて健康になりた
い。
これが私たちの願いです。
本来、
食べ物には旬があります。
旬とは野菜や果物が美味しく食べら
れ、
体に必要な栄養素を野菜や果物がふんだんに持っている季節で
す。
最近、
野菜や果物の栄養成分や旬などの基礎知識はもちろんの
こと、
選び方・保存法・調理のコツなどを伝えることができる野菜ソムリ
エも話題になっています。
一方、
栄養バランスの観点からも和食の良さが見直されています。
野菜や魚中心のメニューが多く、
健康的で生活習慣病にもなりにくいといわれている和食ですが、
そのエビデンス
（科学的根拠）
はどうなのでしょうか。
また、
フランス料理でも
「健康」
をコンセプトにメニューづくりに取り組んでいるシェフも登場し、
食と健康は切っ
ても切れない関係になっています。
さらに、
グローバル化とともに食の国際化も進展し、
「約４０％」
という日本の食料自給率の低さも
問題となっていて、
地元で産れたものを地元で消費するという
「地産地消」の大切さを唱える動きも広まってきています。
そこで、
今回、
フレンチシェフと野菜ソムリエの方をゲストにお迎えして、
「食と健康」
をテーマに座談会を開催しました。
話題はフラン
ス料理談義から、
ヘルシーメニュー和食の実力、
食の国際化と食料自給率の問題、
地産地消の意義など。
そして、
栄養学的な見地
から健康で長生きするために食はどうあるべきか、
さらには人の一生の中で食はどうあるべきかについて多面的に考えていきました。
出席者

食の起源を探る
私たちはなぜ食べるのか
食と食文化と健康の関係

森総料理長●１９７０年代
から８０年代にかけてフラ
ンス本 土で一 世を風 靡し
ました 。ポール・ボキュー
ズやジャン・トロワグロ、
ミ
シェル・ゲラールに代 表さ

山中学部長●本日は「食は文化〜おいしく賢く、
健やかに〜」

れる新 進シェフの台 頭に

と題して、
座談会を開くことになりました。
お集りいただき、
ありが

より、一大ブームが巻き起

とうございます。

こったもので、フランス料

そもそも私たちはなぜ食べるのか。食は元来、
私たちが生き

理の大きな革命となりまし

るためのものです。その歴史の中で、国や地域に根ざした食

た。
ヌーベル・キュイジーヌ

が生まれました。
たとえば、
エスキモー人は肉と魚中心の食。
パ

は社 会 情 勢の変 化ととも

プアニューギニア高地人はタロイモ中心の食。
その中間に、
フ

に従来のフランス料理の概念を打ち破った、
まったく新し

ランス料理、
イタリア料理、
中華料理、
日本料理などさまざまな

いスタイルで、私自身も大きなカルチャーショックを受けまし

食文化が誕生しました。
それは、
美味しく食べるための工夫で

た。ポール・ボキューズが唱えたのが素材主義です。以前、

す。一般に、
欧米では肉食中心、
東南アジアでは米食中心とい

ソースは３日３晩かけて作るのが常識で、濃厚な味が特徴

われていますが、食はそれぞれの地域の人がさまざまな工夫

でしたが、
ヌーベル・キュイジーヌでは素材を大切にしたヘ

をすることによって発展してきています。

ルシー志向を取り入れ、
ソースも軽く仕上げるようになり、

そこでまずはじめに、
世界の料理の中でも代表格といえるフ

サラッと軽いソースになりました。つまり、素材の持ち味を尊

ランス料理の歴史と特徴について、森総料理長から解説して

重 するための工 夫です 。そして、マネージメントの中の人

いただきたいと思います。

件費も考えざるを得ない時代に入ったことは事実です。
さ

これだけは知っておきたい
フランス料理の基礎知識

らに最近では、世界のボーダレス化が進み、
フランス料理
のシェフが「日本料理のいいところを取り入れよう」
と日本ま
で研究に来ることも多く、
フランス料理にしょうゆを使うこと
もありますよ。

森総料理長●フランス料理の起源については、
イタリア料理

井形学長●フランス料理には、
日本料理にかぎらず世界中

から派生したものといわれています。書物によると、
１５３３年に

からいいものを取り入れて統合する力が感じられますね。

イタリア・フィレンツェのメディチ家の娘・カトリーヌ姫がフランス
国王・アンリ二世に嫁いだ際、
イタリアから優秀な料理人も一緒
に連れてきて、当時手づかみで食べていたフランス料理も次
第に影響を受け、
大きく改革され進歩しました。
カトリーヌ以後、
１８００年頃からアントナン・キャーレム、
ユルバン・デュボワ、
オー
名古屋観光ホテル

げんきの郷・シニア野菜ソムリエ

総料理長

統括

さん

ギュスト・エスコフィエ、
プロスペル・モンタニエ、
フェルナン・ポワ

東海ラジオ・野菜ソムリエ

アナウンサー

さん

さん

プロフィール

プロフィール

プロフィール

名古屋市出身。名古屋観光ホテル入社後、調理

名古屋市出身。
ＪＡ入所より営農指導員とし

岐 阜 市出身。
『 小 島 一 宏 一 週 間のこぶサタ

（洋食）
部門に勤務。調理部長、取締役調理部

て生産から販売までの一貫業務を担当、直

デー』
（ 土 曜９時 〜１１時 ）パーソナリティ。

長を経て２００１年取締役総料理長に就任。天

売場の立ち上げや地域農業振興計画の作

山中学部長●さて、今日のテーマは「食と健康」ですが、健康

の名から命名しています。宮廷料理として権力の象徴であっ

というと、
白羽の矢が立てられるのが野菜です。一般に野菜は
すべて健康にいいというイメージが定着しているようですが、

２００５年野菜ソムリエ取得。これまでに５０ヵ

野菜ソムリエの立場からコメントをお願いします。

トランを開業。長い間王侯貴族の宮廷内に閉じ込められてい

高木さん●野菜ブームは以前にもありましたが、最近また野

た美食の秘密が公開され街中にも普及し、
フランス料理はレ

菜ブームになっています。
このブームを私なりに分析すると、

成などに寄与。
２００８年７月にＪＡ業界初の

所以上の生産者を取材し、
『もぎたて！ベジフ

野 菜ソムリエの最 高 峰「シニア」資 格を取

ル情報』
『 野菜ソムリエをつくったわけ』
『 げん

界Ｖ
Ｉ
Ｐの料理を担当。現在、
フランス料理アカデ

得。テレビ出演や執筆活動とともに講演活動

き野菜！食べたもん勝ち』などの番組を担当。

ミー協会日本支部会員、
日本エスコフィエ協会

でも活躍中。主な著書にレシピ集『Ｃｏｏｋｅ
ｒ
ｙ』

主な著書に
『菜食健美』
『 新・菜食主義』
など。

『旬感』
など。

司会

名古屋学芸大学
管理栄養学部

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学
管理栄養学部 管理栄養学科

学部長

学長

学科長
先生

いきました。名古屋観光ホテルの「エスコフィエ」
もそのシェフ
たフランス料理ですが、
１７８９年にフランス革命が勃発したこ

皇・皇后両陛下、皇太子両殿下をはじめロイヤ

先生

野菜＝ビタミン＝健康？
むしろ摂り方が重要

とで、
宮廷内で働いていた料理人たちが職を失い、
街中でレス

ルファミリー、各国大統領、歴代総理大臣など各

理事、名古屋フランス料理研究会顧問など。

ンなどの料理人が現れ、今のフランス料理の形態に近づいて

野菜ソムリエに聞く野菜の魅力

先生

ストランとして発展していきます。革命前には５０軒だったレスト

健康＝ビタミン＝野菜という図式からきていると思います。そ

ランは、
４０年後の約１８２７年には約３０００軒に達し、
６万人も

して、野菜の中でも特に生野菜。つまり、生野菜を摂ると、
ビ

のパリ市民の食事をまかなうことになったといいます。
その後、

タミンが吸収できて健康になれるというイメージがあるようで

ヌーベル・キュイジーヌが起きて大ブームになりました。

すね。確かに野菜にはさまざまなビタミン類が含まれていま
すが、問題はその摂り方。
１日の野菜摂取量は３５０ｇが目標

素材の持ち味を尊重する新スタイル
世界中から取り入れる統合力も

ます。生野菜も食べつつ、煮たり焼いたりして無理なく摂取

山中学部長●ヌーベル・キュイジーヌはいつ頃起こったのですか。

ア主導型の野菜ブームには疑問です。
というより、
「生野菜

値とされていて、それを全部生野菜で摂るには無理があり
するのがベストです。生野菜ばかりにスポットを当てたメディ

（順不同）
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を摂れば安心」
という発想はちょっと危険ですね。健康とい
う言葉が生んだ不健康だと思いますよ。

野菜の良さを伝える野菜ソムリエ
タレントも資格取得し大ブームに

に認知されたことにより、
２０１０年４月から、協会名と資格名称

重要な働きをしていますが、困るのはその作用が必要以上に

横のつながりの知識を持つ資格「野菜ソムリエ」が誕生した

が野菜ソムリエに変更されたのです。

強すぎることです。

のです。
昔は八百屋さんが、野菜の話をしてくれました。
でも今は、

野菜は１日に３５０ｇ、果物は２００ｇ摂取するといいといわれ

実は脂肪酸には、動物性脂肪に多い飽和脂肪酸のほか、

ていますが、
現状、
日本人はなかなかこの目標値には達してい

血栓を作りやすいｎ−６系不飽和脂肪酸と血栓を作りにくいｎ
サフラワー油、
リ

売場で野菜たちは何も語ってはくれません。私はアナウン

ません。特に果物は、
意識しないと摂取しにくいものです。
そこ

−３系不飽和脂肪酸の２種類あります。

サーという職業柄、その情報を「伝える」ことはとても重要だ

で私は番組や講演会などで

ノール酸はｎ−６系脂肪酸ですが、魚の油やシソ油などはｎ−

山中学部長●そもそも野菜ソムリエという資格ができたきっ

と思っています。
「美しい野菜や果物」の裏側には、必ず秘

レシピを紹介する時は、野菜

３系脂肪酸に分類されます。
さらに、
ｎ−６系脂肪酸の代表格

かけは何だったのですか。

密があります。大変な努力の栽培方法、鮮度保持の高い流

サラダにグレープフルーツの

であるリノール酸からエイコサノイドが体内で作られるのを、
ｎ

高木さん●野菜ソムリエとは、

通技術、栄養面を最大限に引き出すうれしい料理法など。

果肉を入れてみたり、
ドレッシ

−３系脂肪酸のα−リノレン酸やエイコサペンタエン酸が邪魔

日本野菜ソムリエ協会が認定

それを、
いかに楽しく分かりやすく伝えることができるか。
「伝

ングにレモンやオレンジなどを

することも分かっています。

している資格で、野菜や果物

える人」がいなければ、
まさに多くの情報は止まったままな

絞って酸味や甘味に使うこと

かつて魚や魚介類を主菜にしていた昭和３０年代に比べ

の栄養成分や旬などの基本

のです。多くの野菜や果物を知ることによって、料理のバリ

を提案しています。食事の時

て現在の主菜は、
肉、
卵などに代わってしまい、
ｎ−３系脂肪酸

知 識はもちろんのこと、選び

エーションも増え、食生活も心も豊かになります。私は、
アナウ

間に果物も一緒に摂取する

の摂取量が極めて少ないのが現状です。厚生労働省が定め

方・保存法・調理のコツなどを

ンサーを通して、
そのお手伝いができればと考えています。

と、知らないうちにバランス良

ている「日本人の食事摂取量２０１０」では、
ｎ−６系脂肪酸は

く野菜も果物も取り入れられ

これ以上食べない方がいいという上限が決められているの

伝えることができるスペシャリ
ストのことです。
２００１年１０
月に協会が創設されて１０年
経ちました。最近ではタレント

「一坪農園」と題して
学生が野菜やお米づくりも

ます。

に対して、
ｎ−３系脂肪酸は少なくともこれ以上は食べましょう

田村学科長●実は、果物を食事の時に一緒に食べるという

という下限が定められているほどです。
そこで、
日本人の食卓

のは、栄養学的にも理にかなっているのですよ。果物に入っ

を魚や魚介類を主菜とした和食に戻したいというのが私の提

やアナウンサーの 方 の 資 格

山中学部長●野菜ソムリエは職業として確立されているの

ているペクチンという食物繊維が、消化を遅らせることで血

案です。魚料理であれば、刺身でも、焼き魚でも、煮魚でも構

取得者も増え、マスコミなどの影響もあいまって、認知度も上

ですか。

糖の急上昇を防ぎます。果物の糖分で血糖が上がると思っ

いません。

がっているようです。資格には初級の「ジュニア野菜ソムリ

高木さん●私も
「げんきの郷」に勤務する傍ら、
シニア野菜ソ

ている人が多いのですが、実は逆なのですよ。果物に含まれ

森総料理長●油には固まる油の飽和脂肪酸、固まらない油

エ」、中級の「野菜ソムリエ」、上級の「シニア野菜ソムリエ」

ムリエとして日本ソムリエ協会や専門学校講師を務めるととも

るフルクトースが体内でグルコースに変わるには、時間がか

の不飽和脂肪酸の２種類あって、
リノール酸は不飽和脂肪酸

かりますから。

だから体にいいと聞いたことがありますが、
どうなのですか。

の３ランクあり、野菜の基礎知識をマスターして自分で楽し

に、
テレビ出演や執筆活動、大学や行政への講演活動を行っ

むのがジュニア野菜ソムリエ、野菜の良さを人に伝えるのが

ていますが、
あくまで本業あってのもの。
シニアといっても、
野菜

田村学科長●実は最近の研究で、従来まで体にいいとされ

野菜ソムリエ、専門的に特化した最高位がシニア野菜ソムリ

ソムリエだけでは生活できないのが現状ですね
（笑い）
。

ていた不飽和脂肪酸にも、
いいものと悪いものの２種類あるこ

エです。
２０１１年３月現在、全国でジュニア野菜ソムリエが

山中学部長●野菜といえば、実は本学部では農地を借り受

約３万人、野菜ソムリエが約１２００人、
シニア野菜ソムリエが

けて、
「一坪農園」
と銘打って学生が米と野菜を作っています。

６５人います。

これが、
学生には授業以上に評判がいいのです
（笑い）
。

ヘルシーメニュー和食の実力
魚の油は健康にいい
虚血性疾患の予防改善にも

野菜ソムリエという言葉が一躍注目されるようになったの

青山さん●私も
「げんきの郷」の提供番組の中でリスナー参

は、
タレントの長谷川理恵さんが野菜ソムリエとして「野菜美

加の体験企画があり、
サツマイモを収穫して料理を作るコー

人」
という本を出版してからです。話題になり、人気に火がつ

ナーがありました。サツマイモが嫌いだという子どもさんも参

山中学部長●田村先生から話が出たところで、田村先生の

きましたね。

加したのですが、
自分で収穫して自分で作った料理は美味

専門である和食の話に移りましょう。最近和食ブームになって

しそうに食べていましたよ。焼きイモもパクパク。やはり、土に

いて、
日本国内はもちろんのこと海外でも人気です。
「和食は

触れる体験は大切ですね。

健康的である」ことが人気の秘密のようですが、和食は本当

土から口に入るまでの
横のつながりの知識を持つ資格

「一人で一万歩より一万人で一歩進むことが大切」。
これ

に健康的なのか、和食に造詣が深い田村先生から解説をお

は日本野菜ソムリエ協会の福井理事長の言葉ですが、
いろ

願いします。

青山さん●私は以前、朝３時半起床という早朝番組を担当

んな人が一歩ずつ進むことによって、社会全体の底上げに

田村学科長●和食が健康的だといわれるエビデンス
（科学

し、食事が不規則になりました。その時、
「健康的に効率よく

なるのがすばらしいことだと思います。その一翼を担えるよう

的根拠）
について栄養学と生理学の観点からお話しします。

栄養を摂取したい」
と思い、
２００５年に野菜ソムリエを取得

に努力したいですね。

その理由は２つです。魚の油が健康にいいということ。そし

しました。それから、野菜に関する番組や新聞記事なども担

て、野菜の食物繊維が健康にいいということです。つまり、魚

とが分かりました。残念ながらｎ−６系に分類されるリノール酸
は悪いもの、
オリーブオイルに多く含まれているオレイン酸から
は生理活性物質は作られません。
ｎ-６系不飽和脂肪酸 ／ｎ-3系不飽和脂肪酸
脂肪酸は炭酸と水素からなる炭化水素鎖にカルボキシル基が結合し
たものである。動物性脂肪の成分である飽和脂肪酸は二重結合を持
たないが、植物油や魚油の成分である不飽和脂肪酸は二重結合を持
つ。二重結合がどの位置にあるかによって大きく2種類に分類され、摂
取量の増加が望まれるシソ油や魚油の脂肪酸はn-3系、減少が望ま
れるサフラワー油やマーガリン、
マヨネーズなどの脂肪酸はn-6系に分
類される。

ワカメと野菜の味噌汁には
血圧の予防改善の効果も

食事と一緒に果物を食べるのは
栄養学的にも理にかなっている

と野菜を中心とした和食が健康にいいのです。魚の油には、

山中学部長●和食が健康的といわれるもう一つの理由、食

日本人の死因の２番目、
３番目に挙げられる心臓病や脳卒中

物繊維についても教えてください。

などの虚血性疾患や、
アトピー性皮膚炎などアレルギー疾患

田村学科長●はい。食物繊維は消化されないので栄養に

ケットの青果担当者などに「この時期のニンジンはどんな料

山中学部長●野菜ソムリエというのは、野菜だけに関する資

の発症を抑える作用があると期待されているからです。虚血

ならないと、かつては見向きもされなかった機能性非栄養成

理に向きますか」
と質問したところ、答えられた人はごくわず

格ですか。
それとも果物も含まれるのですか。

性疾患は血栓ができることによって、
血管が詰まることにありま

分です。
しかし、消化されないからこそ生まれる機能が、今

かだったそうです。実は、業界のプロと呼ばれる人たちが、

青山さん●野菜ソムリエは、
もともと
「ベジタブル＆フルーツマイ

す。血栓を作る推進物質がトロンボキサンですが、その生理

の日本人にとって極めて大切であると認識されるようになっ

相場観には詳しくても、生活者が本当に知りたい情報を持

スター」
と呼ばれていて、協会名も
「日本ベジタブル＆フルーツ

活性物質は脂肪酸から体内で作られます。
また、
アレルギー

ています。急速に増え続け、予備軍まで含めると成人の４

たないまま、野菜を陳列していた実情があったそうです。そ

マイスター協会」でした。
ですから、野菜と果物の両方を含み

疾患の原因となる物質も脂肪酸から作られます。
これらの生

人に１人がかかっているといわれている糖尿病。その原因

こで、生産者から生活者まで、野菜や果物が届く過程でしっ

ます。
メディアの影響もあり、
「野菜ソムリエ」
という言葉が一般

理活性物質はエイコサノイドと総称され、
いずれも生理的に

とされているのが血糖の急上昇ですが、
ご飯を食べても食

当し、昨年は、
日本野菜ソムリエ協会理事長の福井栄治さん
との対談番組もお届けしました。野菜ソムリエは、
９０年代、
まだ商社マンだった頃の福井さんが何気なくスーパーマー

03

かりと情報流通を行うことが大切と、土から口に入るまでの
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山中学部長●最近は和食だけでなくフランス料理でもコン

井形学長●食べることは文化です。長い人生の中で食べる

活している私たちの体にも近い」
というのが持論です。

され 、吸 収 が 遅 れるならば

セプトに「健康」を取り入れたメニュー展開をしているシェフ

楽しみは一番大切なもの、
というのが私の持論です。高齢に

青山さん●そうですね。
「身土不二」
といって、
「身体と土は

血糖の急上昇は抑えられま

が多いようで、森総料理長もそのお一人ですね。その経緯

なって食事が摂れなくなった時、栄養を直接胃に送る「胃ろ

二つにあらず」
とよく言いますものね。

す。

について教えてください。

う」処置がとられますが、食事は栄養を摂るためだけのもの

森総料理長●フランス料理でもかつては輸入野菜を中心

ではないのです。

に使っていましたが、最近は国産を使うことが多くなりまし

物繊維によって消化が邪魔

食物繊維は、水に溶ける

森総料理長●そうですね。一言でいえば、時代の流れです

水溶性、水に溶けない不溶

ね。今は健康志向が主流ですから。
ヌーベル・キュイジーヌ

私たちの目標はただ長生きすることではなく、幸せな長生

たね。やはり気 候 風 土が同じ素 材のものを使った方が相

性の２種類に大別されます。

も健康志向を反映した料理といえますね。バターや生クリー

きをすること。では幸せな長生きするためにはどうすればい

性がいいんですね。地元食材を組み合わせた料理をその

食物繊維といってすぐ思い

ムの使用量でいえば、昔の１／３以下になりましたから。塩も

いか。
「健康日本２１」は、
自分の健康をめざす人の割合を

地元で食べる。地産地消は理にかなっていますよ。昨今、

浮 かぶのがゴボウです が、

減っていますね。塩の代わりにスパイスやハーブや調理法な

最低８割まで上げようといっていますが、
目標は単なる長生

ゴボウは不 溶 性で、先 程お

どで味を調節しています。

きではなく、楽しみながら健康で長生きすること。そのために

でき、物 流による地 域 環 境 汚 染、自給 率の点からみても、

は食事が美味しいと感じられることが絶対条件ですね。

もっと推進すべきだと思います。

話しした果 物に含まれるペ

実は日本人の長生きには
フランス料理が大きく貢献

りましたね。
グリーンアスパラガスやブロッコリーというと、
ま

を遅らせると考えられていて、実際に糖尿病患者に食物繊

井 形 学 長 ● 今でこそ 和 食

工のフライパンがあるので、油なしで素焼きする調理法もあ

クチンや豆 類に含まれるグ
アガムなどが水溶性です。水溶性食物繊維は粘性が強く、
デンプンと消化酵素の接触を妨害することによって、消化

森総料理長●最近はフランス料理でも調理法が随分変わ
ずボイルというのが一般的な調理でしたが、今はテフロン加

「フードマイレージ」という言葉があるように、
コストも削減

国産物と輸入物のどちらかではなく
上手に使い分けるのが得策

維を含む食事を摂ってもらったら改善が認められたという

は健康的なメニューといえま

ります。味つけは塩を少々。素材の良さを十分に味わうこと

高木さん●最近ではＴＰＰの問題もありますね。
日本がＴＰＰ

データも報告されています。食物繊維のもう一つの役割が

すが、江戸時代には肉は食

のできる食べ方です。名古屋観光ホテルのレストラン「エス

に加盟するかどうか、議論になっていますが、
ＴＰＰによる貿

高血圧症の予防効果です。高血圧の原因の一つにナトリ

べませんでしたし、バターも

コフィエ」でも好評です。油を使っていないので、健康的なメ

易自由化で日本の農業が駄目になってしまうとはかぎりませ

ウム摂取が挙げられます。
ナトリウムと聞くと、食塩（塩化ナト

チーズもありませんでした。

ニューともいえますね。

ん。
オレンジが自由化される時、
「自由化されたら日本のミカ

リウム）だけと思いがちですが、その他にもグルタミン酸ナト

江戸時代の和食はほとんど

田村学科長●素焼きならボイルと違ってカリウムも逃げない

ン農家は壊滅してしまう」
といわれていましたが、
日本のミカ

リウム、
リン酸ナトリウム、炭酸ナトリウムなどに由来するナト

がご飯と味 噌 汁、漬け物だ

ので、栄養学的にも理にかなっていますよ。

ン農家は今も生き残り、逆に強くなりました。安易に「イエス」

リウムもあります。たとえナトリウムを摂っても吸収されずに、

け。将軍の一番のご馳走は

「ノー」
と答を出すのではなく、
もっともっと議論をしなければ

翌日排泄されればまったく問題ありません。実は、水溶性食

焼いた鯛と白米でした。多彩

ならないと思います。

物繊維（たとえば海藻に含まれるアルギン酸など）
には、
ナト

な食材を用いる現在の和食

青山さん●地元産のものを買いたくても、給料日前など家計

リウムを選的に結合し、便中に排泄させる作用があるので

の新しいスタイルができたの

がピンチな時は、輸入物でも安全で安価ならば買う人もある

す。
また、野菜に多く含まれるカリウムには、
ナトリウムの排泄

も、実は外国からフランス料

でしょう。
「こうでなきゃダメ」
という考え方ではなく、広く、多く

を促進する作用があることも分かってきました。ですから、

理をはじめとする西洋料理

のものを、
自分の生活スタイルに合わせて取り入れていくこと

ワカメや野菜など具だくさんの味噌汁などは、
たとえ味噌の

が入ってきたおかげです。それまで、
日本人の寿命は現在

が大切だと思います。

塩分を摂取しても食物繊維やカリウムの働きによってナトリ

とは比較にならないほど短いものでした。ですから、
日本が

ウムの排泄が促進され、高血圧の予防改善が期待される

明治、大正、昭和と続く時代に西洋料理が日本人の健康に

ことになります。

果たした役割は非常に大きかったといえます。
フランス料理

ちなみに「日本人の食事摂取基準２０１０」では、食物繊
維の目標摂取量を１日に２０〜２５ｇと定めるとともに、高血

野菜の旬と私たちの体のリズムの関係
旬がなくなったのは需要があるから

ね。

圧予防の観点からカリウムの目標摂取量を１日に２７００〜

先程の話では、最近はフランス料理にも塩分の代わりに
香辛料が使われているということでしたので、
これからの時

占める虚血性疾患や、増え続ける糖尿病・高血圧症などの

代は健康志向を反映して、和食とフランス料理がお互いに

生活習慣病の予防・改善に、是非とも魚や野菜中心の和食

影響し合いながら同じような方向に進む気がしますね。
ただ

をお薦めしたいと思います。

し、減塩の健康メニューといっても、健康な人が食べて美味

井形学長●京都大学にいた家森幸男教授は世界６０地域

食べ物の旬、選び方・保存方法のコツ

も日本人の長生きに貢献したと声を大にして言いたいです

３０００ｍｇと定めています。
日本人の死因のおよそ１／３を

和食は生活習慣病になりにくい
その良さは海外でも実証済み

しいと感じないといけない。そこが難しいところですね。

食のエビデンス

食の国際化と地産地消の意義
同じ空気で育った地元素材は
生活する私たちの体にも近い

山中学部長●本来、食べ物には旬といって一番美味しい
時期があったはずですが、最近ではその旬がなくなりつつあ
ります。作り方も変わってきています。工場で作った野菜まで
登場していますね。
青山さん●以前に取材で野菜工場で作ったベビーリーフを

山中学部長●最近、食のグローバル化も進展し「約４０％」

食べてみました。栄養分や光などコンピュータ制御で計算さ

という日本の食料自給率の低さも問題となっていて、地元

れて作られていますので、実は驚くほど美味しく、鮮度も長く

で産れたものを地元で消費するという
「地産地消」の大切

保てるのです。衛生的でもあるので、あしらい野菜には向く

幸せな長生きするためには
食べる楽しみが一番大切

さを唱える動きも広まってきていますが、高木さんの「げんき

のではないかというシェフもいます。
もちろん、一般的には土

の郷」では販売しているのは国産ですか。

で作る野菜を好む傾向もありますが、野菜工場は経済活動

高木さん●「げんきの郷」では、すべて国産の農産物や畜

として見ると、身障者などの雇用でも大きな役割を果たして

を適切に摂れば、脳卒中や高血圧、動脈硬化など生活習慣

山中学部長●食は文化だといわれます。人の一生の中で

産物などを販売していて、そのうち８０％が知多半島産で

いるので、応援したいですね

病になりにくいことを実証しています。塩分さえ気をつけれ

食はどうあるべきかについて、老年医学の権威である井形

す。ですから、バナナは扱っていません。
「同じ空気を吸っ

高木さん●本来、食べ物には旬があり、旬のものを食する

ば、和食は健康的なメニューだと思いますよ。

学長から解説していただきたいと思います。

て同じ太陽のもとで育てられた地元の生産物は、地元で生

のが美味しいとされていますが、
これは栄養面からも理にか

で栄養に関して現地調査を実施し、
また肉食で育った南米
の日系人に総和食を摂ってもらった結果、塩分を控えめ（１
日の目安は食塩７ｇ）
にして魚介類や大豆、海藻、野菜、果物
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なっています。旬の食べ物は私たちの体のリズムともつなが
りがあります。
たとえば、寒い冬には体を温めてくれる大根や
カブなどを、春には体の細胞の活性化を促進するアスパラ
ガスや山菜などを、暑い夏には体を冷やし新陳代謝を促進
してくれるトマトやきゅうりなどを、秋には夏バテ回復のために
ビタミンたっぷりの果実を食べる。旬とは、野菜や果物が美
味しく食べられる時期であると同時に、体にとって必要な栄

これからの時代の食とは
ビュフェ料理の出し方も変化
野菜を使い切る工夫も
住む６５億の人間の胃袋を満たす食料という大きなテーマ

り、本来私たちがそれらを求めている時期なのです。

があります。世界人口が増えると、食糧危機が訪れるかもし

旬が消えてしまったのは、
１年中食べたいという需要があ

れません。そうなるとプラスの栄養学からマイナスの栄養学

るからです。最近のクレームで一番びっくりしたのは、
ニンジ

になります。
これからの時代の食について、皆さんはどうお

ンがニンジン臭くて食べられないというもの。そうなんです。

考えですか。

スーパーで売られているニンジンの中には、品種改良によっ

森総料理長●余分に作らない工夫が必要ですね。私どもの

てニンジン臭くないニンジンが売られているようです。生活者

ホテルでパーティーなどビュフェ料理を提供する時もひと昔

のリクエストに応えて、何でもできてしまうようになっている時

前なら、料理が２０％ぐらい残るぐらいでも
「少ない」
とクレー

代ですね。

ムがくることもありましたが、最近は残ってしまうと
「もったい
ない」
と、逆にクレームがきます。
ですから、
まず少なめにお出
しして、少ないようなら途中で追加する方式に切り替えてい
ます。
また、高齢者の方にはステーキのポーション
（量）
を少
なめにして質を上げるようにしています。
また、野菜も捨てる所はほとんどありません。
くり抜いて保
存すると長持ちするというキャベツの芯も独特の甘みがある
ので、捨てずにダシに使うと美味しいスープができます。
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出す必要があると思います。

ていますので、楽しく、分かりやすく伝えてくれる人が、
どんど
ん増えてくれるといいですね。
「伝える」
と
「伝わる」は、似て
いるようで違うので、
「伝わる」ような工夫、食材の話に豆知

アドバイスと提言

識をちりばめてみると、印象が残りやすくなると思います。
「イ
チゴはツルを伸ばして隣、
また隣と、子株がどんどん増えてい

野菜の出口だけでなく入口も
両方を理解した管理栄養士に

くので、草冠に母という漢字で『苺』なんですよ」、
「ニンジン

山中学部長●ではゲストの方から、食のプロフェッショナルと

養士の活躍の場として、学校の食育現場で楽しく伝える仕

して管理栄養士をめざして勉強している学生にアドバイス

事もあったほうがいいのではと思います。

をいただきたいと思います。
森総料理長●管理栄養士をめざすなら、
まず「食べること」
が好きになってほしい。
これは料理人にもいえることですが、
「好きこそものの上手なれ」
といいますが、好きであれば困

は英語でキャロットといいますが、
これはニンジンに含まれる
カロテンが語源になっているんですよ」など。今後は管理栄

科学だけでなくアートの側面も
ひと味違う管理栄養士の養成を

難も乗り越えられると思います。

田村学科長●管理栄養士が学校の食育現場で働くという

高木さん●１９９６年に発生したＯ−１５７集団食中毒以降、

のは、
「栄養教諭」
という制度が新しくできたことで２００９年

学校給食が変わったといわれています。一言でいえば、野

度から実現しています。ただ、各県とも軒並み１０倍を超す

菜のパリパリ感がなくなったということ。そんな中でも子ども

競争倍率となっています。そんな中、本学では２００９年度３

て給食づくりに取り組んでいます。学校給食はかつては不

食の環境を見直しよく噛む習慣を
人と一緒にゆっくり食べる

味いものの象徴のようにいわれた時代がありましたが、私た

私たち教員の願いでもあります。食べることが好きなら、伝え

ちが子どもの頃に比べ、格段に美味しくなりました。

方も工夫するはずですから。

青山さん●食の環境を見直すことが大切ですね。あまり噛

ニューづくりに励んでいる管理栄養士の姿があります。そこ

野菜は保存の仕方で長持ち
エリンギは冷凍保存ＯＫ
井形学長●私は家内に先立たれて、現在一人暮らしです

高木さん●昔から腹八分目といいますよね。

れだけ動くかによって、それに合ったカロリー摂取に努める
必要がありますね。
田村学科長●やはり、ゆっくり食べることが大切ですね。そ

も一人分だとつい腐らせてしまうことが多く、困っています。

のためには人と一緒に会話しながら食べることも一つの手

ジャガイモも知らないうちに冷蔵庫の中で芽が出てきてし

ですね。逆の言い方をすれば、太らせる秘訣は早飯のドカ

まったり
（笑い）。野菜ソムリエの方に、野菜の保存方法のコ

食いといわれています。
これは相撲部屋で実践されていま

ツがあれば、教えていただきたいのですが……。

すが、
これと逆のことをすればいいのです。

すよ。

青山さん●やはり、
アナウンサーという伝える仕事を生業とし

名、
２０１０年度３名、
２０１１年度４名の４年生が難関を突破

ると満腹中枢が刺激され、食べ過ぎが予防できます。
１日ど

たキッチンタオルなどを詰めて保存すれば、随分長持ちしま

るという実態があります。その辺を念頭に入れて方策を打ち

し、栄養教諭になっています。食を好きになってほしいのは、

まずに早く食べるのではなく、
よく噛む習慣をつけること。す

にくくなります。
また、
キャベツもあらかじめ芯をくり抜いて湿っ

になっていますが、
６５歳以上の人は逆に低栄養になってい

伝える立場で伝わる工夫
食育現場でも活躍の場を

たちに美味しく食べてもらおうと、現場ではいろいろ工夫し

一つの工夫で野菜も使い切ることができるのです。

高木さん●ジャガイモはリンゴと一緒に入れておくと、芽が出

ロームの予防という視点で全般的に栄養の摂り過ぎが問題

山中学部長●日本の食料自給率の問題の奥には、地球に

養素を、その野菜や果物がふんだんに持っている時期であ

が、
なるべく自炊をするようにしています。
ただ、野菜を買って

要があると思いますね。
６５歳未満の人は、
メタボリックシンド

なかには朝食抜きで学校に来ている子どもたちも結構
います。そんな子どもたちを栄養面から支えようと必死にメ

山中学部長●名古屋学
芸大学管理栄養学部では、
「 健 康 」をテー マに 研 究と

には「子どもたちに美味しく楽しく健康的に食べてもらいた

教育を実践しています。健康

い」
という使命感があります。

とは何か。ＷＨＯ
（世界保健

管理栄養士をめざすなら、食べ物の実情を知る必要があ

機関）の定義によると、
「身体

ります。たとえば野菜なら、出口だけじゃなく入口も知る。野

的、精 神 的、社 会 的に良 好

菜の入口とは生産、つまり野菜を作ることです。入口から出

な状 態のこと」となっていま

口までしっかり理解した管理栄養士になってほしいと思いま

す。
しかし、身体的ということ

す。その意味では、名古屋学芸大学の学生さんは一坪農園

を主にして精 神 的、社 会 的

で野菜やお米を作っているとのお話しなので、入口と出口の

を忘れがちにしているので

両方から学びを実践されているので、安心しました。

はないかと思います。今後は
精神的、社会的という面を追求していきたいと思います。
また、
われわれの大学のコンセプトは、
「アート＆サイエン

６５歳以前とそれ以降の健康
分けて考えていく必要が

ス」です。管理栄養学部というと、
どうしてもサイエンス
（科
学）偏重になりがちですが、サイエンスだけでは解明できな
いことがあります。料理を五感で楽しむというアートの側面も

青山さん●ジャガイモは、冷蔵庫ではなく常温保存で、
日に

井形学長●やはり
「みんなと一緒に食べる」
ということが大

大切だと思います。

当たらないようにしておくのもいいですよ。意外に知られてい

切ですね。一人じゃなく、誰かと一緒に食べる。
これが食が
文化たる所以です。会話しながら食べれば、味も一層引き

井形学長●皆さんのアドバイスを踏まえて、
ひと味違う未来

ないのが、エリンギなどのキノコ類も、そのまま冷凍保存でき
るんです。保存の仕方を工夫すると、持たせることができま

立ちます。大切な人と一緒に食を楽しむ時間を共有する。

すね。

人生の幸せをつくる時間だと思いますよ。それともう一つ。

井形学長●そうなんですか。
ありがとうございます。

６５歳までの健康と６５歳以上の健康で分けて考えていく必

指向の管理栄養士を育てていきたいと思います。本日はあり
がとうございました。
（2011.4.11. 名古屋観光ホテルにて収録）
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カゴメが考える
「食と健康」
もっと野菜を、きちんと野菜を
「自然を、おいしく、楽しく」でお馴染みのカゴメは今年で創業１１２年。主力商品
の野菜飲料においては約５０％のシェアを持っています。
トマト、野菜、果実、乳酸
菌など自然の恵みを活かして、健康長寿に貢献する商品を提供しています。
トマト

緑黄色野菜の色の効用
緑、
赤、
黄色、
オレンジ、
紫など緑黄色野菜にはさまざまな色があります。色を持っている理由は、
光合成するためです。
その野菜が生き
ていくために作り出した独自の色といえます。緑黄色野菜には抗酸化作用があり、
人間の体内に発生する活性酸素を消去する役割があ
るといわれています。
活性酸素は老化促進物質といわれているので、
緑黄色野菜を摂れば、
老化を遅らせることもできるのです。

管理栄養士をめざす学生にアドバイス
大学で勉強したことを実生活の中で実践することが大切。栄養素

ケチャップやソースなどの調味料やトマトジュース、野菜生活などの野菜飲料とと

としてではなく、その栄養素が入っている現物の野菜をちゃんと見る

もに、最近では「植物性乳酸菌ラブレ」も発売し、乳酸菌飲料市場に新風を吹き込

ことが重要です。管理栄養学部の学生なら、
ランチタイムでも友達同士

んでいます。そこで、カゴメ株式会社の総合研究所の農学博士で主席研究員の稲

のメニューを食事バランス視点でお互いに評価しあうことなど、
身近なと

熊隆博さん、広報グループ課長の河津佳子さんにカゴメが考える食と健康につい

ころから実践することが大切だと思います。

てお聞きしました。

カゴメ名古屋本社ビル。

野菜は人生に不可欠なもの
その摂り方にも注目したい
カゴメ総合研究所
主席研究員（農学博士）

稲熊隆博さん

なぜ野菜を食べないといけないのか

稲熊さんと名古屋支店の管理栄養士の皆さん。

「自主活力」
を実践する
食育活動のパイオニア
カゴメ株式会社コーポレート・コミュニケーション部
広報グループ課長

河津佳子さん

カゴメは「野菜飲料を国民健康飲料にする」
という事業ミッションを１０年以上前から続けて、野菜生活をはじめさまざまな商品を開
発し、発売しています。その商品開発を担っているのが総合研究所です。
また、
「 野菜の効用」を伝えるため野菜伝導師として全国を
飛び回って講演や講習会を実施しています。
なぜ野菜を食べないといけないのか。それは野菜にはビタミン、
ミネラル、食物繊維が豊
富に含まれているからです。
野菜（ベジタブル）の語源はラテン語の「ベゲト」。
これは「元気づける」
という意味です。野菜の役割は小学校の時習った通り、体の

カゴメの企業理念
カゴメの企業理念は、
「感謝」
「自然」
「開かれた企業」の３つです。
感謝は、
創業者・蟹江一太郎の晩年の遺訓で、
社是の「和風協力」
を
発展させたものです。
自然は、
歴史的なカゴメの商品哲学そのもの。
良い原料×良い技術＝価値ある商品ということです。
開かれた企業は、

調子を整えること。
たとえば、
トマトに含まれるペクチンは水溶性食物繊維です。実はゴボウに含まれる食物繊維は不溶性食物繊維で

経営陣の将来への意志。
自由闊達な社風も表しています。
情報
（透明性）
、
人材
（機会均等）
、
仕事
（連携・外部での切磋琢磨）
をオープンに

す。水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂ることで、水分を含んだ排便が促進されるので、便秘解消にも大いに期待が持てま

する、
その象徴的なものが「ファン株主政策」。
現在は約１７万人のファン株主に支えられている
「お客様資本」の会社といえるでしょう。

す。野菜は人生に不可欠なものなのです。

野菜は摂り方が一番大切
野菜の摂り方のポイントを３つアドバイスします。
１つ目は、野菜を考えて買うこと。売場で品種、旬、熟度を見て買うことが大切です。
トマトを例として、品種は大きく分けてピンク系トマトと赤系トマトの２種類あります。料理にはグルタミン酸の多い赤系トマトが適していま

食のグローバル化に対応する企業戦略
食のグローバル化に伴い、
生活者の食の安全・健康志向のニーズが高まっています。
カゴメでは「畑は第一の工場」
という考えのもとに世
界各地から輸入する産地に担当者が出向き、
栽培法・農薬・収穫まで立ち会うことを徹底しています。
また、
総合研究所の分析センターでは
国内外の原料や商品を自社で分析しています。

す。
また野菜には本来、旬があります。大根なら冬、
トマトなら夏と、野菜で季節感を楽しんでください。
また、旬や熟度で栄養成分が変
わります。
２つ目は料理して食べること。生野菜は料理ではありません。
日本人に野菜のイメージを聞くと
「シャキシャキ」
と答えますが、
フ
ランス人に聞くと
「ドロドロ」
と答えます。生野菜は完全には消化されないので、吸収できない栄養成分があります。野菜の栄養を体内
に摂りこむためには、調理しないといけないのです。
「野菜はサラダで摂る」
という日本人の野菜の食べ方を見直す必要がありますね。

カゴメの社風は「自主活力」です。
自らを主体者として位置づけ、
考え行動できる社風の中、
食品企業として女性も活躍できる会社だと考

３つ目は、野菜の加工品を上手に使うこと。手前味噌になりますが、
トマトジュースや野菜飲料は旬の時期に加工された原料を使用し

えています。
たとえば、
食育活動として、
カゴメは食品メーカーの中では食育活動のパイオニアといえます。
全国で公演を行う幼児向けの食

ます。一番美味しい状態の野菜の美味しさと栄養が詰まっているので、賢く手軽に野菜を摂ることができます。

育劇「カゴメ劇場」は約４０年継続実施、
すでに３５０万人以上の親子が来場。
トマト苗プレゼントも約１５年継続して実施しています。
また、

野菜には葉果茎根がありますが、葉果茎根をバランスよく摂る。
これが野菜の摂り方の基本です。野菜の目標摂取量は１日３５０ｇ以
上。
そのうちの１２０ｇ以上をトマト、
ピーマン、
ニンジンなどの緑黄色野菜で摂るのが良いとされています。
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管理栄養士をめざす学生にアドバイス

全国の支店に勤務する管理栄養士たちは食育担当として、
地元スーパーと連携して地産地消のメニューを開発するなど地域と密着した
活動を展開しています。
大学で学んだことを社会で実践できる管理栄養士をめざしてください。
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名古屋学芸大学

名古屋外国語大学
ＵＣＲ特別留学プログラムいよいよ始動

中部地区トップ、
全国４位の合格者数

後半にはウォルト・ディズニーワールドでのインターンシップも
2011年度からいよいよ名古屋外国語大学でＵＣＲ
（カリフォルニ
ア大学リバーサイド校）
との提携による特別留学プログラムがスター
トします。

2011年5月9日
（月）、第25回管理栄養士国家
試験の合格発表があり、本学管理栄養学部で

これは前半（9月～12月）
にＵＣＲにおいて集中英語コースで

は卒 業 生 全 員の1 6 8 名 が 受 験し、1 6 2 名 が 合

英語力を養い、後半（1月～7月）
はＵＣＲの学生の身分のままフロ

格。合格率96.4％を達成しました。162名という合

リダ州オーランド市にあるウォルト
・ディズニーワールドにある
「ディ

格者数は中部地区トップ、全国でも第4位の成績

ズニー国際カレッジ」
という住み込みの教育施設に移り、
同カレッ

々。
部07生の面

管理栄養学

です。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学
第２５回管理栄養士国家試験で１６２人合格！

ジの授業およびＵＣＲのオンラインコースを履修しながらテーマ
パークにおいて有給のインターンシップを行うという1年間の留学
プログラムです。
コース終了後に「観光・ホスピタリティーマネージ

●４年生の夏期８月・９月／冬期２月・３月には特別講座も実施。 ●国家試験直前には全教員で全教科を徹底サポート。

メントの修了証」が認定されます。
なお、本学においては参加学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

国家試験を見据えた充実の教育システムが結実

生に対して帰国後単位認定を行い、4年間で卒業できる在学留
5月10日
（火）
には本プログラム2012年度出発学生向けの説明会

学となっています。

【田村明学科長のコメント】

熱き思いがようやく結実

４％の 快挙達成
合格率９６．

でしょう。
それが、
ようやく今年３月に実施された国家試験で実現すること

かったように感じられます。
就職に関しても自ら進んで活動し、結果的には就職率が９８．
２％、就

が実施され、
留学希望の学生約200名が参加しました。
説明会に

きること、
そして世界のエンターテインメント業界トップのウォルト
・ディ

はディズニー国際カレッジの担当者としてイベット
・ノザンさんも出席

ズニーワールドで貴重な労働体験ができること。
就職活動において

し、
紹介ビデオを交えながら、
アカデミックトレーニングの内容につい

も最大の武器となり、
将来、
観光やエアライン、
娯楽、
ホテル業界を

て解説しました。
なお、この 国 際

めざす学生には最適な内容です。

ができました。
３月に１６８名が卒業し、
１６８名全員が国家試験を受験し、

職決定率は１００％でした。
その就職先も栄養教諭・病院・福祉施設・給

２０１１年9月出発学生は１月初旬に申し込み受付、
学内選考の

ディズニーカレッジプ

１６２名が合格、合格率９６．
４％という快挙を成し遂げました。学科挙げ

食会社までを含めると、
およそ７割の学生が管理栄養士としての職能を
生かす職業に就いてくれました。

結果、12名を選出（その後１

ログラムを現在提供

てのバックアップもさることながら、学生同士
（０７生）
が実によく団結して

名辞退で１１名）
。
5月11日
（水）

している日本の高

にディズニー国際カレッジの担

等教育機関は、本

当者による最終面接が実施さ

学を入れてわずか

れ、
11名全員が合格しました。

6校、
中部地区では

いました。分からないところはお互いに教えあい、困っている友人をみん
なで支援する。今までもあった光景ですが、特に０７生にはその傾向が強

大学生活を大いに楽しみつつ、
コツコツ勉強し、
積極的に就活を展開
してくれた０７生に、
心からの拍手と感謝の言葉を贈りたいと思います。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

今年こそ、
合格率を９割台に！何回この言葉を口にし、
また耳にしたこと

本プログラムの最大の魅力は、
アメリカ屈指の名門校に留学で

本学が唯一です。

本学の管理栄養学部２０１１年３月卒業生の状況

１６８名

受験率

国家試験合格者

１６２名

合格率

100％
９６．
４％ 100％
就職決定率

（就職決定者１６２名／
就職希望者１６２名）

総数※１
管理栄養士養成課程
名古屋学芸大学

受験者数

合格者数

合格率

１９,９２３名

８,０６７名

４０．
５％

７,７０２名

６,３２０名

８２．
１％

１６８名

１６２名

９６．
４％

※１ 第２５回管理栄養士国家試験受験者の総数を示し、管理栄養士養成
課程
（新卒と既卒）
および栄養士養成課程
（既卒）
が含まれる。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

国 家 試験 受 験 者

「インターンシップの中で問題解決、
責任感、
タイムマ
ネージメント、
チームワーク、
コミュニケーション、
マルチ
タスク、
ゲストサービス、
ネットワーク、安全についての
スキルを身につけていきます」
と説明するディズニー
国際カレッジの担当者のイベット・ノザンさん。
「社会人として生きていくための勉強を
ウォルト・ディズニーワールドでできる機会
です」
とあいさつする国際交流部長の尾
﨑明人教授。

ＵＣＲ特別留学プログラムの概要
とポイントについて英語で説明す
る国際交流部の籾山課長。
※２０１１年５月２８日 中日新聞掲載
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学 第１回教育シンポジウム講演会

名古屋学芸大学 第１回教育シンポジウム開催

「日本の大学における教養教育の現状と未来」

大学での教養教育のあり方について討論

講師／ 藤田英典教授
（立教大学）

ケア学部）が登壇し、井形学長の座長のもと
「名古屋学芸大学

古屋学芸大学第１回教育シンポジウムが開催されました。
これは

における教養教育の現状と未来」
と題して討論しました。
コメン

「大学教育のあり方をディスカッションすることで大学の方向性

テーターとして藤田教授も加わり助言したほか、会場からも質

を模索していきたい」
という井形昭弘学長の発案により始めら

問が出され、
白熱した討論となりました。

講演会で
「今こそ、知と教養教育のあり方が問い直されて
います。教養の再構築と教養教育の充実が必要です」
と
強調する藤田教授
（立教大学）
。

れたもので、今回のテーマは「大学における教養教育の現状と
未来」。会場には学内外から約150名の聴衆が参加しました。

教養教育を充実させて
自信・夢・誇りを育む大学に

シンポジウムでは、
まず立教大学の藤田英典教授が「日本の
大学における教養教育の現状と未来」
と題して講演。
これから
の教養教育の課題として「精神の解放」
「市民的教養の形成」

●講演要旨

「言語教育・メディア教育の充実」
「専門的基礎教養の形成」

日本の大学における教養教育の現状と未来を語る上で、
まず現代社
会の構造変容と大学教育の課題について述べます。
ＩＣＴ化・グローバル

て、問い直し、編み出す一歩一歩が重要で、学生の自分の座標

化、
産業・企業経営などの多様化・複雑化・流動化、
バブル経済崩壊後の

軸・羅針盤と自信・夢・誇りを育む大学であることが大切です」
と

不安定雇用の増大、
さらには少子高齢化など経済・社会基盤のラディカ

強調しました。

ルな変化により、
社会ビジョンの再構築が求められるようになっています。

続いて、
パネルディスカッションとなり、
パネラーとして大島龍彦

こうした不透明な時代背景の中、
教育面においてもさまざまな変化が起

教授（教養教育委員長）、田村明教授（管理栄養学部）、小笠

きています。たとえば、大学教育大衆化がさらに進行し、学生の学力や興

原則彰准教授（メディア造形学部）、釜賀雅史教授（ヒューマン

味関心が低下するとともに、
進路の多様化と雇用環境の悪化が進んでい

「今後も定期的に
開催していきたい」
と語る井形学長。

パネルディスカッション

「名古屋学芸大学における教養教育の現状と未来」
での発言要旨
座長／井形学長

大島教授
（教養教育委員長）
本学は２０１２年に開学１０年目を迎える。
現在教養科目の卒業単位数は２４単位
以上。全国大学の平均は３０．
５単位以
上。教養教育の質と量を保証し、教養教
育と専門教育のバランスのとれた大学づ
くりの新たなスタートの年にしたい。

小笠原准教授
（メディア造形学部）
「 教 養 科目の時 間
はスイッチが 切り
替わり新 鮮な時 間
だった」
という学 生
の声もある。総合教
育（教養教育）
によ
り、広い視野、総合
的判断力、普遍的
な知、柔軟な対応力が養われ、専門科目ととも
に必要不可欠である。

釜賀教授
（ヒューマンケア学部）
養護教諭養成、保
育士・幼稚園教諭
養成を主眼に置い
た本 学 部では、教
養教育は制約され
ている。全 人 教 育
は教養教育の領域
のみで語られるので
はなく、専門教育を含めた大学教育全体の問
題として捉え、取り組まなければならない。

３つ目として、教養の意味と教養教育の展開について述べます。本来、

ンセンティブ
（報酬）
基盤の崩壊が起きています。加えて、
ＩＣＴ化・グローバ

教養は、
エリートの象徴・要件として機能していました。
たとえば、近代的な

ル化・少子高齢化などにより既存の枠組みの変化に伴って、
自己実現志

産業社会や市民生活へのパスポートとしての、
また人格形成を含む啓蒙

向の拡大傾向が見られるようになりました。つまり、
「自明性
（当たり前）
の

主義的な理念としての教養です。
しかし、
産業社会の進展と複雑化・流動

生き方」
から
「不透明性
（生き方の模索）
の時代」
へ変わったのです。
こうし

化とともに、価値観の多様化、大学教育の大衆化などにより、教養主義・

た不透明な時代だからこそ、社会的・職業的自立の確保と汎用性・柔軟

知性主義が没落してしまいました。

性のある能力の形成が重要課題になっており、
それを担う教育機関として
大学に期待が集まっています。
次に、問い直される知と教養のあり方について述べます。
２０世紀の世
界戦争は、
結果として科学技術の進展につながり、
発展を促進することに

教養とは
「教え養う」
ことで教育とほぼ同じ意味です。指導理念としての
教養は、生涯を通じて培い育む教養であり、大学における教養教育の課
題は、
教養知と教養主義の誘いにあります。
最後にまとめとして、教養の再構築と教養教育の充実について述べま

なりました。
しかし、工業化・経済発展は、生活水準を向上させた一方で、

す。
２１世紀社会において期待される教養は、権威や差別・偏見に拘束さ

地球温暖化や環境汚染の増大、生物多様性の危機、克服されない差

れない自由な精神・知性の形成によって実現されます。具体的には、学問

別・貧困をもたらすことになってしまいました。
また、医療技術や食品生産

知、
技法知、
実践知と市民的教養を育む教育です。

技術の進歩も、健康増進・長寿化とともに、生活習慣病の増大を招くこと

大学教育には特定の知識を選別・伝達し、
正統化する知識のマネジメン

になりました。
さらに、
自己実現や自由な生き方を追求することによって、
非

ト機能があり、公共的責任として知の構築性と市民性・市民的教養の形

婚化・晩婚化・少子化や「無縁社会」の一因につながりました。今こそ、知

成、
学問的・職業的能力の形成が大学教育の課題となっています。

の問い直し・再編と社会ビジョンの再構築が求められています。デジタル

これからの教養教育の課題としては、
「精神の解放」、
「市民的教養の

情報社会の進展により、情報メディア空間が爆発的に拡大し、知識の生

形成」、
「言語教育・メディア教育の充実」、
「専門基礎教養の形成」
の４点

産・流通プラットフォームの地殻変動が起きています。書物知・教養知の

が上げられます。特に、
専門基礎教養の形成に関しては、
専門分野の内容

危機など知識基盤の変化も起きています。

を専門外の人にも分かるように説明できること、
専門分野の社会的・公共

また、地球環境破壊、地域紛争やテロ、新型感染症、世界的金融危
機などグローバルな危機も問題となっています。
そこで、
グローカリゼーショ

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

大学教育は全人教育で、
優れた専門能力を
めざす専門教育と、豊かな人間形成をめざ
す教養教育から成っている。教養教育は単
なる専門教育への準備期間ではなく、専門
部門の教員も広い意味の教養教育に参画
し、教養教員もそれぞれの専門教育との連
携、融和を図り効果的なカリキュラムを構築
する必要がある。

の活性化を同時に推進していこうという考え方です。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

ます。
また、高度情報消費社会・高刺激社会の進展により、意味基盤・イ

田村教授
（管理栄養学部）

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

の４点を挙げた上で「教養の再構築と教養教育の充実に向け

管理栄養士養成
施 設 の 認 定を受
けるための受験資
格 必 須 科目が８２
単位、専門科目必
修が６単位となり、
「 教 養 科目２４単
位 以 上 」を増やす
のは学生への負担増になる。現実には教養
単位数は現状維持としたい。
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日時／ 2011年2月17日
（木）

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2011年2月17日
（木）、名古屋外国語大学７号館において名

的意義について考え理解できること、
専門分野の限界を理解し、
相対化で
きることの３点が教養教育としての専門教育を満たす要件となります。

ンという考え方が注目されています。
これはグローバリゼーションとローカリ

教養の再構築と教養教育の充実に向けて、問い直し、編み出す一歩

ゼーションを相関的に同時進行するというもので、知識・技術・資格・教育

一歩が重要で、学生の自分の座標軸・羅針盤と自信・夢・誇りを育む大学

をグローバルスタンダードとローカルな社会の問題解決と経済・文化・社会

であることが大切です。
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名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学同窓会５周年パーティー開催
３学部から８００名の同窓生が集結

約50名が参列して竣工式挙行！

声が上がりました。

2011年2月26日
（土）
、
名古屋マリオットホテルにおいて名古屋学

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学
第２多目的ホールと第２グラウンド完成！

「絆を深める場」
ということで、
ミニクラフト展も同時開催。
フルー

だ絆はかけがえのない宝物」
ということで、
テーマは「絆」。
大学で

ツカービング、
グリーティングカード、
アクセサリー、
似顔絵、
手書き文

学んだことを誇りに、
仲間との絆を再確認するための場として、
ま

字アート、
彫金、
廃材アートなど卒業生を含むさまざまな分野で活

た在学当時交流のなかった学部の人とも交流の場となるよう、
つ

躍中の１３人の作家さんの各ブースでは、
作品を鑑賞したり、
アート

ながりの絆を深め強めることができればという思いがこめられたも

体験を楽しむ同窓生の姿が見られ、
交流の場となっていました。

ので、
会場には3学部5学科から約800名が会場に集結しました。

2011年3月26日
（土）、名古屋外国語大学・名古屋学芸大学第２多目的

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

芸大学同窓会５周年パーティーが開催されました。
「仲間で育ん

ホールと第２グラウンドが完成し、第２多目的ホールにおいて竣工式が挙行
されました。式には本学園関係者のほか、設計・施工を担当した清水建設
の代表者ら約50名が参列。一連の神事が厳かにとり行われ、
中西克彦理
事長、
設計施工を担当した清水建設の代表者が玉串奉奠しました。
式終了後、第２多目的ホールを練習拠点として活動するチアリーディング

冒頭、
同窓会名誉会長でもある井形昭弘学長が「皆さん、
お帰

部が華麗な演技を披露。
ダイナミックな大技が決まった瞬間、
参列者から拍

りなさい、元気ですか。
こうした盛大な同窓会に参加できて幸せ

手が湧き起こりました。

です。学生時代に戻って当時築き上げた連帯感を思い出し、大
学も高い評価を得ています。
ありがとうございます」
とあいさつ。
続
いて、管理栄養学部の山中学部長、
メディア造形学部の木村学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

The second multipurpose hall

いに絆を深めてください。卒業生の皆さんの活躍のおかげで本

部長、
ヒューマンケア学部の末松学部長が順にあいさつし乾杯の
後、会食・歓談となり、
旧友との再会を楽しんでいました。
また、名
古屋外国語大学卒業生の小林勇輝さんによる気迫あふれるライ
ブパフォーマンスもあり、
作品が完成すると、
会場からは拍手と歓

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

●完成した第２多目的ホール
（左）
と第２グラウンド。
「第２多目的ホールは主にチアリーディング部の練習場
として利用される予定。

あいさつする山中管理栄養学部長（左
上）、木村メディア造形学部長、末松
ヒューマンケア学部長
（左下）
。

絆

The second ground

「学生時代に築き上げた連帯感を思い
出し、
大いに絆を深めてください」
とあい
さつする井形学長。

●竣工式で玉串を奉奠する
中西克彦理事長。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

同窓生８００名が順番に受付。

●式終了後、
華麗な演技を披露する
チアリーディング部。

あいさつする同窓会長の安友裕子さん。
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会場では１３名の作家によるミニクラフト展も同時
開催され、
好評。

イベントタイムには書のパフォーマンスも披露され、会場からは
拍手と歓声が。
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名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・NSC

学芸大ヒューマンケア学部Ｃ棟（新築）
と
外大２号館（増築）が着工

ＮＳＣ中央棟の改修工事が完成

完成予定はともに２０１２年3月末

耐震補強などでリフレッシュ

２０１１年６月１４日
（火）
には名古屋外国語大学２号館増築工事

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

この部分を増築します。
●外大２号館増築完成予定図

２０１１年３月３１日
（木）、
ＮＳＣ中央棟の改修工事が完成し、
リ
フレッシュされました。工事は２０１０年８月からスタートし、
中央棟

の起工式が、
６月２0日
（月）
には名古屋学芸大学ヒューマンケア学

の耐震補強（鉄骨造による外壁補強および増打壁・鉄骨ブレー

部Ｃ棟新築工事の起工式がそれぞれ挙行され、中西理事長をは

ス等による内壁補強）、外装リニューアル
（塗装工事）、内装リ

じめ学園関係者と設計施工業者の清水建設の代表者らが参列

ニューアル
（２・３・４階の廊下と教室）が行われていたもので、予

しました。

定通り竣工しました。

外大２号館増築は、少人数教育や語学教育のさらなる充実を

また、
６月２９日
（水）
にはＮＳＣ東棟の改修（耐震補強など）工事の起

図るためのもの。地上６階建てで、小講義室や大講義室（1室）、研

工式が挙行されました。完成は２０１2年8月予定です。

究室などを設置予定です。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

また、
ヒューマンケア学部Ｃ棟は、幼児保育専攻の定員増（８０
名から１２０名に増員を計画中）
に伴い、施設の充実を図るための
もの。地上３階建てで、
１階に食堂とコンビニ、
ピアノ室を設置する

補修工事中のＮＳＣ中央棟外観。

ほか、
２～３階には講義室、演習室、研究室などを設置予定です。
ヒューマンケア棟にはコンビニはあったものの食堂はなく、
Ｃ棟の
完成でヒューマンケア学部生の利便性も大きくアップすることになり
ます。

完成後のＮＳＣ中央棟外観。

なお、完成は、
ともに２０１２年3月末予定です。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋外国語大学 名古屋学芸大学の
大学名入りミネラルウォーター登場！

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

学内のコンビニなどで販売
名古屋外国語大学と名古屋学芸大学の大学名入りのオリ
北面より

ジナルミネラルウォーターが登場し、
日進キャンパス内のコンビ
ニなどで販売されています。
これは飲料会社・サンポッカサービスとの共同開発により商

●学芸大ヒューマンケア学部Ｃ棟
完成予定図

品化されたもので、水は、木と水の国・奥美濃洞戸の奥長良川
「高賀の森水」を使っています。ペットボトル側面片側に名古
屋外国語大学の、
もう片側には名古屋学芸大学の大学名と
ロゴマークがそれぞれプリントされています。

●５００ｍｌ／
１００円。

南面より
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Cinema
名古屋外国語大学フランス語学科講演会開催

名古屋学芸大学公開講座開催

フランスと日本、アメリカの映画事情を比較

渡部教授が映画の制作エピソードを披露

映画のウソは真実へのアプローチ
想像力や直感力の大切さを教えたい

無名だった柳楽優也主演の「誰も知らない」です。内容はネグレク
ト
（育児放棄）
をテーマにしたもので、
カンヌ映画祭で主演男優賞

年から名古屋演劇鑑賞会に勤務。その頃は鑑賞会では毎月

を最年少受賞したことで人気になり、
１１週連続上映で入場者数

6,000人が演劇を鑑賞していました。80年からは名演会館（名演

19,654人、興行収入27,366,600円の当館歴代１位の大ヒット作品

小劇場）
に勤務し、
名演寄席や演劇公演の企画・製作に携わって

になりました。未だにこの記録は破られていません。
その後も毎年

きました。名演会館は70年に法人が設立され、72年に名演会館

入場者数6～8万人をキープし、
現在に至っています。

が開館しました。
その後、
長年にわたって地元劇団の演劇公演や

続いて、映画事情に関して、
日本とフランス、
アメリカを比較して

春休み・夏休み子ども劇場、
名古屋演劇フェスティバル、
演劇公演

みます。1年間で映画館で映画を観る回数は日本が1.26回、
フラン

などを上演するとともに、演劇がない12～2月には映画も上映して

スが3.06回、
アメリカが4.47回。
その理由は日本の映画料金の高さ

いました。

になります。
日本の映画料金は平均で1,214円に対し、
フランスで

90年代に入ると、
名古屋市文化小劇場やナディアパークなど公

は6ユーロ
（約900円）
、
アメリカでは4.91ドル
（約400円）
となっていま

立施設の開館が相次ぎ、
次第に名演小劇場の利用が低下しまし

す。映画料金は配給側によって決められていますが、
システム改

た。
97年に劇場経営の困難さから方針転換を模索し、
03年から映

革により、
今後は映画人気復活の起爆剤として日本でも料金を値

画館への運営に切り替えることになりました。
ただ、利用団体から

下げする映画館も出てくるものと思われます。

の予約の関係で、
初年度は演劇と映

フランスでは国内映画の保護政策が取られていて、海外映画の
上映本数は全体の上映本数の半分以下になるよう、
法律で規制さ
れています。
また、映画のＴＶＣＭは禁止されているので、映画の情

アルオープン初年度でしたが、
フタ

報は雑誌やポスター、
チラシから収集します。映画評論家の意見も

を開けてみると、
いきなりオバケ作

影響力が大きく、
観るか観ないかの重要な判断材料になります。

品が誕生。
オバケとは業界用語

映画はアートか娯楽か。
これは永遠のテーマですが、
フランスは

で爆発的なヒットのことです。そ

文化多元主義の国なので、
いろんな考え方があり、
それを尊重す

れが「永遠のマリアカラス」で、

る文化が息づいています。ハリウッド映画はエンターテイメント性

なんと入場者数11,084人、興

が高い娯楽作品なので、
大きく捉えれば、
ある程度ストーリー展開

行収入15,430,800円。以下、2

は同じです。
しかしフランスは文化多元主義の国だけに、映画も

位「ジェラール・フィリップ映画

ストーリーの展開が作品によって違い、終わり方もそれぞれです。

祭」、3位「チャップリン映画

観る人に考えさせるところがあります。年間２５０本のフランス映画

祭」
となり、年間で42,542,700

が製作されています。
そんなフランスでも、
最近はハリーポッターシ

円 の 興 行 収 入となり、リ

リーズなどのハリウッド作品が興行収入ランキングで上位を占める

ニューアルは成功し、
ホッと

ようになってきています。皆さん、映画館に足を運んで、先に述べ

胸を撫で下ろしました。

た永遠のテーマについて考えてみてください。

映画をつくる人としてまず思い浮かぶのは、
プロデューサー、脚
本家、監督ですが、撮影スタッフとして、撮影監督、照明、美術、
録音なども必要です。撮影監督の仕事は、
カメラのフレームの中
に画を納めること。逆にいえば、
フレームの中しか見えないこと
が、映画のウソの元になっています。映画の世界では絶対必要
なものがフレームです。
また、光と影を操作する必要もあります。
たとえば矛盾するよう
ですが、
夜は光を当てないと見えません。
なぜなら、
光がない真っ
暗な状態では、
暗さが表現できないからです。
つながりの表現方法としては、右向きの人、左向きの人を交互

公開講座の冒頭で
「大学は地域と連携して
こそ価値がある」
とあいさつする井形学長。

講座の中では撮影監督を務めた作品を上映しなが
ら、撮影秘話を披露する場面も。

に見せてアイラインを合わせることで、
たとえ二人が背中合わせ

でロープで木を揺らしました。
また、海のシーンも、
プールの床全

でも、
二人が対面しているように見えます。

面に黒い幕を敷き詰め、夜の海を表現し、夢の中で夜の海で泳

時間を縮めるテクニックとしては、光を調節して朝を表現する
撮影方法があります。
だんだん明るくして夜から朝の時間をつく
ることで、
ワンカットで「朝」
を表現できます。
また、背景を変えたり、
自然をつくることもあります。
たとえば、

いでいるシーンを撮影しました。
このように、
映像は加工されてつくり上げられているのです。
しか
し言い方を変えれば、
映画のウソは、
真実へのアプローチでもあり
ます。
手間暇かけてセットをつくり上げる意味はそこにあるのです。

『西の魔女が死んだ』の撮影では、森の中での風雨は、
ホース

映像と教育については、
映像メディア学科の教育は「学生と社

の水で雨を降らせながら巨大扇風機で風をつくり、
２０人がかり

会をつなげること」が役割です。世の中には映像があふれていま

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

そんな手探りの中でのリニュー

撮影監督の立場から見た映画の世界について紹介します。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

まず、
私と名演小劇場の簡単な経歴から紹介します。私は1966

講演要旨

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2年目の04年からは2スクリーン体制となり、映画に特化した会
館となりましたが、
またしてもオバケ作品が誕生。
それが当時まだ

講演要旨

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学 渡部眞教授
日時／2010年12月11日
（土）

島津秀雄さん
（名演会館代表取締役）
日時／２０１１年５月２６日
（木）

映画はアートか娯楽か
映画館に足を運んで考えてみましょう

公開講座

「映画のウソを愉しむ」

「映画と人生～
フランス映画を通じて～」

画の並行上演となりました。
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名古屋学芸大学

名古屋外国語大学 フランス語学科講演会

すが、
きちんと読み取る力がないと流されてしまいます。学生の
認識力、適応力、判断力を養うことで映像の世界で役立つ人材
を養成していきますが、
その上で大切なことが「感動をキーワー
ドにモノづくりする」
こと。
とはいっても、感情や感動は教育しにくいものです。映像は学
問としては認められにくい分野です。
なぜなら積み重ねていくこと
が難しいからです。技術は積み重ねられます。
しかし、感動や感
情は個人のものなので積み重ねられません。
それだからこそ、
想
像力や直感力まで教えたいというのが、
私の持論です。
また、映像ですべてを表現しすぎないことも大切です。見えな
い方が想像力や深さを表現できることもあるからです。
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名古屋学芸大学
管理栄養学部

卒業論文発表会

ファッション造形学科

栄養、健康、医療、衛生管理などさまざまな観点から４０題の発表

第6回卒業制作発表会

ドイツ・プフォルツハイム大学との共同発表
2011年１月22日
（土）
、
名古屋栄・ナディアパーク３階のデザイン

る仲間たちでした。
４年間親身になって指導してくださった先生

古屋学芸大学管理栄養学部の卒業論文発表会

ホールにおいて、名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション

方は、私たちにとって憧れであり目標でもあります。
そんな先生方

が開催されました。冒頭、山中学部長が開会の言

造形学科の第６回卒業制作発表会が開催されました。
４年間学

に一歩でも近づけるよう、
これからも努力していきます」
とあいさ

葉として「研究は真理を探求することです。研究の

んだ集大成として、66名（４年次61名＋大学院１年次4名・
２年次

つし、
フィナーレとなりました。
ショーはプロのモデルを起用して３回

積み重ねによってそれが事実となり、
社会が発展し

１名）
による76作品のデザインプレゼンテーション
（ショー発表）
お

開催され、
在校生や学園関係者、
父母、
OBなど約１,６３０人が詰

ていくことになります。今日の発表が聴講者の人生

よび12名のビジネスプレゼンテーション
（パネル展示）
を行いまし

めかけました。

の一助になることを願っています」
とあいさつした

た。
また、
国際交流プロジェクトとして実施してきた合同ショー企画

またパネル展示は、
ビジネス系の学生が学内で行われた研究

後、
発表が始まりました。

も４回目となり、今年は新たにドイツ・プフォルツハイム大学の学生

発表会の内容をビジュアル化したもの。
１年以上にも及ぶ調査と

卒業論文発表会は、
４年生がそれぞれの指導
教員のもとで約１年間研究に励んだ成果を発表す

作品発表会（18作品）が同時開催となり、
日本とドイツの学生によ

研究の成果をまとめ上げた論文を抜粋し、多様化するファッショ

る共同発表会が実現しました。

ン業界を独自の視点で見つめ直した提言の数々をロビーに展示

め、2～11名のグループによる40題の発表がありま

のを見つめて問題提起を試みた「コンセプトワーク」
（16作品）、

した。

素材特性を研究しアートの技術的側面を強調した「クラフトワー
ク」
（16作品）
、
工学的な構造を検討しカタチの設計にこだわった

の食生活および健康実態、
幼児の生活習慣、
糖尿

「エンジニアリング」
（15作品）、歴史的な感性を検証しデザイン

病、
大学生の栄養表示利用行動、
アレルギー、
料理

の更新をめざした「ドキュメント」
（10作品）
、
「包み」
をテーマに体

データベースの構築、
ダイエットに関する発表など

と衣服の関わりを表現した「コレクティブ」
（19作品）
の順に発表さ

多岐にわたり、
「食生活」
を栄養、健康、医療、衛生

れました。

管理などさまざまな観点から研究したユニークな

ショーのラストでは、
学生を代表して野田梓織さんが「私たちは

発表が夕方まで続きました。各発表後の質疑応答

４年前、
この大学で出会いました。
それぞれが夢や目標を胸に、
と

では学生や教員から質問が多数出され、
白熱した

もに協力し合いファッションに関するさまざまなことを学んできまし

やりとりが繰り広げられました。

山中学部長が「今日の発表が聴講者の
人生の一助になることを願っています」
と
あいさつ。

発表は６セッションに分かれ夕方まで実施。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

テーマは高齢者の栄養状態、
衛生管理、
大学生

しました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

学芸大のショーは５つのシーンで構成され、創造の先にあるも

る場です。分野ごとに座長として教員が司会を務

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2010年12月24日
（金）
、外大511教室において名

た。辛くて挫けそうな時、
いつも支えになってくれたのは、
ここにい

発表は以下の6セッションに分けて実施されました。

（座長）
塚原丘美先生

ラットのタンパク質摂取量、食と
生活習慣の関連などに関する発表
（座長）
和泉秀彦先生

大学生の健康実態調査、栄養表
示利用行動などに関する発表
（座長）
徳留裕子先生

ビタミンＥ、アレルゲン、糖付加
リゾチームなどに関する発表

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

高齢者の栄養状態、食中毒、
健康実態調査などに関する発表

学 生を代 表して
あいさつする
野田梓織さん

（座長）
藤木理代先生
▲ショーのラストでは、学生全員が２列に整列。

２型糖尿病患者、料理データベー
スの構築などに関する発表
（座長）
北川元二先生

ダイエット、子どもの食習慣、飲酒
習慣などに関する発表
（座長）
田村明先生
卒論を発表する学生。
▲ロビーでは、
ビジネス系の学生の卒業研究をパネル展示。
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※２０１１年１月２５日 中日新聞掲載
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名古屋学芸大学
映像メディア学科

第6回卒業制作展

デザイン学科

個性あふれた作品がせいぞろい
2011年1月19日
（水）
～23日
（日）
、
名古屋市中区の電気文化会
芸大学メディア造形学部映像メディア学科の第６回卒業制作展

４年間の集大成！卒業制作作品を一堂に展示
作品）
、
イベントホールでは映画・サウンド・インスタレーションゼミの作
品上映・上演
（30作品）
がそれぞれ実施されました。

2011年1月12日
（水）
～16日
（日）
、
愛知芸術文化センター８階の愛
知県美術館ギャラリーにおいて名古屋学芸大学メディア造形学部

新しく学科長に就任した渡部眞教授は卒業制作展を
「学生たちは

デザイン学科の第６回卒業制作展が開催されました。
視覚伝達デ

前日ギリギリまで準備に没頭していたにもかかわらず、疲れも見せず

ザインコース43名、
立体空間デザインコース34名、
学究・デザインビ

映像メディア学科では、
最初の２年間は写真・映画・CG・サウンドとい

にジャケットやスーツに身を包んでお客様をお迎えしていました。作品

ジネスコース４名の全81名の卒業制作作品が集結しました。

う４つの部門を体験し、
その後３年ゼミ選択時にTVとインスタレーショ

が本当に４年間の想いを結実させたものになっていたのか、
自分たち

視覚伝達デザイン領域は、
手技のイラストレーションに始まり、
コン

ン部門を加えて一つの結論としてゼミ展で作品を発表し、
４年次でさ

では測りかねる様子で、訪ねてきた方々の率直な意見を介して知りた

ピュータによる高度な表現まで幅広く、
Ｗｅｂの普及により情報の急

らに自己表現の集大成として卒業制作にかかります。6回目となる今

いと思っていたようです。
あれだけ推敲して完成したというのにまだ不

速な進展で多岐にわたるプレゼンの展開が可能になっています。

回の卒業制作展は、一人ひとりの学生が全力で悩み、時に助け合い

安なところ、
まるでプロの作家群を見ている感じです。
われわれもかな

今回の卒業制作作品には、
ポスター、
エディトリアルデザイン、
パッ

ながら作品を完成させた、
「４年間の集大成」
というべきものです。

が開催されました。

ケージ、
ダイアグラム等のグラフィックデザイン作品、
アニメーション等

が作家だからです。
ふとこんな時、教えたつもりで接してきた彼らとの

の映像表現作品、
手描きによるイラストレーションや知育玩具など、

ミ学生による作品展示（全35作品）
のほか、東ギャラリーではCGゼ

４年間はいつしか逆転し、
こちらが学ばせてもらっていることに気づ

ビジュアルコミュニケーションの世界を広く捉え、
その可能性を追求

ミの作品上映（12作品）、西ギャラリーではTVゼミの作品上映（５

かされるのでした」
と総括しました。

した作品が展示されました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

り緊張して作品に対峙します。
いい加減な批評や慰みは厳禁。相手

会場では、
写真・映画・CG・サウンド・TV・インスタレーションの各ゼ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

館５階（東西ギャラリーおよびイベントホール）
において名古屋学

第６回卒業制作展

学究・デザインビジネス領域では、
消費活動、
環境整備、
新商品
企画、
生活者のライフデザインなど、
デザインを取り巻く諸問題を研
究テーマに調査・研究し、
企画書や研究報告（論文）
にまとめたも

機器、
車両、
生活雑貨、
宝飾品等の生活に密着したデザインに取り

のが展示されました。
この領域では具体的なデザインを制作する

組んでいます。
また、
インテリアデザイン系では、
住環境デザイン、
都

ためのプレデザイン行為としての調査、
企画、
開発を専門的にでき

市計画といった空間の提案も追求し、
未来を見据えてテーマを設

るプランナーやデザインキュレーター等の人材育成に対応してい

定したアドバンストデザイン作品から、
今すぐ使える生活用品、
雑貨

て、
幅広いデザインの知識の習得と調査研究に努めています。
な

など幅広い作品が展示されました。

お今年度、
学究・デザインビジネス領域から初めての卒業生を送り

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

立体空間デザイン領域は、
プロダクトデザイン系では家具、
照明

出すことになりました。

視覚伝達
デザイン
コース
の作品展
示

会場には個性
あふれる
作品がせいぞ
ろい。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ
替りで
ールでは日
イベントホ
映も実施。
どの作品上
映画ゼミな

デ ザイン
立体空間
の作品展示

コー ス

学 究・デ ザ
イン ビ ジ
ネス
コースの
作品展示
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２０11年度名古屋外国語大学入試状況
名古屋外国語大学

２０１０年度名古屋外国語大学
大学院修了式・大学卒業式

自信を持って新しい環境で活躍を
卒業生７３２名、修了生８名、計７４０名の旅立ち

修了式および大学卒業式が挙行されました。外国語学部５２０名、現代国際学部２１２

また、
３年次編入学の入学者は、大連大学(中国)及び釜山外国語大学校(韓国)からの留学生を含めた13名、大学院の入学者は、博士前期課程19
名、博士後期課程1名でした。
■推薦入学・試験入学・特別選抜

学

水谷学長は式辞の中で「４年間の努力は、
これからの長い人生の中でいつまでも
記憶に残る青春時代の大切な歴史を作りあげたのだと思います。それとともにその

■３年次編入学
受験者数

名の計７３２名の学部生が卒業し、博士前期課程８名の大学院生が修了しました。

入学者数

一般入試

科

推薦入試

前期

センター利用
（前・後期）

後期

（Ａ・Ｍ３・Ｍ２・プラ
スセンター方式）

学科

特別選抜
英語等
特技

計

外国人
留学生

帰国生徒

計

受験者数

入学者数

語

8

6

英 語 教 育

0

0

フラン ス 語

0

0

英

米

287

1,450

69

681

40

7

0

2,534

336

中

国

語

0

0

英 語 教 育

19

193

18

120

3

1

0

354

47

日

本

語

7

6

底的に自分自身の能力に自信を持つこと、そしてそれを活かすために周りの人たち

フラン ス 語

43

234

18

125

2

2

0

424

70

現 代 英 語

3

1

中

国

語

37

222

17

118

3

2

0

399

72

国際ビジネス

1

0

日

本

語

20

140

13

62

0

1

0

236

66

計

19

13

現 代 英 語

159

615

40

311

51

6

0

1,182

145

国際ビジネス

70

361

41

164

8

6

0

650

108

635

3,215

216

1,581

107

25

0

5,779

844

から信頼される生き方をしていくことが大切です。長い時間を見通し、地に足の着い
た考え方で対応する姿勢を持っていれば百年に一度の不況も怖くはありません。
自

名古屋学芸大学

信を持って新しい環境で活躍してください」
と旅立ちにエールを送りました。

２０１０年度名古屋学芸大学
大学院・大学・短期大学部
学位記授与式

自分の力を信じ、力いっぱい羽ばたいて
学芸大５８４名、大学院８名、短大２２８名が巣立ち

院・大学・短期大学部の学位記授与式が挙行されました。大学院は博士後期課程１
名、博士前期課程・修士課程７名が修了、大学は管理栄養学部１６８名、
メディア造形
学部２５６名、
ヒューマンケア学部１６０名の計５８４名が卒業、短期大学部は２２８名が
卒業しました。

計

名古屋学芸大学
２０１１年度入試では、新しい試験方式としてメディア造形学部において「メディア造形学部特別選抜」
を実施しました。受験者数は１３０名と予想を上回る結果となりました。また、その他の入試においても受
験者数が増加し、受験者総数は前年度を約１６％上回る３,６６９名で、入学者総数は６４７名でした。
なお、
３年次編入生として４名（デザイン学科３名・ファッション造形学科１名）の入学者を迎えました。
また、大学院には、総計１２名が入学しました。

■大学院
研究科

受験者数

入学者数

栄養科学研究科
（博士前期）

5

4

栄養科学研究科
（博士後期）

0

0

メディア造形研究科（修士）

5

4

子どもケア研 究 科（ 修 士 ）

5

4

計

15

12

■推薦入試・一般入試・特別選抜
受験者数

入学者数

一般入試

学科・専攻

推薦入試

井形学長は「諸君は本学で研鑚を積み、蛍雪の功なり、
ここに晴れの卒業式を迎え

前期

プラスセンター

後期

特別選抜

センター前期 センター前期
センター後期
2科目型
3科目型

メディア

社会人

計

帰国生

計

管 理 栄 養 学 科

294

558

281

54

117

76

19

ー

1

1

1,401

174

齢化社会などの問題が山積しており、激動を続けています。ユネスコのポール・ラングラ

子 ども ケ ア 専 攻

92

219

110

9

68

64

4

ー

0

0

566

90

幼 児 保 育 専 攻

125

241

113

19

71

60

9

ー

0

1

639

88

ンは『自らデザインし、
自ら学ぶ』のスローガンを
『Ｌ
ｉ
ｆ
ｅｌ
ｏｎｇｅｄｕｃａ
ｔ
ｉ
ｏｎ』
として提唱しま

映 像メディア 学 科

76

201

29

15

75

ー

7

60

0

0

463

113

デ ザ イン 学 科

75

146

37

8

48

ー

3

20

0

1

338

99

ファッション造形学科

69

77

33

8

20

ー

5

50

0

0

262

83

731

1,442

603

113

399

200

47

130

1

3

3,669

647

られました。
これから船出する社会では、人類が初めて経験する地球温暖化、少子高

した。
これが生涯学習のルーツです。
まさに諸君にとって未来への絶えざる挑戦が必要であるゆえんです。
自分の力を信じ、力いっぱ
い羽ばたいてください」
と船出を祝しました。

計

推薦入試には指定校推薦を含む

現状に満足せず絶えず向上を

名古屋学芸大学短期大学部

ＮＳＣ４校の合同卒業式挙行

２０１１年度入試では、推薦入試、一般入試（前期・後期・センター利用）及び特別選抜において、受験者総数は３２３名で２１７名の入学者を迎えました。

２０１１年３月１７日
（木）、名古屋市公会堂において２０１０年度ＮＳＣ専門学校４校

■推薦入試・一般入試・特別選抜
受験者数
現代総合学科
モデル

の合同卒業式が挙行されました。
中西理事長は式辞の中で「皆さんを取り巻く社会情勢は変化が激しいものとなっ
ています。
このような時代においては、世間や周りに惑わされることなく自分自身で考

入学者数

一般入試
推薦入試

前期

後期

特別選抜
センター利用

社会人

帰国生

有資格
（看護師）

計

計

モデル別

メ デ ィカ ル 秘 書

54

養

54

護

教

諭

えることがますます重要になってきます。新しい時代の方向性を読み取り、現状に満

グローバ ル 英 語

足せず絶えず向上をめざして努力を重ねてください」
と期待をこめて未来へエール

ビ ジ ネ ス 実 務

を捧げました。

センター前期3科目型は管理栄養・子どもケア・幼児保育のみ対象として実施

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

２０１０年度ＮＳＣ専門学校
合同卒業式

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

２０１１年３月２１日
（月・祝）、本学アリーナにおいて２０１０年度名古屋学芸大学大学

米

名古屋学芸大学

歴史づくりを支えてくださった多くの人々がいたことも決して忘れないでください。徹

語

英

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

２０１１年３月２２日
（火）、本学アリーナにおいて２０１０年度名古屋外国語大学大学院

２０１１年度入試の受験者数は、推薦入試においては、一般公募推薦の試験日が２日間の実施から１日のみとなったため、前年度比約50％減となった
ものの、一般入試前期の増加により、結果として、受験者総数は前年比3.7％減の5,779名となり、入学者総数は844名でした。

23
166

75

18

62

1

1

0

323

217

24

ン

23

活

17

ファッションデザイン

22

デ
食

ザ

イ
生

推薦入試には指定校推薦を含む
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2011年度 オープンキャンパス日程
名古屋外国語大学

失敗は恐れず未来への夢を支えに

２０１１年度名古屋外国語大学・
大学院入学式

水谷学長が新入生８７７名にエール

■オープンキャンパス
開催日

8/28
（日）

NUFS OPEN CAMPUS
ー名古屋外大のすべてVol.2ー

全体説明
（大学＆入試説明会）
／入試対策講座
［英語］
［ 国語］
／模擬授業
（要申込）
／学
10：30〜16：30 科イベント／留学説明会／就職説明会／保護者説明会／キャンパスツアー／個別相談／
ネイティブスピーカーと話そう／クラブ発表 など

す。
自分で責任を持ち自分の方法を見つけ出していくという積極的な方法の発見が第
一の課題となるでしょう。小さな失敗は恐れず、未来への大きな夢を支えに学習活動を

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

全体説明
（大学＆入試説明会）
／模擬授業
（要申込）
／学科イベント／留学説明会／就職説
10：30〜15：30 明会／保護者説明会／キャンパスツアー／個別相談／ネイティブスピーカーと話そう／クラブ
発表 など

を許可されました。水谷学長は告辞で「四年間を有効に過ごすためには将来の目標を
能力は、一人ひとりの人間の個性を活かした能力がどれだけ発揮できるかということで

主な内容

NUFS OPEN CAMPUS
ー名古屋外大のすべてVol.1ー

入学式が挙行され、外国語学部５９１名、現代国際学部２５３名、
３年次編入１３名の学

明確にすることが大切です。将来、大学を卒業して実社会で活躍していく時に生きる

開催時間

7/24
（日）

２０１１年４月１日
（金）、本学アリーナにおいて２０１１年度名古屋外国語大学・大学院
部生と大学院生２０名（博士前期課程１９名、博士後期課程1名）、合計８７７名が入学

イベント名

■入試対策講座
開催日

イベント名

12/18（日） 入試対策講座

開催時間

主な内容

13：00〜17：00

全体説明
（大学＆入試説明会）
／入試対策講座
［英語］
［ 国語］
／キャンパスツアー／個別
相談／ネイティブスピーカーと話そう など

開催時間

主な内容

開始してください」
と新入生にアドバイスしました。
国語、
日本語（留学生代表）
で歓迎のスピーチを述べました。

２０１１年度名古屋学芸大学
大学院・大学・短期大学部
入学式

自分の創意と判断で未来へ挑戦
学部、大学院、短大部合わせて８８０名が入学

学・短期大学部の合同入学式が挙行されました。大学院１２名（栄養科学研究科博士
前期課程４名、
メディア造形研究科修士課程４名、子どもケア研究科修士課程４名）、管

名古屋学芸大学
■オープンキャンパス
開催日

7/17
（日）

イベント名

NUAS Live 2011
10：30〜15：30 全体説明／デモンストレーション／体感授業／保護者説明会／個別相談 など（申込不要）
ー名古屋学芸大学のすべてー

■キャンパス見学会
開催日

9/18
（日）

イベント名

開催時間

キャンパス見学会＆
入試対策講座

13：00〜17：00

主な内容

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

２０１１年４月３日
（日）、本学アリーナにおいて２０１１年度名古屋学芸大学大学院・大

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

この後、各学科の在学生代表および日本語教育センターの留学生代表が、新入生に対して各専攻語学である英語、
フランス語、
中

全体説明／施設見学／学科・専門試験対策講座／保護者説明会／個別相談 など（対
策講座のみ要申込）

理栄養学部１７４名、
メディア造形学部２９５名、
ヒューマンケア学部１７８名、
３年次編入４
名の合計６５１名、
同短期大学部は２１７名、
総合計８８０名の入学が許可されました。
名古屋学芸大学の井形学長が告辞の中で「大学生活は、生きた知識を身につけな
がら人生をどう切り開いていくか、先生、先輩の背中を見ながら自分で学び育っていくこ
とが求められます。新しいことを学び、
自分の創意と判断を従来の知識の中に取り入れ
ていくことが必要です。大学は未来へ挑戦するチャレンジ精神を育てる場所です。視野
を広く持って多くのことを学び成長していってください」
とエールの言葉で新入生を歓迎しました。

これからの人生の基盤となるものを見つけて
中西理事長が新入生を激励

２０１１年４月５日
（火）、名古屋市公会堂において、
２０１１年度ＮＳＣ専門学校４校
の合同入学式が挙行されました。

開催日

7/17
（日）

イベント名

開催時間

主な内容

NUAS Live 2011
10：30〜15：30 全体説明／体感授業／個別相談 など（申込不要）
ー名古屋学芸大学のすべてー

9/18
（日） キャンパス見学会

13：00〜17：00 全体説明／施設見学／個別相談 など（申込不要）

NSC
開催日

イベント名

7/9
（土）
・10
（日）
・23
（土）
・24
（日）
8/6
（土）
・7
（日）
・27
（土）
・28
（日） 体験入学
9/17
（土）
・18
（日）

開催時間

主な内容

10：00〜15：00

自由なキャンパスで個性を伸ばす教育をコンセプトとして、実社会で
役立つプロとして認められるための専門教育を身につけます。入学前
にカリキュラムを理解し、適性を見出すのと学校や先生を知るための
最適なイベントです。
体験入学はもちろんのこと、入試全般についてもアドバイスいたします。
出願から受験までの相談に応じています。個別相談もできます。

中西理事長は告辞の中で「これからの時代は画一的な価値観・道徳観では計り
しれないことが多くなり、個々の持つ多様性が重要視されるようになることでしょう。
時間を大切に、専門分野での実力を十分に身につけることに邁進してください。何事

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

２０１１年度ＮＳＣ専門学校
合同入学式

名古屋学芸大学短期大学部

10/15
（土）
・16
（日）

体験入学＆入試相談会

10：00〜15：00

11/12
（土） 12/10
（土）
1/21
（土） 3/10
（土）
・11
（日）

ミニ体験入学＆
見学相談会

10：00〜15：00

においても自ら積極的になって、
これからの人生の基盤となるものを見つけてくださ
い」
と新入生を激励しました。
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「やりたいことがあるけど、
やったことがない」
「やりたいことが何なのかわからない…」
そう悩んでいる人は、
まずいろ
いろ体験してみよう。様々な実習が体験できるので将来の自分探しに
ピッタリです。
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＜名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部＞

大学説明会開催

学びの特色とポイント

名古屋学芸大学

高校教員を対象に学びの特徴と入試情報などを紹介
２０１１年５月１７日
（火）
に名古屋学芸大学および名古屋学芸大

路担当、英語担当の教員などを対象にした説明会で、
２日間で計
約２００名が参加。各大学の特色、各学部・学科の特徴とポイント、

語大学の大学説明会がそれぞれ開催されました。

２０１１年度入試の結果および２０１２年度入試の変更点などを紹

これは、
愛知・岐阜・三重・静岡・長野・滋賀県下の高等学校の進

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

学短期大学部の大学説明会、
翌週の５月２４日
（火）
に名古屋外国

「３つの学部が連携・協
力することで、大学として
まとまっているのが本学
の特徴です」
とあいさつ
する井形学長。

介し、
合わせて学内視察も実施しました。

特徴とポイント

子どもケア学科

管理栄養学科

学び

ネイティブスピーカー

留学

中部地区唯一の
外 国 語 大 学として
語 学 教 育 、留 学 、
国 際 教 養 教 育に強 みを持 つ
２学 部７学 科
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プロフェッショナルな人材を育成する
３学部５学科

ファッション造形学科
●デザインとビジネスの両面からファッション業界全体を学ぶ。
●社会に出てから大きな力となる企画力、
クリエイティブ力を身につけ
た人材の育成。
●授業を通してのコンテストへの参加。

キャンパス
●最新の語学教育施設・システムを導入。ラン
ゲージトレーニングセンター
（ＣＮＮやBBCな
ど海外のニュースを視聴可能）
、
マルチメディ
アラーニングセンター
（映画のＤＶＤや語学
学習ソフトを活用）、
スピーキングラボ
（会話
を録画し、
自ら確認・評価できる）、同時通訳
室（国際会議で使用される同時通訳室を学
内に再現）
。

キャリアサポート
●航空、旅行、
ホテル、運輸・物流、
メーカー、商社、
マスコミ、教育など語
学力が活かせる分野を中心に幅広い就職実績。
●航空・旅行・ホテル業界をめざす学生をエアラインドリカムプランでサ
ポート。
●マスコミ・外資系企業・公務員など幅広い業種に対応した就職対策講
座や資格支援講座を開講。

徹底的に取り入れ、

名古屋学芸大学短期大学部

●総合的にプロデュースできる人材の
育成。
●映画撮影現場でのインターンシップな
ど豊富な現場体験。
●プロ仕様の施設・設備で本格的な教
育を実践。

デザイン学科
●デザインの土台となる
「考える力」
と
「創る力」
を１、
２年でバランスよ
く習得。
●企業とのコラボレーションにより、製品化のプロセスに関わり、理解
する。
●企業担当者を招き、
自分の作品をプレゼンテーションするコンタクト
展を開催
（３年次）
。

学びの特色とポイント

現代総合学科
興味に合わせて学びを選択できる７つの履修モデルを設定。専門
教育分野をしっかり学び、各自の進みたい方向に向け、キメ細かく
指導。
●メディカル秘書モデル

●ＴＯＥ
ＩＣ＆ＴＯＥＦＬＳｔ
ｕｄｙＳｕｐｐｏ
ｒ
ｔ
：実力・目的別にコース設定した試験
対策講座を毎学期開講
（無料）
。
ＴＯEIC
（Ｉ
Ｐ）
を年３回学内で実施、卒
業までに１２回受験可能
（無料）
。
スコアアップを徹底サポート。
「学職カフェ」
を開設。
ＮＥＷ 就活サテライトラウンジ名駅を設置。東京・大阪にも
ＮＥＷ 緊急支援実施中！遠隔地就職活動交通費支援制度で就職活
動をバックアップ。

映像メディア学科

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

●国際交流協定校は世界１１ヵ国６４大学
（本学独自の協定でキメ細かい対応を
可能に）。
●本格留学をする学生数は中部地区トップ
（全国６位）。
●長期、中期、短期と、期間・目的に応じて
選択できる多彩な留学プログラムがさらに
充実。
ＮＥＷ ［留学費用全額支援］
の新制度が
２０１２年度からスタート。
ＮＥＷ ウォルトディズニーワールドリゾート
連携プログラムを含む、UCR特別
留学を実施。

●語学教育を担当する外国人教員は１５８人。
●世界16の国と地域から１９０人の留学生（約７０％
が英語圏出身）
を受け入れ
（２０１０年度実績）
。
●外国人留学生と日本人学生の合同授業「英文日
本事情」
を全２２科目開講。

●ＰＵＴ
（パワーアップチュートリアル）
：学生３人
に対して外国人教員１人の超少人数語学授
業を全学科で開講。徹底した少人数教育を
実践。
●副専攻語学に８ヵ国語を設定（英語、
フラン
ス語、中国語、
ドイツ語、
スペイン語、
ポルトガ
ル語、
イタリア語、
ハングル）
。
●ブラッシュアップイングリッシュ：英語の基礎力
強化と学習法を確立する新入生向けの講座
を開講。

「実学」
と
「現場主義」
を

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

大学のグローバル人材
教育について講演する
内田忠男教授。

●医療を中心とした幅広い学びが多彩
なフィールドで活躍する管理栄養士の
土台に。
● 万 全の国 家 試 験 対 策で管 理 栄 養
士合格者数、中部地区NO.1の１６２
名合格（２０１１年度実績）。合格率
９６．
４％。
●試験直前の対策講座では全教員が
全教科にわたり徹底サポート。

●幼児保育専攻：定員８０名を１２０名へ大幅増を計画中。
●「こころ」
と
「からだ」
をトータルにケアできる子どものスペシャリストを養成。
●現場に強い実践的な教育を実践。
●高い採用実績
（養護教諭、公立保育園・幼稚園など）
養護教諭採用３８名。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「今後も一人ひとりの学生
を大切にする教育を実践
していきたいと思います」
とあいさつする水谷学長。

診療・調剤・介護の各報酬制度を学び、
メディカル秘書としての総合的なスキル
を身につけます。
●養護教諭モデル
現場に強い養護教諭の養成のため、学内外での実習や研修が充実しています。
●グローバル英語モデル
よりリアルに、
より本番に近く。充実した学習・演習室で、実践力を身につけます。

●ビジネス実務モデル
企業人の実際を知る講演、
学外実習など、
実社会に直結するリアルな授業科目
が充実しています。
●食生活モデル
充実した実習授業で、
身につけた知識を実生活で生かす方法を学びます。
●ファッションデザインモデル
ファッションの「デザイン」
と
「ビジネス」の両面をバランスよく学びます。
●デザインモデル
デザインの基本と多彩なデザイン手法を学ぶことにより、
自分の思いを総合的
に表現し、形にします。
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2011年度教員採用状況

名古屋学芸大学
2011年度教員採用結果について

名古屋外国語大学

2011年3月名古屋学芸大学大学院を卒業した1名が、栄養教諭専
修免許状を取得しました。
また、名古屋学芸大学を卒業し、一種教員

教員採用者数（2011年4月1日現在）

今春、名古屋外国語大学・大学院を卒業または修了し、公私
立学校の教壇に立っている者は、非常勤講師を含めて26名、
ま

愛知県

17

岐阜県

9

小野田章二

を持って頑張った結果であり、
教職員の熱心なサポートの賜であると思
います。
来年度以降も、
年々増加していくことを期待しています。

免許状を取得した者は、養護教諭76名、幼稚園教諭83名、栄養教諭

また
「幼児保育専攻」の卒業生の就職状況は大変な就職難の時代に

29名、
中・高等学校保健32名、
中・高等学校美術9名、
高等学校情報4

もかかわらず、
3月の時点で就職内定率95.9％という好成績を収めました。

名など合計274名で昨年より5名増でした。
このうち多くの学生が教員

今春の養護教諭及び幼稚園教諭の採用結果
（養護教諭については、
複数県の合格者があるため、
正規採用者の実人数は18名）
を一覧にまとめ

採用試験を受験しました。
2011年4月の時点での名古屋学芸大学における現役生を中心に教

ました。
なお、
ここでは幼稚園教諭として採用された人数のみ掲載しました。

た既卒者で報告のあった数を含めると、全体で35名が教職に

静岡県

1

就いています。
なお、報告のあった者の県別の採用者数は表の

長野県

1

石川県

2

験結果ですが、
依然として全国的に倍率が高く、
特に現役で合格する

採用がある県では昨年同様、志願者が多く超難関となっています。
そ

全体数が30名を超える大きな数字になったこと、
第二に地元の愛

横浜市

1

ことが大変厳しい状況の中、
現役合格者数は前年度より10名増えて23

の中で一次試験を通過したものが9名と、
これまでで最多となりました。

知県・名古屋市での採用だけでなく、
他県にも広まったことなどが

埼玉県

1

名と大健闘でした。
（私立合格者2名及び補欠合格1名を含む。
）
2009年

さらに二次試験に合格して正規の栄養教諭に採用されたのは現役で

挙げられます。

大阪府

1

卒
（1回生）
の合格者数は14名、
2010年卒は18名
（内卒業生5名）
、
2011

愛知県3名、三重県1名の合計4名で、昨年より1名増加しました。特に

年卒は39名
（内卒業生16名）
と、
この3年間は右上がりに合格者数が伸

愛知県では県全体の採用者数10名のうち、名古屋学芸大学出身者

岡山県

1

びています
（卒業生については報告のあった数）
。
学生一人一人が目標

が3名、過年度卒1名の合計4名で、四割を占めたことは本学学生・教

鳥取県

1

計

35

通りです。
本年度の特色としては、
まず第一に昨年度に続き3年連続して

の本学卒業生の活躍も大いに期待されるところです。
また、
4月から教壇に立った新任者からは、
まだ現場経験として
は2ヶ月弱ですが、
色々便りが届いています。
初任者研修をはじめ
年度始めの多忙さや、
教室で実際に生徒と向きあって、
それまで

まず、
本年度3回生となる
「子どもケア専攻」の「養護教諭」の採用試

が予想されますが、
是非先輩に続いて挑戦して欲しいと思います。

15現在）
｛養護教諭｝
養護教諭及び幼稚園教諭等採用結果（2011.4．

県

名

愛 知 県
岐 阜 県
三 重 県
静 岡 市
浜 松 市
横 浜 市
東 京 都
京 都 府
奈 良 県
神 戸 市
福 島 県
私

学
計

正

規

臨時（養護教諭 講師） 臨時（介護員等）

9
0
2
0
1
1
2
0
0
0
0
1
2
18

10
3
2
2
0
2
0
1
2
1
1
0
0
24

15
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

合

計

34
3
5
3
1
3
2
1
2
1
1
1
2
59

「情報」の免許取得者で、非常勤講師として高等学校に採用され
た者が1名、
美術の教師として岐阜県公立中学校に現役で合格し、
採
用された者が1名あったことを併せて報告いたします。
来年度に向けて、全国の情報収集に努め、受験対策講座や面接

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋市

る様子がよくわかります。
教員として大きく成長してほしいものです。

ました。栄養教諭については、すべての県で採用があるとは限らず、

職員にとって大いに自信になると思います。来年度も超難関であること

予想しなかったような生徒の行動についての驚きなどを味わってい
学校現場の楽しさ、苦しさを原動力にして、
これから一人前の

管理栄養学部の卒業生は「栄養教諭」
を目指し採用試験を受験し

員採用試験関係の結果を報告いたします。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

今後は本年度に続く形で、
地元東海地区だけでなく他府県で

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2011年度教員採用 35名が教職に

名古屋学芸大学教職課程主任

指導などを通して、
学生たちの希望達成の援助をしっかりしていきたい
と思っています。
｛幼稚園教諭関係のみ｝
（認定こども園に採用されたものは幼稚園教諭として集計）

県

名

正

愛

知

県

岐

阜

県

三

重

県

静

岡

県

規

臨時・嘱託等

11
3
1
1
16

計

合

1
０
０
０
1

計

12
３
1
1
17

2011年度
教員採用試験養護教諭 22名合格！
2011年度4月採用の養護教諭採用試験において、名古屋学芸大

英語教育学科から
「自我作古」第3号が発刊されました。
創設3年目の記録として、本学科の教育課程上の特徴の一つである早期海外研修に焦点
をあて、
ボストン大学とオーストラリアン・カソリック大学を中心に編集されています。
表題は
「我より古
（いにしえ）
を作
（な）
す」
と読みます。14世紀の中国、宋時代に記された歴史書『宋史』
にある箴言
です。英語教育学科という新しい分野を開拓するにあたり、幾多の困難や試練を乗り越え、後世に何かを残すべく
努力する学科等関係者の気概を示すものとして表題としました。
また、福沢諭吉や小泉信三が好んだ言葉でもあり、学科の発展にとっての道標となっています。

学短期大学部養護教諭モデルでは、現役2名（公立・私立）、卒業生
20名、
計22名が養護教諭として合格致しました。
愛知県採用予定者のうち、小中学校は50名中9名（18%）、県立校
では10名中4名（40%）計13名が本学の学生及び卒業生です。
また、
静岡県においても20名採用予定中4名（20%）が合格しました。大い
なる活躍に期待しています。

2010年度実施
（2011年度採用）
教員採用試験受験状況
地域

採用数

愛 知 県（ 小・中 ）

50
10
20
10
15
20
50
25
若干名
15

愛 知 県（ 県 立 ）
名

古

屋

市

岐

阜

県

三

重

県

静

岡

県

東

京

都

横

浜

市

長

野

県

神

戸

市

私

学

合

計

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

名古屋学芸大学短期大学部
（2011年5月27日現在）

合格者

本学の
受験人数

47回生

卒業生

合計

23
9
8
2
2
1
3
2
2
2
3
57

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

8
4
2

9
4
2
0
1
4
0
1
0
0
1
22

1
4
1

20

※47P 受験延べ人数は54名
（免許取得予定者48名）
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T O

日進市の将来計画冊子
「つながるストーリー」
を制作

５ヵ月かけて描き上げた渾身作

T H E

D R E A M

愛知デジタルコンテンツ
コンテストでグランプリ受賞

加藤順子さん

八丁味噌をテーマにインパクトあるデザイン

シンプルで分かりやすさを追求
デザインを通して人の役に立ちたい
今回の作品のテーマは、
「 愛知県の地域の産業資源を活か
す」。
そこで、
私は子どもの頃から馴染みのあった「岡崎の八丁味
噌」
を選びました。

今回私が作った冊子は、
日進市の２０１１年度から１０年間の

名古屋学芸大学
デザイン学科４年

渡辺彩さん

２８０ページもあり、
「ぶ厚い冊子を読んでも難しいので、子どもで
も分かるように漫画にしたい」
という要望でした。
２０１０年１０月

つくったマンガではなく、
市職員の方と何度も打ち合わせして意向

トーリーのある家族漫画」
という方向性が決定。つまり、登場人

を反映しながら何度も直して練り上げた作品が、読んだ市民の

物の会話を通して、
日進市の将来人口や防災・防犯、医療、子育

方にもつながっていくことになるので、
期せずして「冊子のつなが

て、
里山保全活動への取り組みなどが理解できるものにするとい

るストーリー」にもなりました。
そして今回の経験は私にとって大き

うことでした。

な契機になったので、
私自身の人生のつながるストーリーにもなる
ことと思います。将来は、一から百まですべて自分でできるような

描き直して具体的なストーリーを作り上げていきました。
コンテのＯ

デザイナーをめざしています。
どんな人生のつながるストーリーを

Ｋが出るまで２ヵ月かかりましたよ。漫画を描くのはほぼ初めてで、

デザインすることになるのか、今から

画づくり、
なかでもポーズづくりには苦労しました。
「こんな描き方も

楽しみです。

いうのが、
私の目標です。
デザインは、人とつながるツールです。
どんな優れたものでも見た目が良くなけれ
ば、
それは正当な評価をされません。性能

加藤さんのグランプリ受賞作品。

決め、
八丁味噌の「八」の字と味噌の写真を全面に大きくレイアウ

や機能に見た目のデザインが加わって初めて一つのものとして

トしました。一番の見せ所は「八」
を白抜きで大きくデザインしたこ

評価されるのです。

と。迫力を出すため、手書きで書いたものを使いました。
自分でも

最後に、後輩にアドバイス。
たくさんのことを吸収すれ

書いてみたのですが、迫力に欠けていたので、字の上手な友達

ば、
それはすべて自分の糧になります。幸いにも学内には

に頼んで書いてもらいました。
「八丁味噌の魅力を広く知ってもら

同じ志を持った

いたい」
という願いをこめて制作しました。

仲 間 がたくさん

「シンプルで分かりやすく」
というのが私のデザインポリシーです。

います。友人と切

今回の作品もほぼ全面黒地に白抜きで八丁味噌の文字と特徴を入

磋琢磨して刺激

れただけのシンプルで分かりやすいデザインだったと自負しています。

しあいながら夢

アートは自分の意思を表現するものですが、
デザインは人のため
のものです。
自己完結型の芸術家ではなく、
人の役に立つデザインを

に向かってチャレ
ンジしましょう。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

そこでストーリーの原案を作って、
打ち合わせを繰り返し何度も

したい。将来そんなデザイナーになりたいと

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

から制作をスタート。市の担当職員の方との打ち合わせで、
「ス

格調高くインパクトのあるデザインにしたいと作品の方向性を

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

ユーモアある作品で
見る人を笑顔に
私の人生のつながる
ストーリーにも
第５次総合計画を漫画化したものです。元の総合計画書は約

※２０１０年１２月１４日 中日新聞掲載

あるんだ」
と他の漫画を参考にしながら、
５ヵ月がかりで何とか完
成に漕ぎ着けました。

日進市の認知症支援
シンボルマークを制作

「私には無理だから、
もう断ろう」
と何度も挫折しそうになりまし
たが、
その挫折を乗り越えられたのは、
周りの友達のおかげです。
「デザイナーをめざす」
という同じ目標に向かって切磋琢磨でき

名古屋学芸大学
デザイン学科３年

鈴木奈央さん

「高齢者を支えるやさしい手」
をハートで表現

る友達がいることは大きな支えです。挫折を乗り越えたからこそ
味わえる達成感。完成した時の充実感は何にも代えがたいもの
がありました。

渡辺さんが制作した冊子「つながるストーリー」

とはいえ、
こうして完成した冊子を見直すと、
「ああすればよ

だんだん込み上げてくる喜び
もっと自分を磨いていきたい
私がデザインした日進市の認知症支援シンボルマークは、
認知
症の人やその家族を地域全体で支える
「認知症地域資源活用

指導教授の小谷先生から「満足することなくどこまでもいいもの

モデル事業」の一環のもので、
マークを通して市民に認知症へ

を追求するのは、
モノを創る人間の宿命だよ、
それだけプロに近

の理解を深めてもらうのが狙いです。

づいたということだね」
とアドバイスされ、
うれしくなりました。

コンセプトを考えていく中でまず、
「見た人に温かさが伝わるよ
う、
ハートの形をアレンジしたものにしたい」
というイメージが膨ら

見る人を笑顔にできる作品にしたいという思いからです。作品の

みました。
「認知症の高齢者に差し伸べられるやさしい手」
をハー

どこかにユーモアのある内容にするのは、
私のポリシーでもありま

ト形で表現することを思いつき、
デザイン画を何枚も描き

す。
そこで、
尊敬する西野先輩に漫画の中にユーモアあるキャラ

け取った瞬間は、
とても緊張しましたが、受賞後時間が経つにつ
れ、
だんだんと喜びが込み上げてきました。
子どもの頃から絵を書くのが好きで、
ノートにキャラクターを書

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

かった、
こうすればよかった」
といろいろ反省点がみつかります。

制作の中で私がこだわったのが、ユーモアを取り入れること。

いて遊んでいたら、
友達に「上手だね」
と褒められたのがきっかけ
で、
何となくデザイン関係の道を志すことにした私ですが、
その選
択は間違っていなかったんだと認められた喜びもひとしおです。
これからも、
もっと
自分を磨いていこ
うと思います。

ました。試行錯誤を繰り返して一番バランスのいいものに

クターで登場してもらうことにしました。西野先輩の明るくひょうき

仕上げていき、
最終的に日進市の頭文字「Ｎ」
も入れこむ

んなキャラクターが全面に出ているので、
ストーリーの中でスパイ

ことができました。

スになっていると思います。

学内の一次選考で優秀作品９点に選ばれ、最終選考

「つながるストーリー」
というタイトルには、
「街づくりはみんなで

は審査員と市民による投票があり、その場で最優秀作

つくってつながっていくもの」
という思いをこめました。
自分一人で
※２０１１年４月１日 中日新聞掲載

品が私の作品に決定。表彰式もあり、壇上で賞状を受
※41頁にGATE WAY TO THE DREAM 特別編を掲載しています。
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名古屋学芸大学
デザイン学科４年

※2010年12月5日 中日新聞掲載
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就職情報

2010年度 就職状況報告

キャリアデザインプログラム2011 文部科学省「大学教育・学生支援推進事業」学生支援推進プログラム採択事業

厳しさ増す雇用情勢の中でも安定の実績！

正課授業も一層充実

就職決定率94.2％達成。

今年度、
≪キャリアデザインプログラム≫は「キャリアデザイン科目」

2010年度は、
リーマンショック以来の雇用情勢悪化が一層深刻化、
中でも中部地区では顕著なものがあり、かつての「就

（正課授業）
をさらに充実させるとともに、昨年度初めて実施し好評

職氷河期」を上回る厳しさであるといわれました。
そのような環境下、本学ではさまざまな支援も交えながら就職活動が進め

だった「就活サマー合宿」
「ランチタイムセミナー」
もさらにスケール

られていきました。若干時間のかかった学生もありましたが、最終的には本学生の強みである国際性と人間力を存分に発揮

アップし、
より実践的な内容を実現しています。

し、本学調査の最終就職決定率はほぼ前年並みの94.2％
（全国平均91.1％※）
を達成することが出来ました。就職先は主

さらに今後は「エントリーシート対策」
「面接対策」
もこれまで以上の

（※文科省・厚労省共同調査2011年4月1日現在）
要企業を含む幅広い業界に渡っており、厳しい中にも安定した実績を示しています。
■

2010年度就職先企業の業種別分類
航空3.6％

主な就職先企業
航

空

ホテル
4.2％

運
ホ
メ

ー

カ

商
商業
21.6％
情報・通信
4.2％

名古屋観光ホテル、
ジェイアール東海ホテルズ、
ヒルトン名古屋、名鉄グランドホテル、
小田原ヒルトン、
リゾートトラスト 他

ー

京セラ、
日本特殊陶業、
ローランド、住友電装、
ファイザー、
日本パーカライジング、
三五、
マルサンアイ、鳴海製陶、中日本炉工業、ユニバンス 他

業

豊田通商、第一実業、
オリバー、
リコージャパン、中央工機、
デュプロ販売、東陽、
バロー、
ジャパンビバレッジ、
アルペン、
日本トイザらス、
エディオンＥＡＳＴ 他

金 融・保 険

三菱東京ＵＦＪ銀行、第三銀行、瀬戸信用金庫、岐阜信用金庫、中日信用金庫、
東海東京証券、東京海上日動火災保険、
かんぽ生命、
トヨタファイナンス 他

サービス・その他

郵便局、平安閣、愛知冠婚葬祭互助会、長島観光開発、
ワタミフードサービス、
愛知県厚生農業協同組合、
イオンディライト、
トヨタホーム東海 他

教 育・公 務

公立・私立学校教員、海外日本人学校、
イーオン、秀英予備校、国家・地方公務、
外務省在外公館派遣員、駐名古屋中華人民共和国総領事館 他

2011年度 就職の展望

※他学年も可

震災による雇用悪化も懸念

※講座により
学年指定

事

名

行

事

名

キャリアガイダンス

対

象

1〜3年次

職業適性検査
「自己発見レポート」

1年次

職業適性検査
「自己プログレスレポート」

2年次

職業適性検査
「キャリアアプローチ」

3年次

進路面談

3・4年次

職業適性検査
「自己発見レポートⅠ」
職業適性検査
「自己発見レポートⅡ」
職業適性検査
「キャリアアプローチ」
キャリアデザインⅠ

対

容

5月

学生生活の目標を持つ

1 年次 4 月 2 年次 4 月・10 月

進路選択指導・資格講座の紹介 等
学生生活の目標を持つ

2 年次

5月

3 年次

6月

1 年次

1 期・2 期

5月

10月
4〜7月

2年次※他学年も可

キャリアデザインⅡB

2年次※他学年も可

インターンシップ
インターンシップ

2・3年次

キャリアプラン(Ⅱ)
キャリアプラン
（Ⅱ）

2年次※他学年も可 21期
・2期
年次

成長確認と目標再設定

成長確認と目標再設定

就職活動に向けての自己分析

就職活動に向けての自己分析

各学科教員による個人面談

人生目標と就職
（2単位）

1期・2期

授業時間内

人生目標と就職
（2単位）

1期・2期

授業時間内

社会とルール
（2単位）

1期・2期

授業時間内

会社経営
（2単位）

2 年次
2 年次
2 年次

1 期・2 期
1 期・2 期
1 期・2 期

5〜9月
2・3
年次 事前･事後研修含む
5 月〜 9 月
授業時間内
1 期・2 期

社会とルール
（2単位）
会社組織と経営
（2単位）
Current Topics
（2単位）

職場体験実習
（2単位）
職場体験実習
（2単位）
総合キャリア講座
（2単位） （2単位）
総合キャリア講座

キャリアプランⅢ
3年次
キャリアプランⅢ−１
（自己分析とＥＳ・履歴書対策）

就職活動準備講座
36〜7月/11〜12月
年次
就職活動準備講座
5 月〜 6 月／ 10 月〜 11 月

キャリアプランⅣ
キャリアプランⅢ−２
（実践・採用面接）

4年次

312月
年次

各種資格支援講座
ヒューマンパワーアッププログラム
Ⅰ

1・2年次

全学年
講座による
5〜7月/10〜12月

各種資格取得支援
人間力向上講座
・グループディスカッション

漢字検定試験
ヒューマンパワーアッププログラム
Ⅱ
（企業研究会）

2年次

全学年
6 月・1 月
2年次10月〜3年次7月

学内実施試験
ゼミ形式による企業分析･プレゼンテーション

6 月・11 月・2 月

学外実施試験
各種資格取得支援

社会人準備講座
就職活動準備講座
6 月〜 7 月／ 11 月〜 12 月

全学年

全学年
講座による

まざまな分野に現れてきています。産業界においても、
先行

な活動が望まれます。本学ＣＳセンターにおいてもあらゆる

第 1 回就職ガイダンス
漢字検定試験

全学年

36年次
・1月

4月

学内実施試験 心構えと準備

きの不透明感が雇用情勢へ少なからず反映されるものと

面での学生支援に邁進する所存です。

秘書検定 準1級・2級試験

第 2 回就職ガイダンス

全学年

3 年次

6月

学外実施試験

3 年次

9月

3 年次

11 月

3 年次

12 月

3 年次

1月

4 年次

5 月〜 6 月

3 年次

2月

3 年次

10 月〜

全学年

5 月〜翌年 4 月

3 年次

12 月

第 3 回就職ガイダンス

早期から準備が必要な業界の就職対策、
また一般の就職
試験・面接等の対策など、就職支援のため各種課外講座
います。

2011年度開講講座

パワーアップエアラインプログラム
（入門・特訓・選抜各コース）
、
国内・外資系エアライン受験対策講座、マスコミ就職対策講座、
アナウンサー・キャスター養成プログラム
（アナウンサー就職入
門編・基礎能力育成コース・パワーアップ演習コース）、外資系･
グローバル企業就職対策講座、公務員試験対策講座、接客･旅
客サービス業務就職対策講座、就職サマー合宿、就職筆記試験
（SPI）
対策講座、
日経新聞の読み方講座、就活マナー・メイク講座

いて、
専門の講師による対策講座を開講しています。
さらに
資格取得者には奨励金支給など万全の支援体制をとって
います。

第3回就職ガイダンス

3年次

第4回就職ガイダンス

3年次

求人票ガイダンス

3年次

各種就職支援講座

全学年 学年指定

就職実践模試
「START」

3年次

面接対策講座
（模擬面接指導）

3年次

業界セミナー

3年次

3 年次

12 月（予定）

内定先輩交流会
サテライトミニセミナー

3年次

11月年次
3・4

年間

4年次内定者との懇談
書類・面接対策講座等

ＯＢ・ＯＧ交流会
合同企業説明会

3年次

41月
年次

5 月〜

業界別卒業生との懇談
学内合同企業展

企業セミナー
就活サマー合宿

3年次

32月
年次

9月

企業別概要説明
心構えと実践

合同企業研究会
業界セミナー

3年次

32月
年次

11 月

■

2011年度開講講座

学内合同企業展
業界別概要説明

（国内・総合）
、
Ｉ
Ｔパスポート
国家資格…通関士、旅行業務取扱管理者
公的・民間資格…秘書技能検定
（準1級・2級）
、
国内旅程管理者研修
（ツアコン）
、漢字能力検定、
日商簿記検定
（3級）

第 6 回就職ガイダンス
4 年次未内定者ガイダンス
求人票ガイダンス

各種就職支援講座

就職実践模試「START」
面接対策講座（模擬面接指導）

④ 就職イベント

資格取得支援
キャリア形成や将来設計の上で有意義な資格取得につ

3年次

第 5 回就職ガイダンス

ランチタイムセミナー

④ 就職イベント

を開講しています。一部で受講料補助などの支援も行って

■

進路登録、業界研究

第2回就職ガイダンス

※講座により

9月

11月
12月
1月
2月

6〜翌年4月
12月
2月
（予定）
11月

進路登録、
業界研究

企業研究、応募企業選択

企業研究、
応募企業選択
就職試験対策
直前チェック

就職試験対策
直前チェック

Ｎ Ｓ Ｃ

本学で特に力を入れているエアライン、
マスコミをはじめ

自己分析

3年次

③ 就職対策

就職支援講座

6・11・2月

第1回就職ガイダンス

第 4 回就職ガイダンス

③ 就職対策

キャ リア 支 援 行 事

Ｎ Ｓ Ｃ

秘書検定 準 1 級・2 級試験
各種資格支援講座

みられ、
引き続き厳しい就職状況となりそうです。学生の皆

容

4月

さんは、一層気を引き締め、
自己の強みを活かした積極的

東日本大震災の影響が、被災地域のみならず全国のさ

内

1 年次

キャリアデザインⅡA

キャリアデザインⅡB

内

1 〜 2 年次

1年次※他学年も可

キャリアデザインⅡB

日 程

進路選択指導・資格講座の紹介 等

キャリアデザインⅠ

キャリアデザインⅡA

日 程

象

1年次5月、
2年次 5・10月、
3年次4・6月

名古屋学芸大学短期大学部

アパレル
4.7％

ル

② キャリア形成教育

名古屋学芸大学短期大学部

保険
2.9％
金融・証券
5.2％

輸

ＪＲ東海、
日本通運、
日本トランスシティ、
トヨタ輸送、福山通運、
センコー、旭運輸、
佐川急便、五洋海運、東海協和 他

︵正課授②
業キ
︶ャリア形成教育
キャリアデザイン科目

サービス
14.9％

テ

JTB東海、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、JTBサポート中部、
エイチ・アイ・エス 他

︵正課授業︶
キャリアデザイン科目

メーカー
11.8％

行

行
キャリアガイダンス

名古屋学芸大学

旅

先輩内定者との交流会
エミレーツ航空、
ガルーダ・インドネシア航空、
フジドリームエアラインズ、
ANA中部空港、
ＡＮＡエアサービス東京、
ドリームスカイ名古屋 他

① キャリアを考える

名古屋学芸大学

教育
10.2％

運輸
6.5％

旅行3.1％

強化を図るよう、新規行事の導入を計画中です。

① キャリアを考える

その他5.5％
公務1.6％
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information

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

就 職 状 況

CAREER SUPPORT
名古屋外国語大学

求人情報提供等

求人票検索方法と内容の見方

求人票検索方法と内容の見方

就職のための各種講座

昼休憩を利用したミニセミナー

一般常識模擬試験
集団面接指導

就職のための各種講座
一般常識模擬試験

業界別概要説明

集団面接指導

内定先輩交流会

3 年次

11 月（予定）

4年次内定者との懇談

ＯＢ・ＯＧ交流会

3 年次

2 月（予定）

業界別卒業生との懇談

企業セミナー

3 年次

1 月〜 2 月

企業別概要説明

合同企業研究会

3 年次

2月

学内合同企業展

36

CAREER SUPPORT
名古屋学芸大学

information

キャリアガイダンス

第6期生（2011年3月卒業生）の就職実績 （2011年5月1日現在）

前年を上回る全国トップクラスの就職実績―「専門業界・専門職種」に８割以上が就職

年を上回る実績を上げることができました。
これは低学年次より、
学生、
大学、
保護者が三位一体となり取り組んできた社会的及び職業的
自立心の涵養、
就業力の育成などキャリアガイダンスの成果が上がりつつあることの証左と言えます。
大学全体の就職決定率

96.6%

85.2%

80.2%

栄養教諭、
公務員、
病院、
食品、
給食など食に関する多様な分野で管理栄養士として就職。

管理栄養学部は、
文部科学省の管理栄養士養成施設として厚生労働省から認可を受
けています。管理栄養士国家試験合格を目指して各大学は差別化をはかるため、
独自の

●栄養教諭(愛知県、三重県、岐阜県）
●栄養職公務員
（愛知県、静岡県、富山県、名古屋市、静
岡市、東海市、津市、浜松市）
●独立行政法人国立病院機構
（名古屋医療センター・豊橋医療セン
ター・三重中央医療センター・金沢医療センター・石川病院・小倉医療センター）
、名古屋大学附属病
院、愛知医科大学附属病院、藤田保健衛生大学附属病院、名古屋第二赤十字病院、聖隷福祉事
業団●社会福祉法人サンライフ●味の素、
明治、
敷島製パン、
フジパングループ本社、
日本食研、
カネ
美食品●エームサービス、
トヨタ生活共同組合、
魚国総本社 名古屋本部、
日本ゼネラルフード●スズ
ケン、
中北薬品、
スギ薬局、
中部薬品 （順不同、
第１期生～第6期生の実績）

ドラッグストア
医薬3％
品卸1％
製薬1％
外食4％
中食1％

その他
9％

食品10％

福祉施設
給食 11％
32％

メディア造形学部
独立・自営6%

写真、
TV、
映画、
アニメ、
ゲーム、
劇場などあらゆるメディア業界に幅広く就職。
●アイ・エム・ジェイ●葵プロモーション●アマナ●IMAGICAグループ●ADKアーツ●NHKプラネット
●キュー●共同通信社●京都アニメーション●クリーク・アンド・リバー社●クロステレビ●サン・アド●CAＴ
Ｖ愛知●資生堂●スクウェア・エニックス●中部ケーブルネットワーク●東映アニメーション●東京スポーツ
新聞社●名古屋テレビ映像●博報堂プロダクツ●バスク●パナソニック映像●プロダクション・アイジー
●フロム・ソフトウェア●マックレイ●横浜スーパー・ファクトリー
（電通広告制作子会社）●楽天●若尾
綜合舞台 （順不同、第１期生～第6期生の実績）

サービス関連5%
ファッション関連2%

就職決定者数：55名

主な就職先

96.5%

ファッション造形学科

学びを活かし、
ファッションの専門業界・専門職種に就職。

その他
16％

就職決定者数：60名

ヒューマンケア学部

広告代理店・
広告制作会社関連6%
出版･印刷・アニメ・
写真関連13%

メーカー関連
7%

就職決定者数：65名

主な就職先

97.0%

子どもケア学科 幼児保育専攻

医療・心理の専門知識と技術をあわせ持つ幼稚園教諭・保育士として就職。

96.1%

就職決定者数：73名
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主な就職先

就職決定率

●公立幼稚園教諭
（豊田市、岡崎市、
刈谷市、
浜松市ほか）
、
私立幼稚園教諭
●公立保育園保育士
（名古屋市、
一宮市、
津市、
日進市、
豊橋市ほか）
、
私立保育園保育士
●福祉施設
（名古屋市西区社会福祉協議会、
青い鳥医療福祉センター、
浜松市文化振興財団）
●公務員
（行政職）
等
（知多市・羽島市ほか）
●一般企業
（順不同、第１期生～第3期生の実績）

検査機関での様子

●早期体験報告書Ｃさん
（食品会社）
食品会社は、
こだわっている食品開発では前年
販売したものをもう一度見直して改良点を検討
し、
サンプル作りや試食を繰り返す。検査分析を
経て商品が生まれる、営業部署が完成品を携え
て交渉が成立して店頭に並ぶ。各部署の綿密
な連携があって商品は販売される運びとなる、
そ
んな流れを自身で理解できたことは大きな収穫
だった。

美容・ウエディング
関連1%
服飾雑貨・
ジュエリー関連7%

建築設計デザイン関連4%
インテリア・
ディスプレイデザイン関連18%

■映画インターンシップ プロの映画制作現場で就業体験
～映画「キツツキと雨」の制作現場にインターンシップとして参加～

その他
17％

2011年4月1日～4月20日まで、映像メディア学科映画ゼミ生4名が、
「キツツキと雨」の
総合アパレル53%

撮影現場（岐阜県恵那市、
中津川市ほか）
にインターンシップとして参加しました。監督は
「南極料理人」を大ヒットさせた沖田修一監督、木こり役で役所広司さん、
そして気弱な

アパレル小売22%

映画監督役に小栗旬さんが出演されました。広い牧場の中、200人程のエキストラもスタ
医療・福祉施設2%

ンバイし、雨も降らせての過酷な撮影の中でも、役者もスタッフもリラックスした雰囲気の
中、
出来上がりを楽しみにしている様子でした。
（3月29日クランクイン・5月2日クランクアップ・
2011年7月完成予定 配給：角川映画）

心身両面をケアできる養護教諭などとして、
学校・施設に就職。
就職決定率

●早期体験報告書Ａさん
（検査機関）
実習をとおして感心したのは入社3年目で自主的
にカビの研究をしている人がいたこと。仕事を確
実に早くするためその勉強を続けていると知り自
身反省させられた。
それに加え検査の手順を教え
て下さる社員の方の測定の正確性に対する注
意力、気の配りように驚くと同時に衛生検査がと
ても繊細で失敗が許されない重要な仕事である
ということを肌で感じた。

グラフィックデザイン関連9%
流通関連9%

一般企業等6%

●養護教諭
（愛知県、名古屋市、
岐阜県、
三重県、
静岡県、
滋賀県、
東京都、
神奈川県、
横浜市、
大阪府の各公立学校ほか）
●教育関係職員
（愛知県立岡崎養護学校、三重県立高校、岡崎市立中学校、長久手町適応指導
教室ほか）
●公務員
（行政職）
等
（刈谷市、碧南市、
飯田市ほか）
●一般企業 （順不同、第１期生～第3期生の実績）

とが今後の授業への目的意識を高めることとなる必定のプログラムといえそうです。

WEBコンテンツ関連5%

独立・自営13%

その他2%

子どもケア学科 子どもケア専攻

位認定はされませんが99％の学生が参加、
関心の高さがうかがわれます。
ここで学んだこ

教育関連32%

養護教諭58%

学生は、
インターンシップとして現
場を経験するだけではなく、映画
監督役の小栗旬さん率いる撮影ス

公務員
2%
一般企業等
8%

保育・教育関連企業1%
幼稚園教諭21%

福祉施設12%

保育園保育士56%

タッフの一員として出演もしました。
プロデューサーの久保田傑さんか
らは「本当に優秀で、助かってい
ます」
とのお言葉も頂き、学生達に
とっても幸運な出会いとなったよう

インターンシップに参加して
映像メディア学科 ４年

山下幸恵

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

98.4%

主な就職先

就職決定率

●オンワード樫山●三陽商会●ユニクロ●青山商事●サンエーインターナショナル●瀧定名古屋
●クロスプラス●タキヒヨー●サンラリーグループ●ヒロタ●ユナイテッドアローズ●トゥモローランド
●アッシュ・ペー・フランス●カイタックグループ●ベイクルーズ●ファイブフォックス●ルック
●ギャップジャパン●ジュンアシダ●ドルチェ・アンド・ガッバーナ・ジャパン●クロスカンパニー
●ワールドストアパートナーズ●ケイ・ウノ●高見●ラビアンローゼ●日本紡績検査協会
（順不同、第１期生～第6期生の実績）

番組・
映像制作プロダクション
38%
写真スタジオ関連
15％
アニメ・ＣＧ・ＣＭ・
ゲーム・Ｗｅｂ6％

広告、
出版、
印刷、
インテリア、
グラフィックデザイン関連など専門業界・専門職種に就職。
●アイリスオーヤマ●アド・イーグル●アド・パブリシティ●IＮＡＸ●インクスエンジニアリング
●インパクトたき●エルコンパス●がまかつ●サトーグランド●サンヨーハウジング名古屋
●サンライト●スタジオジブリ●大和グラビア●スペース●凸版印刷●豊田合成●トヨタホーム愛知
●トヨタ紡織●浜乙女●日本ハウス●藤栄●パナソニック電工●プリテック●ホシザキ電機
●明治チューインガム
（順不同、第１期生～第6期生の実績）

マスコミ・放送1％

情報通信6%
劇場・式場
2％
広告・印刷・出版
2％

デザイン学科

就職決定率

健診施設
1％

て35の施設の方々のご協力を得て早期体験学習が実施されました。早期体験学習は単

名古屋学芸大学短期大学部

就職決定者数：65名

主な就職先

名古屋学芸大学短期大学部

87.8%

その他
14％

たのがこの「早期体験学習」です。平成19年度からこの学習はスタートし、
平成22年度は
病院7、
健診施設2、
福祉施設7、
給食9、
食品4、
ドラッグストア1、
検査機関3、
その他合わせ

映画関連3％

映像メディア学科

就職決定率

教育4％
病院
15％

健康関連施設2％

このような中で学生達が将来の管理栄養士としての活動を理解するために、
構築され

公務員6％

●早期体験報告書Ｂさん
（病院）
病院の食事は委託会社が提供している。その会
社の栄養士と病院の管理栄養士との意思疎通
が大切なことを痛感した。栄養指導では一日に
大勢の患者さまの話を聞き、要点を把握して丁
寧な指導を心掛けていかねばならない。栄養知
識はもちろん、
それを患者さまに分かりやすく説明
するコミュニケーション能力と表現方法が重要と
感じた。

名古屋学芸大学

主な就職先

名古屋学芸大学

就職決定者数：162名

部・学科の特色に応じた多様なプランをキャリアデザインプログラムに組み入れている。

授業内容にプラスアルファのプログラムをいかに充実させるかにかかっているといえます。

管理栄養学科

100%

低学年次からのアーリーエクスプロージャーを目的とした早期就業体験や、
より専門的な就業力の育成を目指したインターンシップなど学

■早期体験学習 ―１年次より自らの将来像をイメージ

専門職種への就職

管理栄養学部

就職決定率

就職対策としてのキャリアガイダンスのほか、
教育課程と相携え学生の専門的・職業的能力を育成強化するという視点で、
下記のように

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

厳しい雇用環境の中、
学生は少数精鋭・厳選採用を乗り越え、
それぞれが大学で学んだことが活かせる分野へ着実に就職を決定、
前

専門業界への就職

就職情報

インターンシップに参加して一番感じた印象は「学
生の現場と、
プロの現場は全然違う
！」
です。現場は
内容がコメディということもあり、
いつも笑いが絶えな
くて、役者さんの演技が脚本以上だった満足感から
か、監督が一番楽しそうにしていた所が印象的でし
た。真剣に撮影をし、
なおかつ雰囲気も良いという、
撮影現場の理想の形ができており、
とても勉強になり
ました。この
経験をこれか
らの 制 作 活
動 に 活 かし
ていきたいと
思います。

です。
撮影風景（恵那市）
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CAREER SUPPORT
名古屋学芸大学短期大学部

「就活サテライトラウンジ」誕生！

第47回生（2011年3月卒業）就職実績 （2011年5月1日現在）

同 時 に 遠 隔 地 就 職 活 動 交 通 費 支 援 も ス タ ート

地道な努力で地元の就職先を開拓
短期大学全体の
就 職 決定 率

■

97.8%

卒業生：227名

47回生職種別グラフ
養護教諭・
講師8%

■

ラウンジには専任のキャリアカウンセラーが常駐し、学生の就職相談や

医療・福祉・団体26%
医療事務
16%

建設・不動産1%
金融・保険2%

運輸・通信2%

建設・不動産業

トヨタホーム、淺沼組、ダイダン、徳倉建設、大和ハウス工業、山旺建設、ミニミニ

運輸・情報通信業

愛知高速交通、国際エアラインサービス、トヨタ輸送、日本トランスシティ、フジトランスコーポレーション、名港海運、パナソニックテレコム、
トーシン、中部国際空港旅客サービス、東海倉庫、日本システム開発、日本陸送、光通信グループ、ジェイエア

金融・保険業

三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ 銀行、愛知銀行、百五銀行、愛知信用金庫、JA なごや、瀬戸信用金庫、大和証券、
愛知中央信用組合、JA あいち尾東、JA みなみ信州、JA あいち豊田、JA ひだ

サービス業

JTB サポート中部、広友リース、出雲殿グループ、名鉄グランドホテル、リゾートトラスト、トヨタレンタリース愛知、
豊通エンジニアリング、シーボン、トヨタレンタリース名古屋、TBC グループ、東名ゴルフ、オリエンタルランド

医療・団体

医仁会さくら病院、トヨタ記念病院、名古屋記念病院、日進おりど病院、恵和会、小松病院、中部岡崎病院、中部眼科、
社会福祉法人福寿園、瑞鳳会、高須病院、中京サテライトクリニック、聖隷三方原病院、クオール、スギ薬局、ヤナセ薬局

養護教諭（臨時採用を含む）

愛知県、名古屋市、岐阜県、静岡県、三重県、長野県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、神奈川県、他

授業概要

1

Ⅰ

オリエンテーション

授業概要、
「筆記試験の完全攻略」
の使い方ほか

2

卒
業
後
の
進
路

女性とキャリア

キャリア発達、女性のキャリアの特徴、
キャリア選択

あなたの人生設計は？

進路ガイダンス

キャリアデザインとは

職業選択の意味

就職の心構えから社会の仕組み、
さらには就職

いろいろな組織

組織、仕事、職業意識

に必要な履歴書の書き方、面接の仕方まで

職業と法

雇用関係、賃金体系、社会保険等

いろいろな働き方

先輩ゲストスピーカーによる事例の紹介

いろいろな産業と職業①②

企業の派遣講師による業種、職種別研究

就職活動に備えて

第1回就職ガイダンス 就職環境の紹介

情報収集のテクニック 進路登録

インターネットによる情報収集
（求人NAVI、進路登録）

採用試験の準備① 書類対策

第2回就職ガイダンス エントリーシート・履歴書の書き方

採用試験の準備② 面接対策

第3回就職ガイダンス 模擬面接
（グループ）

採用試験の準備③ 筆記対策

第4回就職ガイダンス、模擬試験

まとめ、
ふり返り

アンケート提出

7
8.9

職
業
選
択

10
11
12
13
14
15

Ⅲ
就
職
活
動
の
準
備

で、
「企業訪問の合間に休憩をかねて次の準備がしたい」
「訪問先の情
報をパソコンで確認したい」などといった学生の間で好評です。
加えて、就職活動支援のため、学生に交通費を補助する制度もスター
ト。
これは、片道100キロ以上の地域で就職試験を受ける学生の交通費
を補助するというもので、
高速バス代相当の往復分交通費を１回につき上
限2万円で10回まで、
合計最大20万円まで補助します。

短大部の就職対策の根幹となるのが、
１年後
期開講のキャリア講座Aです。
これは教員のほ
か、
キャリアサポートセンターも運営を支援して
実施されます。

学べる必修授業です。
この授業が短大の高い
内定率を支えています。

※２０１１年２月９日 中日新聞掲載
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セミナーに参加し真剣にメモをとる学生。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

番号

Ⅱ

実施しています。
さらに、
東京・大阪にあるパソナ「学職カフェ」
も利用可能

講座の中で就活の心構えについてアドバイ
スするキャリアカウンセラーの西門さん。

回

6

ディスカッション対策講座、
外資系企業攻略セミナー、
面接対策講座なども

私立学校

必須授業 キャリア講座A

5

ナーとしてエントリーシート突破対策講座、業界・企業研究講座、
グループ

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

商業

JR東海高島屋、資生堂販売、三越、ネッツトヨタ中部、ワールドストアパートナーズ、サンエーインターナショナル、丹羽幸、
エイデン、キャメル珈琲、イトキン、名古屋トヨペット、イオン、ユナイテッドアローズ、レリアン、三陽商会

の合間にひと休みといった使い方もできます。
また、
定期的に就活応援セミ

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

トヨタ自動車、トリニティ工業、ブラザー工業、トヨタ紡織、日本精工、アイシン機工、東レ、富士機械製造、矢崎総業、大日精化工業、
オンワード樫山、デンソー、トヨタテクニカルディベロップメント、日東工業、ホーユー、ミズノ、不二越、SMC、アスモ、エフビー

4

エントリーシート・履歴書の添削、模擬面接などに対応しています。
パソコ
ンやコピー機などの利用も可能な上、
コーヒーのサービスもあり、
就職活動

サービス業
15%

製造業

3

学芸大学・同短期大学部の学生の就職活動をサポートする拠点で、
無料
で利用できるものです。

商業35%

営業職2%

主な就職先一覧（過去５年間）

製造2%

学校・教育16%

販売・店舗運営
21%

サービス
(エステティシャン・
インストラクター)
4%

トラウンジ名駅」がオープンしました。
これは、
名古屋外国語大学と名古屋

業種別グラフ
その他1%

事務職
(窓口・受付・営業)
36%

アシスタント・
助手6%

就職決定者： 175名

■

指導員・相談員・
サポーター7%

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

各種就職講座で実力をつけ、夢を実現！
！

2011年1月14日
（金）
、
名駅のＪＲセントラルタワーズ42階に「就活サテライ

※２０１１年１月１５日 中日新聞夕刊掲載
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G A T E W A Y

T O

T H E

D R E A M

特別編
名古屋栄養専

門学校

「４通りの回り道」
るかが評価のすべて。東もそう信じて疑わなかった。
そんな

て訪れる。
振り返った時、
「あの時」
と明確に思い出すことので

ある日、
ほんの気まぐれで友人に誘われるまま老人ホームの

きる瞬間がある。
それは回り道を決断したあの瞬間だ。

ボランティアに参加。老人ホームではどんな食事が出されて

夢に向かって一直線。
挫折を味わうことなく、
すべてが順調

いるか、外食産業に携わる人間として見ておきたいという気

にうまくいく、
そんな順風満帆な人生に越したことはない。
しか

持ちもあった。
ボランティアでホームで高齢者に食事を出す

し、
それほどうまくいく人なんてそんなにはいない。失敗してこ

お手伝いをしていて、
「ありがとう」
と声をかけられた。温か

そ人生。
その失敗を生かしてこそ人生だ。

いありがとう。お店で聞く
「ありがとう」
と、
どこか違う気がし
た。
しばらくして、母親が急に病気で倒れ、
自宅療養するこ

ンとしてバリバリ働く毎日を送っていた。新規営業はやりがい

とに。食事なんか作ったことがない東だったが、母親のため

がある分、
売上げ目標を達成できない月は精神的にキツイ。
上

に料理とも呼べないようなものを自己流で作って出した。母

司から叱咤激励という名のプレッシャーの声が飛ぶ。
押しつぶ

親からの「ありがとう」は、
ホームと同じ「ありがとう」だった。

されそうになるその重圧のストレスを食べ物にぶつけ、
気がつ

自分のやりたかったことは、経営ベースの食じゃない。食の

くと１０キロ以上体重が増えていた。慌ててダイエット。
そして

本質をめざしたい。食は「命のありがとう」なんだと。
とはい

またリバウンド。
そんな繰り返しの中、
体調を壊してしまった。
そ

え、妻子ある身。一人では決められない。
自分の気持ちを正

んな時出会ったのが、
管理栄養士の人が書いた「１冊の本」。

直に妻に伝えた、
「栄養士になるため専門学校に行きたい」

「無理なダイエットは命を落とす危険なこと」
と書いてあった。

と。最終的には妻が「私が家計を支えるから」
と後押しして

もともと食べ物が好きなのに、
このままでは食べ物に申し訳な

くれた。妻にただただ感謝。
中村は、小１の娘を育てるシングルマザー。料理の腕を活

年でリフォーム会社を退職して入学。
しかし、
３年間の営業生

かして、生涯学習センターで料理教室の先生として活動し

活は決してムダではなかったと振り返る。前の会社のおかげ

ていた。生涯学習センターは教育委員会の管轄で、施設長

で、
社会人としての基礎であるコミュニケーション能力は随分

はその後、
小中学校の教頭や校長として教育現場に戻って

磨かれたと思うからと感謝している。
持ち前のコミュニケーショ

いく。
そんな経緯から元施設長の教頭先生からお呼びがか

ン能力を活かした栄養士になるのが加藤の夢だ。

かり、小学校の食育活動に参加することにもなった。我流で

西村は某短大に入学後、
愕然とすることになる。何となく栄

これは学生のキャリアサポートの一環として実施したもので、学生にとっては企業の人事担当者から直接話を聞くことができる貴重な機
会です。企業説明会には地元はもちろんのこと、
東京・大阪方面の企業も参加。
アパレル関係、
モデル事務所など計21社が会場に集結し
ました。参加した約130名の学生たちは目当ての企業をみつけると、真剣な面
持ちで面談に臨み企業研究と自己ＰＲに努めていました。人気企業のブース
では順番待ちの列ができているところもありました。学生は担当者の話に耳を
傾けながらメモを取り、
熱心に質問していました。

真剣な表情で担当者の話に聞き入る学生。

ブースでは順番待ちの列ができている所も。

名古屋総合デザイン専門学校

就職特別講演会開催

活躍中の卒業生が語る“就職を勝ち取るポイント”
2011年5月14日
（土）
、
名古屋総合デザイン専門学校の学内において、
2011年度就職特
別講演会が開催されました。
これは、
卒業生にデザイン業界の動向を含め、
実際の仕事
内容や醍醐味など、
職場の体験談を語ってもらうことで、
学生が就職活動の活路を見出す
きっかけづくりをするのが狙い。
昨年から実施している就職支援企画です。
迎えた卒業生はグラフィックデザイナーの藤浩嗣さん、
イベントエンジニア
（設計）
の藤原祐揮
さん、ＷＥＢデザイナーの澤木孝之さん、
コーディ
ネーター
（ＣＡＤオペレーター）
の鈴木美和子さん、
グラフィックデザイナーの武田結衣さん、
インテリア
デザイナーの原千絵美さんの6人。
デザイン業界
の現場の体験談を直接聞く機会とあって、
学生た

覚えた技術がこんなに評価されるとは思わなかった。
ただ、
講演した６人の卒業生。

ちはメモを取りながら真剣に耳を傾けていました。

栄養士の資格を持っていない。
「責任を持って伝えたい、
自

科には栄養士養成コースがないことが判明。
目的を失い、半

分のやっていることに栄養学的な裏づけがほしい」
という思

年ほどで退学。
そのままフリーターに。
その日暮らしの生活に

いから、入学を決意。
「卒業後は『笑顔でありがとう』
と感謝

限界を感じ、
挫折して実家に戻ることに。
そして、
母親が短大

される栄養士になります」
と胸を張る。ヘルスプロモーション

に何度もかけ合い、
復学できるように頼み込んでいたことを知

の仕組みづくりに携わりたいという。
「なりたいと思いますじゃ

2011年4月27日
（水）、名古屋栄養専門学校の学内において企業懇談会が開催されま

り、
自分勝手に退学してしまった自分を恥じるとともに、親のあ

なく、
なります」
と宣言するのは、
自分を鼓舞するため。
そして

した。
これは学生の就職活動をサポートする狙いで昨年度から始められたもので、
食品関

りがたさを痛感した。
しばらく実家の自動車整備工場を手伝う

自分の発言に責任を持てるよう、
目標に向けて自分を高めて

係、
福祉関係、
給食関係、
外食関係などから9社の参加を得ました。

ことになり、
ほどなく整備士免許を取得。母親のすすめで、調

いくため。有言実行のシングルマザーは今、次なる目標に向

理師免許も取得。その時、私の人生を振り返る。今なら原点

けて勉強中だ。
既卒者が名古屋栄養専門学校に入学する理由はそれ

名古屋栄養専門学校

企業懇談会開催

今年は７名が学生発表、懇親会も好評

冒頭、
樫尾一校長から
「既卒学生と新卒学生が同じ目線で集うのが本校の大きな特徴
です。
学生たちは栄養士に夢と希望を持って楽しく学び、
健康のスペシャリストをめざしてい
ます。人材を発掘していただきたいと思います」
とあいさつがあり、
企業説明となりました。

ハビリ期間を経て、
今なら羽ばたけると栄養士をめざすことに

ぞれ。
４人いたら、
４通りの理由がある。既卒学生の数だけ、

なった。

ドラマがある。
「そんな既卒者と新卒者が同じ目線で集うの

担当者からの説明をメモを取

が、
ウチの良さですよ」
とにこやかな笑顔で話す樫尾校長。

りながら真剣に聞き入ってい

店舗を管理する、
いわば総括責任者。
スーパーバイザーに

昨年、
この欄に記したありふれた小林のドラマは、
ナプレから

ました。
また、昨年から実施している学生発表では、今年は7名（新卒2名、既卒5

とって食は、
ビジネスのツール。
いかに効率よく美味しいもの

校長、
そして学生たちへと、
期せずしてつながるストーリーに

名）
が発表。栄養士の志望動機と就職後のビジョンを語り、
ＰＲに努めました。

を提供するか。つまり、経営ベースの食。
いかに利益を上げ

なった。

東は元外食チェーンのスーパーバイザー。
１０軒ほどの

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

養士をめざして、
ちゃんと調べもせず入学したら、何とその学

に戻れる最後のチャンスかもと、
もう一人の自分が呟く。心のリ
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2011年5月11日
（水）、東新町の名古屋東急ホテル「雅の間」において、名古屋ファッション専門学校の企業説明会が開催されました。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

い。
ちゃんと食と健康について勉強したい。
そんな思いから３

アパレル関係などから２１社が参加

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

加藤は大学卒業後、
リフォーム会社に就職し、
女性営業マ

企業説明会開催

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

人生には回り道というものがある。
そのきっかけは期せずし

名古屋ファッション専門学校

参加した約120名の学生は

「既卒学生と新卒学生が同じ目線で集 企業担当者の説明を真剣な表情で聞
うのが本校の大きな特徴です」
とあいさ く学生。
つする樫尾校長。

その後、懇談会となり、学生が希望する企業ブースをみつけ、担当者と歓談し
ながら、
企業研究と自己ＰＲに努めました。
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私 の 企 業 紹 介

先輩達の仕事ぶりをちょっと覗いてみましょう。
先輩たちの近況を知りたい、
という要望に応え卒業生が働く職場をご紹介。

巡回連絡から取り締まり、事故処理まで
地域警察の仕事にやりがい。
愛知県警察昭和警察署
地域課

近藤健太さん

名古屋外国語大学
国際経営学科
（現 国際ビジネス学科）
2005年３月卒業

地域警察とは制服を着用し街中で活動して、警察活動のすべ

に国際経営学部を卒業した
近藤健太と申します。
この４

回連絡という活動では警察官が家庭訪問をしてその地域の特徴

行委員をやっていたことや、友人との思い出がとても印象に残って

や住民の要望、犯罪の発生状況などを聴取することにより地域住

おり昨日のことのように思い出します。

民と密接な関係を築き、
地域に根づいた活動を行う。
またそれだけ
ではなく、発生した犯罪の捜査や交通違反の取り締まり、交通事
故の処理など昼夜を問わず幅広い活動をしています。

います。皆さんは警察という仕事にどのような印象を持っています

もっと警察の魅力や職務内容についてお伝えしたいのですが、

か？私は正直なところ、警察官になるまで警察の仕事については

語りだしたらきりがありません。
ただ一つ言えるのは警察の仕事は、

刑事ドラマのような「刑事」のイメージと、制服を着たいわゆる「お

本当に「やりがい」のある仕事であると肌で感じています。
自分の

巡りさん」のイメージといった漠然としたものしかありませんでした。

可能性を信じて頑張ってください。

憧れの映像業界に就職。
夢があるからこそ頑張れる仕事。

声で「おはよう」
と診察券を出される方や、会計時に「病院に来
て安心したよ
！ありがとう」
とお礼を言われたりすると、
「この仕事
をしていてよかったなぁ」
とやりがいを感じると同時に「もっと頑
張らなくっちゃ」
とも思います。
大学時代にレセプト業務、秘書実務を学んでいました。入社
してからいろいろ教えていただく際に、敬語・マナーはもちろん

私は、医 療 法 人 愛 知 会
家田病院に就職し医療事
務の仕事をしています。仕
事内容は、医事・庶務の業
務をローテーションで行っ
ています。特に受付では「病院の顔」
といわれる所です。そんな
「病院の顔」
として働く私は、
いつも笑顔で患者様への言葉遣
いや気配りなどを心がけています。
来院される患者様の多くは高齢の方です。つい大きな声に
なったり、同じことを説明したりと大変なことも多いですが、逆に

のこと、病院の事務ではレセプト業務についてもなくてはならな
いものなので、
しっかり学んでいて良かったなと思いました。
また
当院では、定期的に外部研修を行い、社会人としてのマナー、
魅力的な女性としての立ち居振る舞いなどいろいろ指導を受
けながら、患者様により良い医療サービスを提供できるよう日々
努力しています。
毎日の業務の中で、悩んだり落ち込んだりすることもあります
が、周りの先輩方・同期の支えと励ましのおかげで乗り越えるこ
とができ、そして何事にも自ら進んで学ぶ姿勢が大切だなと感
じています。

デザイナーに求められること。
映像メディア学科でコンピュータグラフィックスを専攻していた

私は、映像編集に携わりたいと考えていました。そして、現在は
映画・ＴＶ番組・ＣＭ制作を手がけているＩＭＡＧＩＣＡグループで
アシスタントエディターとして働いています。
コマーシャルやプロ
モーションビデオ、企業ＰＲビデオなどの編集作業が主な仕事に
なり、
コンポジットというコンピュータグラフィックスと実写を合成す
る作業を担当しています。
憧れていた業界に就職できたので、
まずはアシスタントとして
完璧に仕事ができるようになりたいと頑張っている毎日です。そ
して一人前になれたなら、東京でカメラマンや企画制作の仕事
に就いた大学の仲間たちと、
それぞれの分野のプロとして一緒

名古屋学芸大学 メディア造形学部 映像メディア学科
2006年3月卒業

名古屋学芸大学短期大学部
メディカル秘書モデル
2009年3月卒業 45回生

いる
「お巡りさん」である地域警察について紹介します。

月で外大を卒業して丸６年が経過します。大学生活は大学祭実

黒田さおりさん

原 侑絵さん

ことが可能です。
そんなさまざまな仕事の中でも、現在私が属して

になったら警察学校での生活を経て、すべての警察官が各警察

勤務

医療法人愛知会
家田病院 勤務

りました。
もちろん我らが外大のお家芸でもある外国語も活用する

署にある地域課に配属されます。地域警察は交番で勤務をし、巡

IMAGICAグループ

元気や、
やる気をいただくのもそういう方々からです。朝、大きな

に各々の個性を活かせる仕事であることを警察官になってから知

こんにちは。私は2005年

く公務員をしており、
その中でも警察官という特殊な仕事に就いて

「病院の顔」として働く毎日。
自ら進んで学ぶ姿勢も大切に。

しかし警察という仕事は極めて多種多様なものであり、想像以上

てを担ういわば警察の基本ともいえる部署であります。
まず警察官

さて話は変わりますが、
私は大学卒業後一般の会社勤めではな

CORPORATE INTRODUCTION

に何か作りたいです。それがわたしの夢であり、
その「夢」があ
るからこそ、今厳しい仕事でも頑張れます。

株式会社LAUTRE AMONT
Rue de B デザイナー

加藤千明さん

名古屋ファッション専門学校
ファッションマスター科
2009年3月卒業

現在の会社に入社して、
早2年。初めは、
仕事の流れ

な事は、
自分の色を出しつつもブランドイメージを掴み、
それぞれ
のブランドに合ったデザインを提案していく事だと思います。
現在は、今まで全く経験したことのないニットアイテムの担当に
なり、勉強の日々ですが、素材（編地）から作り込んでいける面白
さに魅力を感じ、
充実した日々を送っています。
これから進学、
就職される皆さんも、
何にでも挑戦し、
自分の色
を見つけ、
それを表現できる場で活躍されることを祈っています。

も、
ブランドイメージをつか
みデザインしていく事も難し
く、上司、先輩方に迷惑をか
けっぱなしでしたが、
コレク
ション情報の落とし込み、市
場リサーチ、
デザイン出し、
指示書の作成等、
失敗を重ねながらも
こなしていく事で一つ一つ身に付いてきたと思います。

' amontからLAUTRE
入社から、iDEAL、Doroite lautre

AMONTを経てRue de Bとテイストの違う３つのブランドを経験
してきましたが、
そこで感じた、
企業デザイナーに求められる重要
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期大
学・名 古 屋 学 芸 大 学 短
大
芸
学
屋
古
名
・
学
大
名古屋外国語

合同企業研究会

学部

名古屋外国語大学／名古屋学芸大学／名古屋学芸大学短期大学部

学 生たちの 就 活 、本 格 的に始 動

日本学生支援機構の奨学金予約採用者説明会開催
ＤＶＤを交えて分かりやすく説明

説明会ではまず、
日本学生支援機構制作のＤＶＤ
「はばたく
翼、
ささえる学」が流され、
この奨学金は貸与なので、返還の義

おいて日本学生支援機構の奨学金予約採用者向けの説明会

務があること、奨学金を活用して勉学を含め有意義な学生生活

が開催され、計２３０名が参加しました。
これは日本学生支援機

を送れるよう心がけることなどが説明されました。
その後、手続き

構の奨学金に高校生の時に採用された学生向けに奨学金の詳

の注意点と書類の記入時の注意点について説明がありました。

細と書類の記入方法などについて分かりやすく説明するもので、

集まった学生は真剣な表情で説明に聞き入っていました。

２日は現代国際学部の学生、
３日は外国語学部の学生を対象に

※なお、名古屋学芸大学及び同短期大学部でも5月26日
（木）、

実施されました。

27日
（金）
、
30日
（月）
、
6月8日
（水）
に説明会が開催されました。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

２０１１年６月２日
（木）
と３日
（金）
の２日間、
名古屋外国語大学に

「世界規模で貢献し得る可能性を持つ
人材を、積極的にご活用ください」
とあい
さつする水谷学長。

ＤＶＤも流され、先輩奨学生からのメッセージビデオも
ありました。

2011年2月16日
（水）、
日進キャンパス・アリーナおよびコミュニケーションプラザに

奨学金手続き上の主な注意点

おいて名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・同短期大学部の合同企業研究会
が開催されました。昨年に引き続き厳しい就職環境の中、
メーカー、
金融、
物流、
商

日本学生支援機構奨学金制度（貸与）について

社、
流通、
航空、
ホテル、
旅行、
運輸、
食品・給食関係、
アパレル関係、
マスコミ
・映像・

日本学生支援機構は、国の育英事業を行っている期間です。人物、学業ともに

広告関係などさまざまな業界から138社が参加しました。
この研究会は、就職をめ

優秀かつ健康な学生で経済的理由のための修学困難な者に学資を貸与して教

ざす学生にとって、
希望の会社の情報を直接得ることのできる貴重な機会です。

育の機会均等をはかり、
社会の健全な発展に尽くすことを目的としています。

第一種奨学金
（無利子貸与）
及び併用貸与

で、学生に自発性、主体性を持たせ、
自ら積極的に発信できる能力を養うことに力
点を置く教育を実践することで、
企業が求める真に有用な人材の育成に努めてい

学
力

ます。世界規模で貢献し得る可能性を持つ人材を、積極的にご活用くださいます

1
高等学校における最終2ヵ月の学業成績
年
（評定平均値）
が3.5以上
次

第二種奨学金
（有利子貸与）
ア.高等学校における成績がその者の属
する学年の平均水準以上である者。
イ.特定の分野において、
特に優れた資
質能力があると認められた者。
ウ.大学入学資格検定に合格した者。

など就職支援の強化策を講じています。一方、豊かな時代の若者の『職業観』が

2
ア.大学における成績が、平均水準以上
年
である者。
次 在籍する学科で上位3分の１以内の者
イ.特定の分野において、
特に優れた資
以
質能力があると認められた者。
上
本人の属する世帯の1年間の総所得金額が日本学生支援機構の定める基準以下で
家計
ある者。

社会の大きな課題となっています。
学生が卒業後自らの能力を発揮し、
社会的およ

人物

び職業的自立を図るために必要な能力を培う
『キャリアガイダンス』ができるような

健康 修学に十分たえうる者。

出
願
資
格

ようお願いします」、
また名古屋学芸大学の井形学長は「現在、就職状況の悪化
が大きな社会問題となっており、
文科省や厚労省など行政も
『卒業前の集中支援』

体制を整えるべく大学設置基準が改正されました。
これらの内容に耳を傾け、謙

貸与月額

虚に大学教育の改革を実行していく所存です」
と各会場であいさつ。
その後、外

学習活動その他の生活全般を通じて態度、
行動が学生にふさわしく将来良識ある
社会人として活動できる見込みがあること。

自宅通学者
自宅外通学者

3万円・5万4千円から選択 3万円・5万円・8万円・10万円・12万円
3万円・6万4千円から選択 から選択

貸与期間 貸与開始の年月から卒業までの最短年月の期間

大生409名、
学芸大生270名、
短大生66名の計745名の学生が各ブースを回り、
企
厳しい就職環境が予想されるだけに、
担当者の話に耳を傾ける学生の
表情も真剣そのもの。

利息

無利息

「返還誓約書」が提出されない場合、採用が取り消しになりま
す。必ず期限内に提出してください。

2

貸 与 継 続 の 手 続き

上限を3%とする利息
（在学中は無利息）

3 学業成績の審査

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

貢献し得る人材育成』
を具現化するさまざまな特色ある教育を展開していく所存

1 返還誓約書の提出

毎年１回、
「奨学金継続願」の提出が必要で、継続手続きを
忘れると、奨学金が廃止されます。

＜奨学金の種類と内容＞

職環境が予想されます。今後とも教育方針である
『国際社会の中で世界規模で

業研究と自己PRに努めました。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

「謙虚に大学教育の改革を実行し
ていく所存です」
とあいさつする井形
学長。

冒頭、名古屋外国語大学の水谷学長が「来年度も今年度に引き続き厳しい就
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

学生課の職員が奨学金について分かりやすく説明。

採用後、
大学での学業成績が毎年、
奨学金貸与継続の審査対
象になり適格認定されます。留年や成績不良の場合は１年間奨学
金が停止になります。

4

貸与奨学金返還確認票の提出

5

奨学金の貸与月額変更

6

留 学 する場 合

卒業・退学・辞退・奨学金の廃止で貸与が終了する際には、
「貸
与奨学金返還確認票」の提出および返還用口座の登録が必要
なこと、在学中に奨学金を辞退したり廃止したりした場合でも、
「在
学届」
を提出すれば在学中は返還が猶予され利息は付きません。

奨学金の月額の変更も可能で、
月額変更を希望する場合は、
学生
課に
「奨学金貸与月額変更届」の提出が必要です。

また、第二種奨学生として採用された学生は、在学留学中の日
本学生支援機構奨学金の貸与が休止されます。
なお第一種奨学
生は、
届出により留学期間も継続貸与が可能です。詳細は学生課
まで問い合わせてください。
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国際交
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名古屋外国語大学 国際交流部
海外留学生
協定校一覧
モントリオール大学
（フランス語圏）
メディスンハットカレッジ
（英語圏）
アルゴマカレッジ
（英語圏）

ポーツマス大学

セルカークカレッジ
（英語圏）

オックスフォード・ブルックス大学

レスブリッジ大学
（英語圏）
グランドキャニオン大学
モントレー国際大学

ブリュッセル外国語大学

テネシー大学チャタヌーガ校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校

北京外国語大学

ノースキャロライナ大学グリーンスボロ校

西安外国語大学
大連外国語学院
ジャン・ムラン・リヨン第3大学

コースタル・キャロライナ大学
シンシナチー大学

大連大学

スタンダール・グルノーブル第3大学
プロヴァンス大学
カーン大学
マルヌ・ラ・ヴァレー大学
パリ第4大学フランス文明コース

アイオワ大学
ベトナム貿易大学
ハノイ国家大学外国語大学

グアダラハラ自治大学

ジョージア・サザン大学
カーソンニューマンカレッジ
キャンベルビル大学

マツセイ大学
ワイカト大学

リンゼイ・ウィルソン大学
テキサス大学サンアントニオ校
カンサス州立大学
ニューメキシコ州立大学

協定校

大学
大学

2011年5月現在

サンシャイン・コースト大学
グリフィス大学
ニューカッスル大学
オーストラリアン・カソリック大学
サウスオーストラリア大学
タスマニア大学

エバンスビル大学
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校

海外の教育機関
（国名）
ウィンチェスター大学
（イギリス）

デイビッド ストリート氏

2011/4/13

メディスンハットカレッジ
（カナダ）

ラッセル ボリス氏

リマリック大学
（アイルランド）

デブラトンプソン氏

ディズニー国際カレッジ
（アメリカ）

イベット ノーザン氏

2011/5/11

バンクーバーアイランド大学
（カナダ）

ジェニファー ジェンセン=
リチャーズ氏

2011/5/16

フィティレイア大学
（ニュージーランド）

大野しのぶ氏

2011/5/10・11

大 学 説 明 会も

！
開 催！

2011年度1期出発海外留学生を対象にネットワークパー
ティーを実施しました。渡航を直前に控えた留学生は、過去に
留学した学生や交換留学生との交流を楽しみながら、
留学先
国・大学の情報交換をしました。

ディズニー国際カレッジ

大学説明会も同時に実施しました。

ハワイ・パシフィック大学

や海外での留学生活など情報盛りだ

カリフォルニア大学リバーサイド校

メディスンハットカレッジ

留学ネットワークパーティー

海外協定校関係者の来訪に伴い、
現地の大学スタッフによるコース概要

NEW

デイビッド ストリート氏
イヴァン プレストン氏

2011/5/24・25 ウィンチェスター大学
（イギリス）

ノースキャロライナ大学シャーロット校
ブレシア大学

来訪者

2011/2/22

2011/5/9

中です！

◆留学許可書授与式◆

Record of Visitors
来訪日

夏の渡 航に向けて留 学 準 備

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

64

NUFS代表として世界のキャンパスへ飛び立ちました。

クレムソン大学

全州大学校

上海外国語大学

名の学 生が内 定しており、今

書授与式」を行い、同年1月～4月にかけて、新たに69名の学生が

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ミッシェル ドゥ モンテンニュ
ボルドー第3大学

ウェスタン・ワシントン大学

釜山外国語大学校

天津外国語大学

発 海 外 留 学 候 補 生として9 8

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

ミドルセックス大学 ウィンチェスター大学

セントラル・ランカシャー大学 ケント大学

また現在は、2011年度2期出

2011年1月19日
（水）、
「2011年度1期出発海外留学生留学許可
トロント大学生涯教育部

バース・スパー大学

流

ge
Exchan
dies &
nal Stu
o
ti
a
rn
Inte

くさんの説明会となりました。

アデレード大学

今後も協定大学関係者らによる説明会を実施する予定です。留学先大学の最新情報が
聞けるとても貴重な機会ですので、皆さんぜひ奮って参加して下さい！

名古屋外大の外国人留学生と園児との交流の模様が中日新聞で紹介されました

2011年度版
NEW

留学ハンドブック
配布

ランゲージラウンジ

異文化交流会

ランゲージラウンジは、
昼に各国の留学生やネイティブの先生方
と、
決められた言語を使って会話や交流を楽しむスペースです。

2011年度募集・2012年度出発
用の留学ハンドブックが新しくできまし

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

た！国際交流部・各学科で配布してい
ますので、本学の留学制度に興味の
ある方はご覧下さい。
また、国際交流
部では、先輩留学生の「留学体験レ
ポート」
を置いています。閲覧は自由
ですので、皆さんの留学情報収集に

2011年度１期出発
留学先国別一覧

アメリカ・・・・・・・・・・・・・・・・13名
イギリス・・・・・・・・・・・・・・・・4名
オーストラリア・・・・・・・・・22名
カナダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7名
フランス・・・・・・・・・・・・・・・・7名
ベルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・3名
中 国・・・・・・・・・・・・・・・・・1 3 名
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※２０１0年1２月９日 中日新聞掲載

NUFS海外留学
説明会
4月1 9・2 1日、学 年
学 科を問わず 、全 学
生 対 象に留 学 説 明
会を実施しました。

ぜひ役立てて下さい。

2011年4月27日
（水）
、
日本人学生
2011年度1期は英語、
フラ

と留学生との国際交流を活発に、

ンス語、
スペイン語、中国語、韓国語、
日

また友好を深めるために、今年も異

本語ラウンジに加え、
ポルトガル語ラウンジが新しく

文化交流会を開催しました。
当日は留学生と留学生宿舎のレ

開催されました。全学生対象で行われていますので、興

ジデンスアシスタントである日本人学生との楽器演奏もありまし

味のある方はぜひご参加ください。

た。
多くの学生が集まり、
大変賑やかな会になりました。
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Nag oy a Uni ver si ty o f Fo r ei gn Studi es

N a g o ya Un i v e r s i ty o f Ar ts & Sc i e n c e s

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部 国際交流課

日本語教育センター

国際交

流

ge
Exchan
dies &
nal Stu
o
ti
a
rn
Inte

International Studies & Exchange

海 外 協 定 締 結・協 力 校

FALL SEMESTER 2010 修了式
★

Ceremony

短大・新協力校
リーズ大学

▲修了生
代表、
グリフィス
留 学 生さ
大 学のジ
ん。大 勢
ェシー ア
の 前で少
が、
ンダーソ
日本 語で
し緊 張 気
ン交 換
のスピー
味 のジェ
チは完 璧
シーさん
でした！
でした

SPRING SEMESTER 2011 入学式
ce C

短大協定校
ウエストミンスター大学
（イギリス）
オース
オーストラリアン・カソリック大学 ((オース
オーストラリ
トラリア)
ラリア
リア)
サンシャインコース
サ
ンシャインコースト大学 ((オース
オーストラリア)
リア
ア)
ワイカ
ワ
イカ
カト大学
ト大学
（ニュージーランド）
（ニュージーラン
ニュ ジ
ン
カモーソンカレッジ
ソンカレッ
ンカレッ （カナダ）
（カナダ
ナダ
ナダ）
協力校
協
力校
カリフォルニア大学リバーサイド校
（カナダ）
カリ
リフォルニア大学
学リバーサイド
ド校
（カ
セントラル･フロリダ･コミュニティ
トラル･フロリダ･コミ
ミュニティ・カレッジ
カレ
レッジ
（アメリ
（ア
（アメリカ）
ア
デラウェア
（アメリカ）
デラウェア・カウンティ・コミュニティ・カレッジ
カレッジ
（アメリカ
モレイン
（アメリカ）
モレイン・バレー・コミュニティ・カレッジ
ジ
（ア
アメリカ
メリカ）
カ）
スカジッ
（アメリカ）
スカジ
ジット・バレー・カレッジ
ウェス
（アメリカ）
ウェスト・ヒルズ・コミュニティ・カレッジ
★リーズ大学
（イギリス）
リー
ー
★カンタベリー
・クライスト・チャーチ大学
（イギリス）
カン

★
e Party

留学生の入学式後、
コミュニケーショ
ンプラザ1Fにて歓迎会を開催し
ました。クラブ・サークル紹介も
行われ、会場は新入学生歓迎
ムードで大賑わいの1日にな
りました！

短大・新協力校 カンタベリー・
クライスト・チャーチ大学

名古屋学芸大学

学芸大協定校
学生交換協定校
校
（韓国）
京畿大学
コンストファック国立芸術工芸デザ
ク国立芸術工芸デザイン大学
ザイン大学
学 ((スウェーデン)
スウェーデン
ウ
ウェ
) 学生交換協定校
ケント大学
（イギリス）
（アメリカ）
カリフォルニア大学デイビス校
（アメリカ）
ニューヨーク・フィルム・アカデミー
オーストラリアン・カソリック大学
（オーストラリア）
トラリア
ア）
サンシャインコース
（オーストラリア）
サ
ンシャインコースト大学
協力校
（イギリス）
キングストン大学
（イタリア）
アカデミア・リアチ
アカデミー・インターナショナル・ドゥ・クープ・ドゥ・パリ(フランス)
パリ(フランス
ス)

海外留学

名古屋学芸大学では、本学に在籍したまま、半年から1年間海外の教育機関で学ぶことが出来る海外留学制
度があります。交換留学
（本学と学生交換協定を結ぶ教育機関への留学)と派遣留学
（学生が希望するその他の
教育機関への留学）
の留学形態があり、現在は、2011年7月までメディア造形学部映像メディア学科より１名が
NEW YORK FILM ACADEMY
（アメリカ）
にて留学中です。
また、
秋よりメディア造形学部ファッション造形学科
より1名がACADEMIE INTERNATIONALE DE COUPE DE PARIS
（フランス）
へ留学予定です。

2011年3月、48名の留学生が
日本語教育センターに入学しました。
その後震災の影響で帰国した留学
生もいましたが、5月現在合計80名
が日本語・日本文化を学んでいます。

名

アメリカ

（2011年5月現在）

NUFSでは現在、日本語教育センターの別科生に

香港

加え、大学院・学部で学んでいる正期留学生45名
の計125名の外国人留学生が在籍しています。

韓国

11 名

オーストラリア

1名
7名

フランス

台湾

2名

8名
ロシア

イギリス

ベトナム

1名

在籍:京畿大学
（韓国）

日本で半 年 間 語

派遣留学

学 留 学したのち、

名古屋学芸大学短期大学部では、本学に在籍したまま半年から1年間、海外の教育機関で学ぶことができる派

４月より名古屋学

遣留学制度があります。留学先は本学が推薦する教育機関から選択します。集中的に英語を学ぶ、
もしくは語学

芸大学メディア造

力によっては現地の学生とともにその他の専門コースで学ぶことが可能です。2011年度よりイギリスの2校が協

形学部デザイン学科にて学んでい

力校に加わり、
留学先の選択肢が広がりました。

ます。

名古屋学芸大学では、
名古屋外国語大学の留学生別科で学ぶ外国人留学生をチューターとし、
気軽に国際交流を楽しむことができ

9名

中国

2名

チェコ

2名

インドネシア

49名

る英語ラウンジを学科・学部ごとに開催しています。
それぞれ開催場所が異なり、
専攻分野に関連したイベントを行うなど特色があります。
学生は積極的に会話へ参加し、
国際交流の魅力を感じていたようです。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ
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27名

ベック ウンビ

白 恩妃さん

ＮＵＡＳＥＮＧＬ
Ｉ
ＳＨＬＯＵＮＧＥ

★世界13カ国からの留学生★

受入れ留学生総数

名古屋学芸大学
2011年度
受入れ交換留学生の紹介

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

★ Entran

om
★ Welc

★
eremony

留学予定
（9月〜）
アカデミー・インターナショナル・
ドゥ・クープ・ドゥ・パリ
（フランス）

留学中
（〜7月）
ニューヨークフィルム
アカデミー
（アメリカ）

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

★ Closing

1名

カナダ

5名

名古屋外国語大学TOEFL（ITP）
2011年度、国際交流部主催の学内TOEFL
（ITP）
実施予定日は以下の通りです。

5月7日(土) ・6月11日(土)
9月17日(土)・10月22日(土)
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英語圏に留学する場合、多くの大学では出
願時にTOEFLのスコアを提出しなければなり
ません。英語圏への留学を考えている学生は、
奮って受験しましょう。

TOEFL-ITPのお知らせ
名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部では4月・７月・12月に英語資格試験TOEFL-ITP
（TOEFL団体模擬試験）
を実施しています。
取得スコアは本学海外留学への出願に利用できます。正規試験前の力試しなどにも是非利用して下さい。

次回は2011年7月下旬の土曜日に実施予定です。

詳しくはポータル、
または国際交流課まで。
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メディア情報教育センターだより
Language Training Center ＋ iPad

松尾 恭

MLCサポーターを知っていますか？

LTCは2008年4月に7号館と同時に開館しました。
以来、
毎年、
利用者が増え続けている学生
に人気のスペースです。
部屋の大きさの割には席数も少なめのパソコン48台、
52席とし余裕を持
たせ、
リラックスして学習が行える環境を提供しています。
2010年度にはiPadを入れ学習の可能

MLCサポーターは、図書館の視聴覚部門であるMultiｍedia Learning Centerを活気づけるため、様々な活動をしていま

性を調査しているところであります。
iPadの紹介も兼ねてLTCについてご説明いたします。

す。昨年は特集コーナーの企画、教員インタビュー、DVDのポップ・レビュー作成などを行いました。少しでも興味を持たれた方
はMLCカウンタースタッフに声をかけてください。

今年3月に卒業したMLCサポーターの声
『Intensive Study Table』

『Group Study Booth』

『Reading Lounge』

『Individual Study Area』

『Counseling Desk』

書籍はすべて専門家が厳選したものばかりです。特にTOEICに関しては、選びやすいように、棚ごとに
「上
級・中級・初級」、
レベルごとに「Listening,Reading,Grammar,問題演習、検定」に分類しています。書籍
は以下の通りになります。もちろん英語版かバイリンガル版です。自由に席で閲覧することができます。
・DVD、CD等
・TOEFL、TOEIC、各種語学検定の ・日本の文化・歴史
参考書・問題集・受験雑誌
・辞書、各種入門書、
ガイドブック、 ・授業教材
How toもの
・Reading Books＆CD・DVD
（授業で指定された自習用教材）
・楽しみながら学ぶ教材
（漫画等）
・その国の教科書
『Language Study Resources』

各ブースのパソコンでできること
・語学自習アプリケーションソフト等の利用
・ロゼッタワールド
（仏語,中国語,韓国語,スペイン語, ドイツ語,
日本語,ポルトガル語,イタリア語）
・波形で学ぶ中国語発音 声調の達人
・えいご漬けルールとしくみ
・インターネット語学学習サイトのリンク集の活用
・CNN、BBC、大富のOnLine＆録画の閲覧
・Reading Books＆CD
・音声録音
・DVD、CD再生
・通常のパソコン自習
（word,excel,powerpoint,etc）

iPadで学習

善本拓真（外大・英米語学科卒業生）
映画が好きだったのでサポーターになる前からよくMLCを利用していました。サ
ポーターになってからは、
レビューやポップを書かせて頂くようになり、様々な角度から
映画を見るようになりました。僕もそうでしたが、
学生には学生なりの悩みや不安があ
ります。親元を離れての一人暮らしや人間関係、就職活動などがそうでした。でも、
映画を見るとその度に、
元気が出たり、
視野が広がって前向きな気持ちを取り戻せま
した。他の学生にも良い映画を見て欲しいという思いから、
その様な作品を中心に
ポップを作成しました。自分のポップが貼ってあるDVDを借りようとしている人を見か
けると嬉しかったです。いつでも沢山のDVDを見られるのはとても有難いことだと思
います。少しでもみんながMLCに足を運ぶきっかけ作りのお手伝いができていたなら

2010年7月よりセンターでiPadが借りられます。
Audio,Image,Movie,Textを活用した優秀なiPadならで
はのアプリを厳選し、効率よく自習ができるよう工夫してい
ます。アプリも現在では、260本を超え大抵のことができま
す。主なアプリを以下に示します。
・語学学習：iBooks, 英単完全攻略,Audio Books,TOEIC
模擬試験,TapEnglish
・辞書・辞典：Wisdom,Longman,ジーニアス,研究社,Anchor,
英次郎,仏語プチロア,中国語,スペイン語,ドイツ語,
広辞苑,ブリタニカ,大辞泉,国語,類語,漢和,筆順,
古語,歴史
・資格試験対策:社労士,行政書士,中小企業診断士,宅建,
登録販売者,建物区分所有法,公務員行政法,
ITパスポート,情報処理技術,英文会計
そのほか各種学習に関する本を
入れております。

善本君が作成したポップ

幸いです。良い経験をさせて頂きました。一年間ありがとうございました。

後藤悠太郎（学芸大・映像メディア学科卒業生）
MLCサポーターとして教員インタビューを中心に活動しました。専門分野は勿
論、普段では聞けない事を先生から聞く事が出来ました。
それらを纏め、掲載した記
事が多くの学生に見てもらえた事が嬉しかったです。
この活動を通して少しでも作品
を選ぶ参考にして頂ければ幸いです。
後藤君が作成したポップ

作品紹介
MLCでは映画以外にも様々な分野の作品を揃えています。
その中でも自然災害のメカニズムやその対策を収録した作品を紹介します。

このように、
iPadも含め多様な教材を取り揃えています。
どのような学習方法が自分に合っているか、
「自分スタイル」
を見つけ有意義な学
生生活を送ってください。
わからないことはCounseling Deskで相談してください。
アドバイザーが快く対応してくれます。
教員指定の自習教材
も置いていますので自習・課題にも役立ててください。

iPadの良さはアプリの価格の安さとその数の多さにあります。使ってみたいアプリがすぐに購入で
き、
ダウンロードして即利用可能になるところです。パソコンのアプリとは比べものになりません。あ

一言
iPad

る意味革命的であると言えます。
「iPad」は学習を変える可能性があります。小学校をはじめ大学においても試験的に使われ始め
ています。本学で考えてみますと、パソコン教室、PCワゴンという形で行っている授業において、
iPadを適用できる可能性があります。新技術のクラウドコンピューティング、プラスiPadの組み合
わせなどを視野に入れ、パソコン教室に変わる形を模索しているところであります。
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369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：火山警報

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：巨大地震の真実

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：スーパーボルケーノ

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：地滑り

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：津波

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：天変地異：迫りくる猛威

369.3/Sai/D

サイエンス・ワールド：ハリケーン : 空の怒り

450/Sai/D

サイエンス・ワールド：地核
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図書館ウェブサイトをご存知ですか？

1

“ 外大 学芸大 図書館 ” で検索、
もしくは http://library.nufs.ac.jp/ か http://library.nuas.ac.jp/ にアクセスしてください。

本学図書館蔵書：OPAC
本学図書館に所蔵してある資料を探すには、OPACを使います。
●どんな資料があるか
（利用したい資料があるか）
●どの場所にあるか
●貸出可能か

2

●貸出中か
（貸出中の場合、返却予定日も）

ガイダンス資料編
●図書の探し方
●雑誌の探し方
●OPACの使い方
●パスファインダー

3

などがわかります。

など、資料探しに役立つ情報を掲載しています。

※パスファインダーとは…ある特定のトピック
（主題・論題）
に関して資料・情報を収集する際に、関連する資料の探し方を提供するツールです。

共同図書環(Tosho Ring)
●共同図書環(Tosho Ring)とは何か
●Tosho Ring利用者IDの申請方法
●読書スタンプラリーの紹介
Tosho Ring利用者IDを申請すると、共同図書の貸出・
検 索 、連 携 校にある共 同 図 書の取り寄せ、書 評・感 想 文
の書込みが可能になります。

1
3

3

，

，

など、共同図書環(Tosho Ring)に
関する情報を掲載しています。
トリのイラストが目印 の
「Tosho Ringのしくみ」
もご覧ください。

共同図書：Tosho Ring

共同図書の蔵書検索、取り寄せ、感想の書込みはこちらから。

2
3

その他にも…
データベース・電子ジャーナルのリンク、本学紀要などが掲載されています。
※紀要とは…大学などの研究機関が定期的に発行する学術雑誌です。

また、各種お知らせ、開館カレンダーなどの情報も随時更新されますので、
チェックしてください。
教員のお勧め図書紹介

● 名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科（大学院メディア造形研究科） 木村一男先生

「田中一光自伝 われらデザインの時代」
田中一光著 白水社 2004年
配置場所: 3階一般書架 請求記号:727.02/Tan

日本を代表するグラフィック・デザイナーであった田中一光さん
（1930-2002）
の自伝である。
自らの生涯を振り返りながら、戦後のグラフィック・デザイン黎明期から現在に至るその歩みと社会的役
割、東京と大阪の文化の違い、茶道にはじまる日本の古典伝統に対する深い憧憬などが、平明な語り口
で綴られている。
そこには、戦後立ち上がりゆく日本で、
いかにデザインの果たすべき役割を根づかせようかと努めてきた、一
デザイナーの懸命な意気込みと働きを見ることができる。
そのような著者が、
「われらデザインの時代」
と謳いあげたデザインへの熱い思いを、
ぜひ汲みとって欲しい。
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外 大 ＊ だ より
名古屋外国語大学
英語音読フェスティバル
２０１０開催

外 大 ＊ だ より

全国６外国語大学から14組19名の学生が出場

大学院での成果

2010年12月18日
（土）、名古屋外国語大学
において毎年恒例となった「英語音読フェス

カナダに20年あまり在住した後、社会人枠で
国際コミュニケーション研究科の修士を2010年

ティバル
（Reading Aloud Festival）2010」

に修了し、現在ニューヨーク
（NY）
に居ります。
私の名外大での何よりの成果は出会いでした。

場しました。

先生方はもちろん、
ともに議論し、笑い、勇気をも

これは、英語を学ぶ上での音読の楽しさと

らっていた仲間たちです。
もう一つは論文を残せた

大切さを伝えるのが狙いで始められた催し

ことです。テーマは
「アメリカのエッセイライティング

で、全国規模のイベントとなってから今回で6

の現地調査から日本の作文教育をみる－型、論

回目。順位を競うコンテストではなく、
互いに学

日頃の練習の成果を披露する出場者。

ルであることが特徴で、神田外語大学、京都
外国語大学、神戸市外国語大学、関西外国
学から代表学生14組19名が出場しました。
今回の題材は、
「葉っぱのフレディ」、
「トム
ソーヤの冒険」、
ジョンレノンの「ハッピークリ
スマス
（戦争は終わった）」、
「不思議の国の
アリス」、
オバマ大統領の演説、民話「うそつ
き村」などそれぞれの出場者が選んだ小説

や映画、歌詞、演説などの一場面で、約30人
の観衆の前で、感情をこめて英語で朗読し、
日頃の練習の成果を披露し合い、成果をシェ
アしていました。発表が終わるたび会場は拍
手に包まれ、
フェスティバルならではの楽しい
大会となりました。
また、
フェスティバルの後には懇親会もあ
り、
出場者同士意見交換し、交流を深めてい
ました。

試、
また留学試験のTOEFLで書く作文について
です。調査ではNYやニュージャージー州の小学校
から大学の多くの先生方に接し日米作文教育の

期英語教育には絶対に反対だったのですが、
ここ
で生活して変わりました。本当に井の中の蛙でし
た。」
と、
ご本人が退職後NYに留学されて一年、
世界中から集まってくる若者に日々接し、
日本人
の英会話能力の向上と海外体験の必要性を訴
えていました。
またNPOへの参加を通じて日本人
留学生の方々にもお会いしました。彼らは海外で
の苦労話を日本人の仲間と分かち合い元気に笑

に挑むようになっていくのでしょう。これからはます

るために始めたことの一つに国連本部でのボラン
ティアがあります。そこでは国連の機関に世界中

界を舞台に活躍してほしいと思います。

活動もお手伝いさせていただきました。ボランティ
アのメリットとしては、
その国連機関のメンバーの
集会に参加できること、
そして国連本部で開かれ
るいくつかの会議を、発行されたIDカードで自由に
傍聴できることです。
「会議場では隣にどんな著名
な方が座っていらっしゃるか分かりませんよ」
と、
イ
ンターンシップの大学院生たちが笑顔で教えてく
れました。日本人留学生の方々にもお会いしまし
が集まってレバノン料理のレストランで会食があり
皆で何枚も写真を撮りました。

学校が休みに入りますと
「アメリカ東海岸の有
名大学ツアー」の途中で国連に立ち寄るアジア
の国々の高校・大学生たちに頻繁に会います。話
を聞いてみると、学校からだけでなく旅行会社まで
もがアメリカ正規留学の斡旋をしているようです。
日本では対照的に海外へ留学する学生の数
が減少しています。昨年アメリカの大学の関係者
が来日し、若者に対して留学を奨励する呼びかけ
がありました。北アメリカの都市部には英語が母
国語でない学生が半分近くを占める大学も見られ
ますが、
その中でも日本人は極めて少ないのが現

「タイムズ・スクエアの巨大スクリーンを見ると、

国連本部

日本企業の宣伝が一時よりまばらになった」
と聞
いたことがあります。
しかし北米ではアジアの国々
からの移住者が増加しています。そして北アメリ
カの多くの都市に定住して、金融、教育、医療、
メ
ディアなど、
さまざまな職場で活躍しコ
ミュニティに混ざり浸透しているようで
す。その彼らの努力のおかげでアジア
系には住みやすい地域が増えました。
こ
れから先もますます彼らの考え方や文化
が北アメリカの社会に反映されていくで
しょう。そこには、気がつかないうちに日
本が置いていかれるような気配も感じら
れ、私には複雑な思いもあります。

留学生にエールを

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

留学は世界への一歩

アジアの影響
名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

には東日本大震災・津波の国連本部内での募金

国連・会議場のスケジュールボードの前で

の留学生の英語のアクセントにも慣れ、
さらに臆

ます彼らのような国際経験豊かな若者たちが世

た。昨年末には13カ国からの大学院生と大学生
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師にNYでお会いしました。
「私はずっと日本の早

せずに輪を広げて交流を深め、一緒に問題解決

方々とも一緒にファンドレイジングをしています。春

※２０１０年１２月１９日 中日新聞掲載

本で小学校高学年の担任をしていたベテラン教

国連のボランティア
大学院を修了後、
アメリカに戻ってまずNYを知

川路晴美さん

生していくことになると思います。少し前ですが、
日

い飛ばします。そして世界中から来ている同世代

ており、
さらに退職された国連職員や、
その家族の

「英語音読フェスティバル２０１０」出場者の皆さん。
全国6外国語大学から代表学生14組19名が出場。

他の先進国のようにもっと外国人と混ざり合い共

大きな違いを目の当たりにしました。

からインターンシップで来ている大学院生も参加し

ＭＣを務めた井戸沼歩さん
（右）
とジャクリン・シモンスさん。井戸沼
さんは３年連続のＭＣ担当で、今回は大会にも出場し音読を披露
する活躍ぶり。

状です。
しかしこれから日本人は国内外において

名古屋外国語大学大学院
2010年3月修了

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

語大学、長崎外国語大学、名古屋外国語大

述性、一貫教育の観点から－」
で、
アメリカ大学入

大学院修了生からの便り

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

が開催され、全国6外国語大学の学生が出

び合い讃え合い成果を共有するフェスティバ

ニューヨーク雑感

。
路さんは右端
との会食。川
国連の留学生

私にはどこの国から来ている留学生も「自分
の思いを一生懸命に話す」、
また「非常にマナー
が良い」
という印象があります。彼らは新しい地で
思わぬ体験や経験を通して自らの価値観や社会
性、国民性などを見直します。そして彼らの世界
観は大きく変わり広がります。母国から遠く離れ、
揺れながらもゴールを見つめている多くの留学
生。そしていつも彼らからエネルギーをもらう私は
心から彼らへエールを送ります。
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外 大 ＊ だ より
名古屋外国語大学
愛知県
「あいち医療通訳
システム」
に全面協力

外 大 ＊ だ より

まとめ役の浅野先生に聞く
「医療通訳の意義と今後」

「今、世界で注目される中国 中国人留学生と積極的に交流を」
●講演要旨

て、一方台湾の中国人は台湾は中国から独立して

英語には３００名以上の応募があり、
７月から

大学、愛知大学の３大学と連携し、在日外

基礎研修を実施する予定です。認定試験

私は２００８年夏から２００９年夏の１年間、ボスト

いると考えている人もいるからです。また、台湾の中

国人の病院受診をサポートできる医療通訳

の後、合格者は１０月頃から医療通訳者とし

ンで暮らしました。その経験をもとに、ボストンの中国

国人には親日家が多いことも知られています。ですか

者を育てる「あいち医療通訳システム」が

て医療機関に派遣されます。そこで、英語

人と中国語についてお話しします。ボストンは、米国

ら、大陸の中国人と台湾の中国人を無理やり仲良く

２０１１年度からスタートしました。名古屋外

部門養成プログラムのまとめ役を担当するこ

北東部ニューイングランド最大の都市です。歴史あ

させようとするのは得策ではありません。静かに見守

国語大学が英語、愛知大学が中国語、愛知

とになった名古屋外国語大学浅野輝子准

る港湾の街で、アメリカ独立戦争の拠点としても有

りましょう。

県立大学がポルトガル語とスペイン語を担

教授に「医療通訳の意義と今後」について

当。
４月中旬から受講者を募集したところ、

伺いました。

あいち医療通訳システムで英語部門養成プログラムの

医療通訳養成プログラムとは

医療通訳の認定制度の意義

本的には中国語を重視しています。また、中国文化

ブリッジ市には、名門ハーバード大学がありますが、

を大切に、中国の伝統もアピールします。

同大の留学生の半分は中国人留学生なので、ハー

ハーバードエンチン研究所に代表されるように、

バード大学に留学したら中国人留学生と交流するこ

ハーバード大学でも中国への関心は高まっていて、

とは必須になります。同大では第二外国語として中

中国はとても重視され、中国語教育にも熱心です。

国語も履修可能です。中国人留学生と接するにあ

中国語の授業のおよその時間数は１０～１２セメス

たっては、習慣や考え方の違いに注意しなければな

ター。つまり、
６年間ですから、大学院でも中国語の

りませんが、彼らと交流することは中国語や中国人

授業があるのです。また、普通話の北京語だけでな

の習慣・文化を学ぶ良い機会といえます。

く、香港などで使われる広東語の授業もあり、中国を
北京語と同程度あります。

医療通訳者には、医療英語
（知識）
力、通訳ス

キロ。名古屋市（３２６平方キロ）
をもう少し大きくし

ころ、愛知県からお話があり、
お引き受けしました。

キル、英語力の３つのスキルが必要です。英語力

た、横浜市（４３７平方キロ）
くらいの規模です。ハー

英語圏の大学に留学する場合、中国人留学生の数

本学の通訳クラスやＩＣＣ
（インターナショナル・コ

をベースに、医療英語力、通訳スキルの３つをリ

バード大学内には東アジア学研究所としてハーバー

はとても多いので、英語だけでなく、やる気になれば中

ミュニケーターズ・サークル）
で実践している通訳

ンクさせた能力が必要になります。

ド燕京（エンチン）研究所があります。エンチンとは

国語を学ぶ機会も多くなります。今、世界に広がる中国

医療通訳は、在日外国人の命を左右するかも
しれない重要な仕事です。愛知県には約２０万

ボストンで暮らす中国人の数は多く、中国からの

ニーズが高まっています。今後、英語のほかに中国語

医療現場のロールプレイを実施し、医師役と患者

人の外国人が在住していて、医療現場では病状

も世界の主要言語の一つになる可能性があり、中国

役の間に受講生が通訳として入って実習します。

の説明や治療法をめぐる意思疎通の難しさが問

移民とその子孫です。移民の子孫は「Ａｍｅｒ
ｉ
ｃａ Ｂｏｒｎ

基礎編では「ガンが転移している」
「帝王切開が

題になっています。それにもかかわらず、医療通

Ｃｈ
ｉ
ｎｅｓｅ
（アメリカ生まれの中国人）」の頭文字を

語を学習することはとても意義があることです。

必要です」
など医療用語を交えた具体的な想定

訳はボランティアというのが現状です。今回の認

問答集を使って通訳技術などを習得し、応用編で

定制度化により、報酬も制度化されることで、社

は実際に二者間の会話を通訳したり、
トラブル発

会的にも仕事として認知されれば、医療通訳者

生時の対応法なども考えていきます。あいち医療

の社会的地位の向上につながります。プロフェッ

通訳システムには本学としても全面協力し、
ネイ

ショナルとして優秀な医療通訳者を育成するた

ティブ教員も患者役で研修に参加することになっ

めにも、認定制度化はとても意義があることだと

ています。

思います。

取って「ＡＢＣ」
と呼ばれています。中国人は移り住ん
だ地域でコミュニティとネットワークをつくることが得
意で、中国人同士の付き合いを大切にします。中国

や考え方を尊重することが大切

人同士の紹介でビジネスも広がっていきます。また、

です。中国語で会話することは大

中国の文化や独自の価値観に誇りを持っています。

です。積極的に中国語で話しか

にあるＳｏｍｅｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
（ザマビル）
という区域です。台湾

けましょう。
また、中国文化につい

出身の中国人とはまったく住環境は別です。私たち

て関心を示すことも、
とても喜ば

日本人は、大陸の中国人も台湾の中国人も同じ中

れます。
さらに、
日本との共通点に

国人と考えがちですが、
それは間違いです。なぜな

注目して、
さりげなく日本をアピー

ら、大陸の中国人は台湾は中国の一部と考えてい

ルするのもいいと思います。

いち医療通訳システム同様、今後、大学でも医療
通訳をはじめとする専門分野に特化した通訳クラ
スを立ち上げ、社会に通用するプロフェッショナル
としての通訳者を育成したいと考えています。

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

人を輩出するのが本学のめざすところでもあり、
あ

歓迎されます。仲良くなるチャンス

中国人が多く住んでいるのは、ボストン市の北西

2010年度 優秀学生表彰

す。通訳者は二者の間に立って二者を取り持つ
が重要です。
また、実務レベルで役立つ国際教養

中国人留学生との交流のためには、
まず住環境
や食生活においてお互いの習慣

ことを考えた時、通訳者も選択肢の一つになりま
調整役で、
コミュニケーターとしての通訳者の役割

人の進出に伴い、
ビジネスシーンで求められる中国語の

北京の別名です。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

者養成プログラムを活用して、医療通訳用にアレ
ンジし、養成プログラムを作成しました。研修では

学生が「語学力を活かして社会とリンクする」

早稲田大学演劇博物館客員研究員

日時／２０１１年５月２４日
（火）

専門領域としない学生にも開講され、授業時間数も

医療通訳を認定制度化できればと思っていたと

語学力で社会とリンク

講師／重田みちさん

ボストンで暮らす中国人は英語も使いますが、基

拠地としても知られています。ボストン市街地のケン

ボストン市街地の規模としては、
４００～５００平方

～英語圏留学と中国語学習へ
向けて～」

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

まとめ役を担当することになった浅野輝子准教授

名。また、
メジャーリーグのボストンレッドソックスの本

「ボストンの中国人と中国語

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

愛知県が名古屋外国語大学、愛知県立

中国語学科講演会

英米語学科
●１年 滝谷莉加、中島江望、齋藤遥、
中島梢、
角谷実音
●２年
●３年

望月彩香、中村恭子、
内海知恵、
西村文、浅田詩織

英語教育学科
●１年 伊部明可
●２年 菰田操
●３年 澤江友香

安野由美、谷本国大、杉浦有紀、 フランス語学科
●１年 柴田歩
奥田真帆、赤塚智哉
●２年 栗田朱莉
●３年 近藤千佳

中国語学科
●１年 福澤絵未
●２年 小林香淑
●３年 横地佐紀

現代英語学科
●１年 梶並瑞穂、木下愛子
●２年 神谷優里、西川衣摘
●３年 立林美奈、佐藤智英

日本語学科
●１年 岩本いずみ
●２年 牧野成禄
●３年 赤堀祐太

国際ビジネス学科
●１年 北川由佳
●２年 小堀文英
●３年 稲垣まみ

※２０１１年４月９日 中日新聞掲載
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山内先生がメーテレ
「どですか！」
で笑いの
効用紹介

学 芸 大 ＊ だ より

笑いと健康の関係についてデータを交えて解説
2011年2月28日
（月）、
メーテレの朝の情報

業後、漫画家になる夢を実現させるため、決

かつひと

学科2009年卒業生
（第４期生）
の土屋雄民

意を胸に上京してバイトをしながら漫画家の

注！」の中で名古屋学芸大学管理栄養学部

教授と一緒に研究した「笑いの研究」の成果

さんのマンガ単行本が小学館から発売されま

道を志していました。努力が実を結んだのは、

の山内惠子先生とゼミ生らが番組に出演し

や、
自身の受託研究で得られた研究結果を踏

した。
これは同社の月刊マンガ
『ＩＫＫＩ』
で土屋

上京してから1年後。同誌で音楽青春マンガ

て、山内先生の研究分野である笑いの効用

まえた話や、笑いと免疫力の関係、心の影響

さんが連載した作品『ガギグゲキッコ』
（ 全10

『ガギグゲキッコ』の連載がスタートしました。

と健康の関連について紹介されました。

などについて紹介しました。

話）
を単行本化したもの。

ストレスの多い毎日を送る現代人は笑うこと

てっとり早い健康法として再認識されていると

が下手です。そこで、学生に集まってもらい、

いうことから、
専門家である山内先生にメーテ

笑いやすくするだけでなく、笑ったと同じ効果

レから取材依頼があり、取材は2月２５日
（金）

をもたらす「顔筋体操！」をレクチャー。
これは

に本学内の教室にて行われました。

顔の表情筋のストレッチ体操のことです。
山内ゼミの学生をはじめ多くの学生が応援

とで糖尿病患者さんの血糖コントロールや、
メ

に駆けつけ、
みんなで「いい顔、
いい顔、恵比

タボの患者さんの胸囲や血圧が良好になっ

須顔」や「タコ焼きグルグル美味しいな～」の

た」
「笑いがＮＫ細胞を活性化させ、
免疫力が

かけ声とともに、
大いに笑って楽しい時間を過

アップした」
「笑いの呼吸法が新陳代謝を活

ごした取材となりました。

2011卒業イベント“スマイル”に300人

名古屋学芸大学映像メディア学科

自分を信じつつ自信過剰にもならない。 （２００９年３月卒業）
大切なのは地道にコツコツ続けること 土屋雄民さん
大学４年４月に就職活動の一環で小学館に

ンが出たので、
10年2月に編集会議にか

作品を持ち込んだら、担当の人に「選考でいい

けてもらえることになりました。
編集長からもＯ

ところまでいくかもしれないから」
と勧められ、
月

Ｋが出て会議も無事通って、連載がスタートし

刊「ＩＫＫＩ」の新人賞に応募。すると、幸運にも新

たのは3ヵ月後の5月です。

人賞受賞。受賞作の読み切り漫画「ＳＷＥＥＴ

『ガギグゲキッコ』
は夢も仕事も見つからない

ＢＡＢＹ ＭＡＳＫ cｏｍｐ
ｌ
ｅｘ」は同誌に掲載されま

まま上京した主人公が「ミュージシャンになる」
と

した。就職活動を続けたものの、漫画家になると

いう夢をみつけて、
その夢に向かっていく過程

いう夢を捨て切れず、卒業後、漫画家の可能性

を描いた作品です。現実のいろんな悩みと向き

に賭け、
思い切って上京しました。

合い、
どう乗り越えていくか。乗り越え方は人そ
れぞれです。大切なのは、
自分が何であるか、

「新人賞を取ったんだから何とか道は開ける」

何をやりたいのか、
ごまかさずに自分自身と向き

という甘い期待はもろくも崩れ去り、生活のため、

合うことです。
ある意味、
僕自身の生き方を描い
た作品でもあります。

大学生活の中で出会ったたくさんの笑顔に感

花の種をつけた色とりどりの風船
を青い空にとばしたよ～。

謝したい。
そして就職・進学・進級と、
それぞれが

いて、
みんなでまっ青な大空に向けてとばしまし

バイトに明け暮れることになりました。
「こんなこと

迎える新しい環境が、仲間と一緒にいっぱいの

た。風にゆられながら空にのぼっていく風船たち

ではいけない」
と自らを奮起させ、
小学館にネーム

漫画は担当者と二人三脚で作り上げます。担

笑顔に包まれることを願って。
また、
これまでもたく

が、
小さく小さくなっていくのをみんなで眺めなが

（漫画の粗原稿）
を持ち込みました。愕然とした

当者は読者代表。読者のプロといってもいいか

さんふれあい、私たちを育ててくれた地域の親と

ら、笑顔の花が、
たくさんの人たちの心の中に咲

のは、
新人賞を受賞した時と同じ担当者だったの

もしれません。
「ここは分かりにくいよ」
「こうした

子が過ごす日々が、心の絆を深め、笑顔に満ち

き誇ってほしいと、
みんなの心が温かく溶けあっ

にもかかわらず、
しかも受賞から１年しか経って

方が伝わりやすいよ」
といった読者目線の鋭い

溢れていますように。
そんな思いを込めて掲げた

た１日でした。

指摘が入ります。的確なアドバイスによって作品

画家志望の若者が毎日のように何人も売り込み

の完成度も上がっていきます。

り、
みんなで創りあげようとするエネルギーを感じ

に来るのですから無理もありません。気持ちを入

どんな道でも同じだと思いますが、漫画家に

ヒューマンケアB棟の階段には、
メディア造形

ました。
メディア造形学部の学生が製作に使用

れ替え、
マメに編集部に顔を出すことにしました。

なりたいのなら、続けることが大切。今、僕が漫

学部の学生が作った色とりどりの花で包まれた

する教材やアイデアの素晴らしさがとても勉強

顔馴染になると、担当者から次第に声がか

画家でいられるのも続けたからです。続けるコツ

虹色のすべり台が、NUASホール内や2階の廊

になりました。管理栄養学部の学生たちの食に

かるようになりました。2009年秋、
「音楽物の企

は、
自分を信じつつ自信過剰にもならないこと。

下には、
クイズや探検遊びなど、
さまざまな遊び

対する意識の高さと手際よさに感動しました。

画があるけどやってみる？」
と声がかかり、
参加

謙虚さも必要です。僕の漫画家人生はまだはじ

学部を超えた学生たちが協働して作り上げ

することになりました。
ただ連載の保証はあり

まったばかり。漫画家は個人事業主です。仕事

お昼ごはんには、管理栄養学部の学生たち

たイベントは、それぞれの個性を発揮した発想

ません。
「楽器救済合宿」
という音楽青年をサ

がなくなれば、
いきなり失業です。漫画家で生計

が心を込めて作ってくれた、
あたたかい“ポトフ”

を認めあい、幅広い角度から子どもの健全育成

ポートする音楽イベントがあり、
担当者に同行し

を立てていくのは並大抵のことではありません。

をほおばり、
心も体もポッカポカになりました。

をとらえる目を養い、
さらに自身の実践力を向上

て取材。
その後も周辺取材を繰り返して半年ぐ

それでも選んだ、
それだからこそ選んだ漫画

させたいという意欲につながる学びあいの機会

らいかけて３話分のネームがほぼできました。

家の道。つねに自分自身を磨いて、地道にコツコ

になったと思います。

担当者に見せると
「これならいける」
とＧＯサイ

ツ続けていきたいと思います。

Ｎ Ｓ Ｃ

です。

のコーナーができあがりました。

午後には、かわいいお花の種をつけた赤・青・
黄・ピンク…色とりどりの風船に、
メッセージを書

土屋さんのマンガ単行本『ガギグゲキッコ』
は小学館から発売中。

Ｎ Ｓ Ｃ

いないのに僕の顔を忘れていたこと。
しかし、漫

ヒューマンケア学部の学生たちは団結力があ

テーマは、“スマイル- 笑顔の花を咲かせよう- ”

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

ら交流しました。

の道のりを土屋さん本人が語りました。

に作品を応募し、見事に新人賞を受賞。卒

しかし、いきなり挫折を味わうことになります。

市近隣に在住する親子170名が楽しく遊びなが

挫折と苦難の連続だった漫画家になるまで

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

山内先生は番組内で「笑いを取り入れたこ

土屋さんは大学４年の時、同誌の新人賞

名古屋学芸大学
映像メディア学科
第４期生・土屋さんの
マンガ単行本が
小学館から発売
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

解消に役立った」などかつて筑波大学名誉

部、
メディア造形学部の学生たち130名と、
日進

さぁお兄さん・お姉さんと船に乗って冒険 の
旅にしゅっぱぁつ！

2011年４月、
名古屋学芸大学映像メディア

番組「どですか！」の月曜特集「今週のここ

2月19日(土)、
ヒューマンケア学部、
管理栄養学

温かいポトフを食べながら交流する親子と学生たち。

59

発にし、副交感神経を優位にさせてストレス

笑いは古くから健康に良いとされていて、

遊びの交流会

漫画家・土屋雄民が誕生するまでの道
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産学連携の共同事業の一環として実現
２０１０年度の産学共同事業として、名古

2010年11月19日
（金）
～21日
（日）
、
名古屋栄の

「立体空

国際デザインセンター
（ナディアパーク）
２階アトリ

間デザイ

による商品化が実現。デザイン学科の学生

鈴木万耶子さんと堀田亜由美さんにインタ

ウムと４階デザインギャラリーにおいて、名古屋

ン」、
「学

がパッケージデザインを制作したラスクが発

ビューし、制作にまつわる苦労話などについ

学芸大学メディア造形学部デザイン学科の第７

究・デザイ

売され、
スーパーやカフェなど小売・飲食店の

て聞きました。

回コンタクト展が開催されました。
これはデザイン

ンビジネス

学科３年生が制作した作品を展示して企業担

コース」の３コースに分かれ、各専門分野のデ

当者に披露するもので、学生が自分のデザイン

ザイン研鑚に取り組んでいます。最新のデジタ

を社会に発信していく就職活動の第一歩です。

ル技術、
造形機器によるデザイン制作やマルチ

鈴木万耶子さん

自分がパッケージデザインしたラスクが
目の前で売れていく光景に感激

ラスクとスーパーの店頭などに並ぶ一般市

伝わるよう
「もらってうれしい」特別感を表現し
たハイグレードなデザインを意識しました。

るようなキュートな女の子

担当したラスクもお店に並んでいます。
「お客

のキャラクターを考え、
パッ

さんがラスクを手にとって買ってくれるかどう

ケージ全面に配しました。

かは、私のパッケージデザインにかかってい

プレーン、
さくら、
まっちゃ、
ご

る」
と思うと、
ドキドキで最初の一つが売れた

まの４種類でキャラクター

時は感激。今でも目の前で一つ売れるたび、

の色使いも変えて、区別し

とってもうれしい気持ちになります。

一方、
ギフト用は素材にこ
だわった本物指向のラスクなので、高級感が

名古屋学芸大学デザイン学科

堀田亜由美さん

私にとってデザインとは、人に喜んでもらう
もの。
自分の狙い通りに、人の心を動かせる
ことができればサイコーです。

パッケージは商品の顔
「パン屋さんがつくったラスク」
を全面に

メディアコンテンツ等、最先端のデザイン表現を

デザインコース31名、学究・デザインビジネスコース2名

追求する一方、
「手を磨く」ことを重視しさまざ

の計86名の学生の作品を展示。学生たちは自分の作

まな手のプログラムを実践することで、
「造形力」

品の前に立ち、作品についての解説をするとともに企

「企画力」
「調整力」を併せ持ったバランス感
覚ある学生の育成に努めています。

業担当者からの質問に答え、PRに努めていました。

卒業後、
社会に出てデザインに携わる学生た

初日の19日にはオープニングパーティーも開
催され、企業担当者と学生ら約150名が参加。

ちにとって、
このコンタクト展は作品発表だけで

井形学長も激励に訪れ、
「学生の作品を見て、

なく、企業や社会が求めるデザインについての

夢を創造し発信していく素晴らしさを感じまし

視野を広げる場でもあります。
また、
デザインを

た。企業の担当者の皆さまに本学学生の感性

学び、
卒業後はデザイナーとして制作物を社会

と可能性を感じていただける機会になれば幸

に還元していくために、
自分のデザインが社会

いです」
とあいさつ。
その後、
歓談となりました。

に向けて発信できているのか、
斬新な視点や発

本学科では最初の２年間でベーシックデザ

想はあるのかといった点について、
プロの視点
から厳しく評価される機会でもあります。

インを学び、
３年次からは「視覚伝達デザイン」、

参加した学芸大大学院生・西野圭一郎さんが報告
２０１0年８月１日
（日）
から一週間、
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ－
Ｄｅ
ｓ
ｉ
ｇｎＷｏ
ｒｋｓｈｏｐ
（異文化間大学との合

ワークショップを展開し、
最終日にプレゼン
テーションを行いました。

同デザインワークショップ）
が中国で行われ

今回の実習で何より驚いたのは、海外の

パッケージテザインです。就活の一環と

並ぶまでのビジネスの流れも体感でき、いい

ました。
これはデザイン学科・立体空間デザ

学生の視野の広さ。
その目は常に世界に向

経験になりました。

インコースが例年実施しているもので、私

けられ、
デザインで世界に貢献することが最

は大学院生として参加しました。

大の目標であるとも語ってくれました。私は

Ｎ Ｓ Ｃ

私にとってデザインとは、生活の中で必要

商 品のラスクはすでに完 成していたの

不可欠なもの。特にパッケージデザインは商

上海万博や美術館、
そして今年度の

昨年まで平面デザインコースに属していま

で、まず 試 食 。パン屋さんが つくっただけ

品の顔です。中身の特徴を一目で伝えるの

テーマでもあった「Ｓ
ｔ
ｒ
ｅｅ
ｔｆ
ｕｒｎ
ｉ
ｔ
ｕｒ
ｅ
（街

したが、
デザインの考え方、哲学に大きな興

あって、美味しさに感動。そこで、
「パン屋さ

は大切な役割ですから。

路に置かれる案内板やベンチなどの屋外

味を持っていました。
例え国や環境が違って

んがつくったラスク」
というイメージが伝

設置物）」のデザインのフィールドワークを

も、
デザインの「豊かな生活の追求」
という

わるよう心がけました。
「本間パンのキャ

中国、
韓国の学生と共に行い、
日本と中国

考えは世界でも変わらず、
デザインの可能

ラクターを使うこと、色は３色まで」とい

の違いや問題点を調査しました。
その後、

性を大いに感じ、国際的な視野に立つこと

う指定があり苦労しましたが、すっきりと

各国混成の５チームに分かれて、
デザイン

の重要性を改めて認識した一週間でした。

したシンプルなデザインに仕上げること

※２０１０年１１月１６日 中日新聞掲載

ができました。
デザインだけでなく、実際に会社まで
出向いて企画会議にも何度も参加し、

Ｎ Ｓ Ｃ

ラスクが商品化され実際に商品が店頭に

の共同事業に参加しました。

２階アトリウム
では、立体空間
デザインコースと
学究・デザインビ
ジネスコースの
作品を展示。

異文化間大学との
合同デザインワークショップ開催

私が担当したのは、業務用ラスクの
して社会とのつながりができればと思い、
こ

井 形 学 長に作 品
の説明をする学生。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

やすいよう配慮しました。

会場には視覚伝達デザインコース53名、立体空間

▼４階デザインギャラリーでは、視覚伝達
デザインコースの作品を展示。

▼

実は自宅が飲食店を経営していて、私が

けんさん

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

販用ラスクの２種類。一般用は温かさが伝わ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

そこで、パッケージデザインを手がけた

私が制作を担当したのは、
ギフト用高級

堀田さんがパッケージデザインした本間パンのラスク

最優秀成績

●管理栄養学科
中山佑香

●デザイン学科
舟橋和歌子

2010年度 優秀学生表彰

●映像メディア学科 ●ファッション造形学科
青山恭子
野田梓織
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名古屋学芸大学
デザイン学科
第７回コンタクト展開催

屋学芸大学デザイン学科と本間パンの連携

名古屋学芸大学デザイン学科
（２０１１年３月卒業）

鈴木さんがパッケージデザインした
本間パンのラスク

店頭に並んでいます。

自分のデザインを社会に発信していく第一歩

▼

学生が本間ラスクの
パッケージデザインを
制作

学 芸 大 ＊ だ より

●子どもケア学科
子どもケア専攻 花井美穂
幼児保育専攻

柴田彩花

学術研究功績

●デザイン学科
相馬友利華、
中島拓也、
堀田亜由美
●子どもケア学科 幼児保育専攻
松田裕樹
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短 期 大 学 部 ＊ だ より

「ｉ
ｓｍ」のテーマに統一したモチーフを表現

名駅・東急ハンズでの「小さな親切」
に感謝の意

短大生宛てに
お礼状届く

短大部に確認したところ、該当の学生は、

ことで自分の主義・個性を表現した制作をめざ

ディアパーク11階のアートピアホールにおいて、

すというコンセプトのもと、
「physis」
「re strange」

大学部に１通のお礼状が届きました。差出

養護教諭モデルの嶽野早希さんとわかりま

名古屋学芸大学短期大学部現代総合学科

「country」
「kaleido scope」
「minimums」

人は阿久比町の山内かずさんという女性。

した。嶽野さんは「困っている人を見かけた

ファッションデザインモデルの第47回卒業作品

「brilliant」の６シーン構成で発表しました。

大学職員が封を開けると、短大生が行った

ので、手助けしただけ。当たり前のことをした

小さな親切に対する感謝の便りでした。

だけです。お礼状をいただき、
ありがとうごさ

発表会が開催されました。短期大学部は40数

また、学 生モデル部 門として、
「What's

年の歴史と実績を誇る愛知女子短期大学の

denim?」
（リメイク部門）
、
民族衣装の配色
（コー

伝統を受け継いでいます。
なかでもファッション

ディネイト部門）、
「YAMATONADESHIKO」

デザインモデルはその中心的な存

（創作部門）の発表もあり、学生らしいパワフル

在として多くの逸材を世に送り出

なステージを披露しました。

２０１１年４月下旬、名古屋学芸大学短期

る商品を取ろうと四苦八苦していたところ、

お礼状の全文を掲載させていただくことにし

若い女性がさりげなく近づいてきて助けて

ました。

くれ、
レジを済ませた後、次の階まで連れて

す。
この発表会は、
そんな学生たち

インのコスチュームでプロモデルが登場し、観

行ってくれたとのことで、感謝の気持ちが文

の集大成ともいえるイベントです。

客を魅了しました。

面にしたためてありました。

学生がそれぞれ自分自身と向き合う

何もつくれなかった私たちが今日この日を迎え

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

学生を代表して岩本彩里さんが「２年前は

山内さんご本人の許可をいただき、
ここに

ンズで車椅子で買い物中に、高いところにあ

それぞれのシーンごとに趣向を凝らしたデザ

今回のテーマは「ism」。22人の

いました」
と話していました。

その女性は足が不自由で、名駅の東急ハ

し、社会から高く評価されていま

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2011年1月28日
（金）、名古屋市中区栄のナ

られたのも、
ご指導いただいた先生方、
いつも
見守り支えてくれた両親、
そして共に学び励ん
できた仲間のおかげだと思っています。
これか
らは別々の道でそれぞれの夢へと向けて突き
進んでいくことになりますが、
この２年間の思い
いさつし、
フィナーレとなりました。

山内かずさん

去る二月下旬、名古屋の東急ハンズにて、貴大学の学生さんにとても親切にしていただき、お礼を申し
上げたくて、又ぜひ知っていただきたくて、
お便りさせていただきます。
住所がわからず遅くなってしまいましたので、
もしかしたら三月に御卒業されたかもしれません。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

ショーのラストで学生を代表してあいさつを
する岩本さん。

を胸に、
日々精進していきたいと思います」
とあ

お礼状全文（原文まま）

私は足が不自由で、少しは歩けるものの車椅子を利用することが多く、
その時も手動式の車椅子で買物を
しておりました。

第２回デザインモデル
卒業制作展

「曖昧なかけら達」
をテーマに開催

高いところにある品を取るのに四苦八苦しながら、
まわっていたら、若い女性がさりげなく近付いて助け

2011年1月6日
（木）
～9日
（日）
、
名古屋・伏見

立図書館エントランスホールと名古屋学芸大

の電気文化会館・西ギャラリーにおいて、
名古

学短期大学部５号館１階において巡回展も

屋学芸大学短期大学部デザインモデル47回

開催されました。

生の卒業制作展が開催されました。

て下さり、
ずっとつきあって下さいました。
レジをすませると、更に次の階まで連れていって下さったのです。
おかげで楽に買物をすることが出来、本当に嬉しくて心が温かくなり、
その日は一日中、幸せでした。
会話の中で貴大学の短期大学部の竹野さん
（こういう字かどうかわかりませんが）
という方だと知りまし
た。
まだ在学中でしたら「あの時は本当に有難うございました」とお伝えくださいませ。
貴大学にはこんなに素晴らしい素敵な学生さんがいらっしゃるのですね。身内に受験生がいたら、一度

これは昨年に引き続き２回目の開催で、学

大学訪問してみたいと思うほどです。

外開催は４１回生がこの場所で開催して以

ますますの御発展と卒業生の皆さまの御活躍をお祈りしております。

かけら達」は、
学生から集められた多くの言葉

かしこ

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

来６年ぶりとなります。今回のテーマ「曖昧な
（単語）の中から選ばれたもので、彼女たち
の今の心情を表しているフレーズが自然に湧
き出てこのテーマになりました。
会場には、
ポスターや絵本、
イラスト、雑誌、

ポスター、
絵本、
カフェの提案、
おもちゃなどさまざまな作品が展示。

カフェのコンセプト提案、空間デザイン、おも
ちゃ、
インテリア計画など47回生34名の学生
の作品を展示。学生が手探りしつつ思いの丈
を表現したバラエティあふれる作品がせいぞ
日進市立図書館での巡回展

ろいしていました。

2010年度 優秀学生表彰
最優秀成績

●養護教諭モデル

●ビジネス実務モデル

桂川絵美

●英語コミュニケーションモデル

学術研究功績

●ファッションデザインモデル

黒田愛

●デザインモデル

倉橋萌

武藤みなみ

内藤佳子

また、
１月12日
（水）
～23日
（日）
には、
日進市
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ＮＳＣ＊ だ より

2011年3月4
（金）
〜6日
（日）
にナディアパークに

１９日（ 土 ）、名 古

方々による厳正な実物審査が行われ、審査

て「2010年度卒業制作展 デ博’１１ファイナルス

屋ファッション専 門

競技の模様は二回目のショーの際会場にて

テージ」
を開催しました。
インテリアデザイン科・グ

学校の最大イベン

中継されました。
コンテスト部門グランプリに

ラフィックデザイン科の2年生が2年間の集大成

トである「 名 古 屋

は大河内綾美さんの作品が選ばれ、
アイテ

として約半年かけて制作した作品を展示しまし

ファッション専 門 学

ムのプロモーションをテーマにトータルコー

た。学校長賞など学校内からの賞をはじめ、
名

校ファッションフェス

ディネートを発表したコーディネート部門で

古屋イラストレーターズクラブ賞、
日本グラフィック

ティバル２０１１」が

は、前田健佑さん、乙名未妃さん、石川陽菜

デザイナー協会愛知地区賞、
日本インテリアデ

ナディアパーク３階

さん、今坂栞里さん、田中智子さん、林理紗

ザイナー協会JID中部学生賞、
中部インテリアプ

デザインホールで開

子さんの作品がグランプリを受賞、
コレクショ

ランナー協会学生賞等々、
外部のデザイン団体

催されました。産学

ン部門のグランプリには、伊藤裕也さんが選

からも賞を頂きました。
展覧会場では一般の方、

コラボレーションの

ばれました。
また、
３部門から１点のみ選ばれ

学生、卒業生など多くの人に来ていただきまし

方向性もさらに進化し、
今回はスワロフスキー・

る「ドン小西賞」は、
コンテスト部門の溝口紗

た。
続いて、
3月12
（土）
、
13日
（日）
には本校校舎6

ジャパン株式会社、
フォーエバー21、べネトン

恵香さんの作品が受賞しました。
また会場の

階にて
「2010年度進級制作展 デ博'11デビュー

●（社）
日本インテリアデザイナー教会JID中部学生賞：高瀬賢也

ジャパン株式会社、
リーバイ・ストラウス ジャパ

ロビーには、学生が授業内に製作した作品

ステージ」を開催しました。進級制作の展示と

●

ン株式会社（順不同・敬称略）の各社に商品

の展示もおこなわれ、会場を訪れた方々の目

同時に卒業制作凱旋展示としてナディアパーク

提供をいただきました。
またパリ、
ミラノ、
東京コ

をひいていました。

＜グラフィック＞

で展示されていた作品の選抜展を開催。
また、

●

最優秀賞：杉江早紀

●

優秀賞：西屋沙羅

●

奨励賞：鈴村杏

レクションなどでファッションショー演出を手が

「私の作品大公開」
として進級制作の作品を

けるDRUMCAN Inc.の若槻善雄氏による

１年生が自身でプレゼンテーションをするイベン

演出により、
昨年にも増して華やかなイベントと

トを催しました。
2010年度名古屋総合デザイン専門学校卒

ショーは第一部・ファッション造形科のコン

制作）

＜インテリア＞
学校長賞：石黒浩太

●

優秀賞：高瀬賢也

●

奨励賞：日置有沙

●

同窓会長賞：寺田大地
中部インテリアプランナー協会学生賞：石黒浩太

●（社）
日本グラフィックデザイナー協会愛知地区賞：杉江早紀
（キャラクター）
●

名古屋イラストレーターズクラブ賞：西屋沙羅
（絵本）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

なりました。

デ博会
場
（卒業

名古屋学芸大学

第一回のショーにおいて外部審査委員の

名古屋外国語大学

去る2011年２月

●

名古屋総合デザイン専門学校

NSCデザイン博覧会！

Design

名古屋学芸大学

Fashion

名古屋外国語大学

名古屋ファッション専門学校

ＮＦＦＦ２０１１開催

業生表彰は右記の通りです。

テスト部門と、第二部・ファッション流通科の
コーディネート部門、第三部・ファッションマス
ター科のコレクション部門に分かれ、それぞ
れに厳しい学内審査を経て選ばれた作品
９５点がステージに登場しました。

世界へ羽ばたけ！

2010年度
優秀学生表彰
理事長賞
伊藤裕也

杉江さんの卒業制作作品

石黒君の卒業制作作品

日本新聞協会主催広告コンペで学生賞を
受賞した件で理事長賞を受賞する杉江さん

卒業式では理事長先生より理事長賞をいた

ンテストにおいて特選を受賞し、
受賞特典とし

だき、
大変うれ

てフランスのパリ
・クチュール組合学校
（サンディ

しそうな伊藤

カ）
に1年間の留学資格をいただきました。

さん。言葉の

今春からパリへと旅立つ伊藤さんに、
卒業も

壁などの困難

愛知県知事賞

迫った3月、
もう一つのうれしい知らせがやって

水野玲奈

をたくましく乗

きました。
インターナショナル・ファー・
トレード・フェ

り越えて、今

愛知県専修学校
各種学校連合会長賞

デレーション・インターナショナルデザインコンペ

後の活躍が

ディション・
リミックス２０１１にて入選した作品が、

大いに期待さ

日本代表として全世界8人の一人に選ばれミラ

れます。

舩木千尋

65

ファッション協会が主催する神戸ファッションコ

ブロンズプライズに選ばれました。

▼

を卒業した伊藤裕也さんは、財団法人神戸

ノでの世界大会に出場し、
みごと世界第３位の

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

２０１０年度３月にファッションマスター科３年

理事長賞
特別賞
特別賞

2010年度 優秀学生表彰
杉江早紀（社団法人日本新聞協会主催の新聞広告コンペにおいて学生賞受賞）
石黒浩太（2010年度卒業制作学校長賞）
杉江早紀（2010年度卒業制作最優秀賞）

愛知県知事賞 杉江早紀
愛知県専修学校各種学校連合会長賞

デ博

作）

級制

（進
会場

愛知県専修学校各種学校連合会
文化合同部会長顕彰

石黒浩太
井藤丈子
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宮﨑真理子

専修学校教育振興会理事長賞
河合裕美
山根恵理

名古屋栄養専門学校長賞
谷本真起子
花塚敏行
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スの中で参加者が最も多

学生が多数表彰されました。
まず理事長賞

のコースを設定しました。
Ａコース：オール電化施

かったコースです。核融合エネルギーの理解を

は、全国のパティシエにとって、世界への登竜

設見学＆厨房体験。
Ｂコース：ヤマサちくわの里

深め、
巨大な施設と安全防御のための施設に感

門でもあるジャパンケーキショー東京（学生の

見学＆常滑やきもの散歩道。
Ｃコース：
「デンパー

嘆しました。栄養士を目指す学生にもエネルギー

部）
で、
日本一になった洋菓子科２年の酒井

ク」パン作り体験＆キューピー工場見学。
Ｄコー

には強い興味があり、今日の日本のエネルギー

萌華さんが受賞しました。
この賞は名古屋製

ス：核融合科学研究所見学＆セラミックパークＭＩ

問題を予見した研修ツアーになりました。

菓専門学校の知名度の向上と技術の進歩

昨年８月には、愛知県の地産地消である守口

発展に貢献し、多くの学校の中でも、高い評

Ａコースは、蟹江町給食センターでオール電

漬の工場を見学し、犬山ホテルで和食のマナー

価を受けると共に、他の学生の模範となる者

化の厨房を見学、
ガラス張り２階からとても綺麗

を学びながらお食事をいただき、有楽苑にてお

に授与される賞です。学校長賞は、
技能五輪

な汚染区域、
非汚染区域全体を見渡すことがで

抹茶を楽しむ、
「大和屋守口漬総本家工場見学

全国大会で銅賞を受賞した、洋菓子科２年

きました。
ウェスティンナゴヤキャッスルに移動して

＆有楽苑にて茶道の日本伝統文化に触れる」

阿部由香さんが受賞しました。特にこの賞は

昼食、
ここでもスタイリッシュな電化厨房がガラス

コース以下、
「愛知牧場でバター作り＆ヤクルト

愛知、東海地区で高い評価を受けると共に、

越しに見えました。
午後はフジマック名古屋ショー

工場見学」、
「加工食品作りを体験＆酢の歴史

他の学生の模範となる者に授与される賞で

ルームにてスチコンで調理実習、電化厨房で中

に触れる」、
「スチコン体験＆なばなの里見学」の

す。
また特別賞として、技能五輪全国大会で

華鍋体験をしました。
Ｂコースは、
ヤマサちくわの

４つの研修コースでした。

敢闘賞を受賞した洋菓子科２年佐藤日向子

ＮＯにて上絵付け体験。

里でちくわについて教えていただき、職人さんに

前期および後期の栄養士の勉強を終えて、
学

さん、山田育栄さん、
中部地区で最大規模の

よる実演を見学した後、学生代表１名がちくわを

生は希望のコースを選び、
１年生２年生が一緒

中部洋菓子技術コンテストで１位になった洋

丸める作業体験をしました。出来立ての格別に

にバスで研修先を回ります。現地に出掛けて視

菓子科２年福山暁人さんの３名が受賞しまし

美味しいちくわをプレゼントにいただきました。京

野を広め、栄養士としての素養を高め、教室外

た。佐藤日向子さんは同時に愛知県専修学

料理会席丸十でお食事を済ませて、バス車中

で学年を超えた交流の場ともなります。教職員

校各種学校連合会長賞も受賞しました。愛

に伊勢湾を展望しながら移動、常滑やきもの散

が頭をひねって魅力的なコースを設定し、
学生に

歩道で有名な土管坂を歩きました。
Ｃコースは、

とって楽しみの学校行事の一つです。

知県知事賞には、
日頃の授業に取り組む姿勢
も評価され、他の学生の模範として評価を得
た、洋菓子科２年大脇香織さんが表彰されま
した。表彰された方々は、
日頃の授業に対す
る取り組みや、
自分自身の技術の向上に力を
注ぎ、成し得た結果だと思います。卒業後社
会人となり、
力を発揮し、
人に喜んでもらえるパ
ティシエになってくれることを願っています。

安城にあるデンパークでチョコデニッシュ・ウィン
ナーロール・動物あんぱん作りを体験し、焼きた
「理事長賞」
酒井萌華さんの作品

てのパンをほおばってきました。豊田にあるキュー
ピー工場では、卵の割れる速さ、
そして目視によ

2010年度
優秀学生表彰

るチェックをする職人技のすごさに驚きでした。
Ｄ

理事長賞

入学式＆新入生歓迎会＆新入生保護者会
今年の入学生９１名は高等学校新卒者と

酒井萌華

名古屋製菓専門学校長賞

にも１年間の学習の成果がうかがえます。

既卒者が半々です。鶴舞の名古屋市公会堂

なお、入学式後の保護者会では、
２年生を

で入学式を済ませて、
新１年生は学校に移動

代表して内藤宏実さんと水谷彩乃さんが学

して、新入生歓迎会に臨みました。中島雄太

校の様子を紹介してくれました。

阿部由香

特別賞
佐藤日向子
山田育栄
福山暁人

君、
森宏和君をリーダーに意欲的に準備を重
ねた２年生委員が、
バイキング形式で料理を
作り、
ゲームを企画しました。歓迎会での献立

Ｎ Ｓ Ｃ

愛知県専修学校各種学校
連合会長賞

アーを実施しています。今年の２月には次の４つ

名古屋学芸大学短期大学部

山盛明日香

２０１１年３月１７日
（木）卒業式にて、
本校の

名古屋学芸大学

全国栄養士養成施設協会長賞

コースは、
４つのコー

名古屋外国語大学

Ｎ Ｓ Ｃ

網野ひとみ

名古屋栄養専門学校では、
２月と８月に研修ツ

名古屋製菓専門学校

名古屋学芸大学短期大学部

愛知県知事賞

「全国大会上位連続受賞で表彰！」

研修ツアー

Confectionery

名古屋学芸大学

N ou r i s h m e n t

名古屋栄養専門学校

名古屋外国語大学

2010年度
優秀学生表彰

ＮＳＣ＊ だ より

「学校長賞」
阿部由香さんの作品

愛知県知事賞
大脇香織

愛知県専修学校
各種学校連合会長賞
佐藤日向子
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菱野幼稚園
2011年度入園式

（4/8）
名古屋外国語大学

この日から菱野幼稚園の園児としての生活がスタートしました。

前理事長・中西憲一郎先生の
銅像「千慮不惑」完成！
関係者が参列して除幕式挙行！

お父さん、
お母さんに手を引かれ、
笑顔で登園してきてくれました。
遊戯室で行われた入園式では、園長先生のお話、担任の先生た
ちとの手遊び、そして最後には、
クラス毎に親子で記念撮影。
未来を担う子どもたち。さあ、始まります。

2011年３月26日
（土）
、
前理事長・中西憲一郎先生の銅像
が完成し、完成除幕式が挙行されました。式には、理事長、
中西冨美子理事、法人役員、各校の同窓会代表者、本学

除幕式には学園関係者多数が参列。

式には銅像制作者の高橋洋先生も参列。高橋先生は、

園教職員や卒業生、約50名が参列しました。銅像名の「千

愛知県立芸術大学名誉教授で、
名古屋久屋大通公園「愛

慮不惑」は、憲一郎先生が生前、座右の銘としていた言葉

の広場」に設置されている
「慈（いつくしみ）」等の制作も手

で、
「事を起こすにあたってじっくり考えれば惑うことはない」

がけた著名な彫刻家です。

という意味です。

名古屋学芸大学

式終了後にはコミュニケーションプラザにて直会が催さ

移動動物園 （5/16）

れ、参加者は在しり日の憲一郎先生を偲んで、思い思いの
追想を胸にしている様子でした。

園庭が、動物園に早変わり。

なお銅像は、
日進キャンパスの中央図書館玄関入口南側

今年もポニー、ロバ、山羊、
アヒル、
うさぎ、
ひよこなどの

に教職員、学生を見守るように設置されています。
また、銅

動物がいっぱい幼稚園へやって来ました。

像の完成には、
名古屋学芸大学短期大学部同窓会をはじ

子どもたちは、触ったり、抱っこしたりして動物たちとふ

め、
現在組織されるすべての同窓会から多くの支援が寄せ

れあいました。

名古屋学芸大学短期大学部

ひよこはそっとやさしく触らないといけないことも、山羊

られました。
この紙面をお借りし、
厚くお礼申し上げます。

は気をつけていないと服をかじられてしまうことも、直接関
われたことで知ることができました。
ドッグショーでは、犬のベルちゃんのハイジャンプが成功
するように、みんなで心から応援しました。
動物たちとのふれあいは、子どもたちの心を豊かにして
くれたことと思います。

どんぐりから芽が出て･･･（5/31）
菱野幼稚園

昨年9月、
山で拾ったどんぐりを植木鉢に植えました。

代表者が一緒にヒモを引いて除幕し、銅像を披露。

その後、子どもたちが水をあげて、大切に育ててきた
結果、
発芽し、
成長し、
葉も出て、
木らしくなってきました。
そこで、
この発芽させた苗を、元々どんぐりを拾ったひ
しの山に戻そうということになりました。
昨年、樹木医の先生にご指導いただいたように、子ど
もたちがひしの山に苗を植えました。
みんなの背を超すほど早く成長してくれることを願
い、いつか成長したこの木からどんぐりの実がたくさん
落ちる日を想像し、
大切に育てたいと思います。

銅像は、
学園発展のため精
力的に邁進した憲一郎先
生の壮年期をイメージして
制作。

あいさつの 中で「 銅 像 名 の 千 慮 不
惑は憲 一 郎 先 生の座 右の銘です」
と説明する中西克彦理事長。

制作者の高橋洋先生が銅像と
並んで記念撮影。
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東日本大震災で被災された在学生、
新入生および保護者の皆様へ
【名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部】

記

学費の免除について
本学園の規程に定める被災状況の区分により、在学生の場合は２０１１年度の

学費全額または半額を免除、新入生の場合は入学金および２０１１年度の学費の
全額または半額の免除を行います。

このたびの東日本大震災により、お亡くなりになられた方々とそのご遺族に対し、深くお悔みを申し上げます。また、
被災された皆様には謹んでお見舞を申し上げるとともに、一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
各大学では、
この未曽有の大災害にあたり、被災された在学生、新入生の皆様に対して、就学の継続、あるいは今春
の入学に対して下記の通り経済的支援を行います。
なお、同時期に長野県、静岡県で発生した地震につきましても、東日本大震災に合わせた激甚災害に指定された場合
は、同様の経済的支援を講じることとします。
詳細につきましては、下記の連絡先までお問い合せください。

※上記の学費とは、
●名古屋ファッション専門学校：授業料、施設費、学外研修費の納付金を指します。
●名古屋総合デザイン専門学校：授業料、施設費、実習費、学外研修費の納付金を指します。
●名古屋栄養専門学校：授業料、施設費、実験実習費、調理実習費、学外研修費の納付金を指します。
●名古屋製菓専門学校：授業料、施設費、実習費、学外研修費の納付金を指します。
※各校の学外研修費は入学してからの在校生です。

＜お問い合せ＞
●ＮＳＣカレッジ 庶務課 ０５２-２４１-７２４１

記

学費の免除について
本学園の規程に定める被災状況の区分により、在学生の場合は

２０１１年度の学費全額または半額を免除、新入生の場合は入学金および
２０１１年度の学費の全額または半額の免除を行います。

※上記の学費とは、授業料、施設費、演習費・実験実習費を指します。

＜お問い合せ＞
●名古屋外国語大学
学生課 ０５６１-７５-１７２０

●名古屋学芸大学
学生課 ０５６１-７５-７１１

●名古屋学芸大学短期大学部
学生課 ０５６１-７５-７１１１

クールビズの実施について
東日本大震災に伴う東京電力・福島第一原子力発電所停止などの影響により、経済産業省の電力需要に関する検討
会合では、
「夏期の電力需要対策について」
が示され、その中で、東京電力・東北電力管内において、
これまでの実績比
１５％減とする電力抑制率が定められました。
他方、政府の要請に従い、中部電力・浜岡原子力発電所が停止されたことに伴い、同電力管内においても今夏の電力
危機は深刻であり、本学園に対して、同様の抑制率を目標とする節電対策に協力してほしいとの要請がありました。

【ＮＳＣカレッジ】
このたびの東日本大震災により、お亡くなりになられた方々とそのご遺族に対し、深くお悔みを申し上げます。また、
被災された皆様には謹んでお見舞を申し上げるとともに、一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

本学園ではこれまでも多様な省エネ対策に取り組んでおり、その一環として毎年６月～９月の期間、
「クールビズ」
を
実施してきましたが、現下の状況に鑑み、本年は以下の通り実施しますので、お知らせいたします。
クールビスのみならず、あらゆる面において、教職員が常に節電の意識を保持し、その実施に心がけるよう、ご協力
のほど、
よろしくお願いします。

専門学校では、
この未曽有の大災害にあたり、被災された在学生、新入生の皆様に対して、就学の継続、あるいは今
春の入学に対して下記の通り経済的支援を行います。
なお、同時期に長野県、静岡県で発生した地震につきましても、東日本大震災に合わせた激甚災害に指定された場合
は、同様の経済的支援を講じることとします。
詳細につきましては、右頁上の連絡先までお問い合せください。
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● クールビズ実施期間 ：２０１１年５月２３日
（月）～１０月３１日（月）
● 室内管理温度 ：

原則２８℃

● 服装対応 ： 教育上、業務上、支障のない範囲の軽装
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LATEST INFORMATION
名古屋外国語大学

外大生が米国独立記念祝賀レセプションで司会と通訳を担当

エアラインＯＢ・ＯＧふれあい交流会

ＶＩ
Ｐが集う中、バイリンガルで大役を務め上げる

エアラインで活躍する卒業生と交流
２０１１年６月２１日（ 火 ）、名 古 屋 外 国 語 大 学 で N U F S

が自分の経験をもとに大学時代にしておいた方がいいことなど

領事館主催の第２３５回米国独立記念祝賀レセプションが開催さ

AIRLINES（エアライン業界研究グループ）主催の「エアライン

をアドバイス。その後、卒業生を囲んでそれぞれのテーブルごと

れ、
名古屋外国語大学の学生３人が司会と通訳を担当しました。

ＯＢ・ＯＧふれあい交流会」が開催され、
１～３年の学生約３０名

での懇親会となり、参加者たちから就職活動などについて質問

司会を担当したのは栗本早百合さん
（現代英語学科４年）
、
柳田

が参加しました。
この交流会は、客室乗務員やグランドスタッフ

が出されて、卒業生は一つひとつの質問に丁寧に答えながら

悠花さん
（英米語学科３年）
、通訳を担当したのは井上亜耶さん

などとして活躍している卒業生と交流して話を聞くことで、就活

参加者と交流しました。

ゆ か

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

２０１１年７月１日
（金）、
ヒルトン名古屋において在名古屋米国

成功への道をイメージして、
「エアライン業界への就職」
という

（現代英語学科４年）
。

夢実現への心構えを身につけるのが狙いです。

この祝賀会は１７７６年７月４日の米国独立宣言から２３５年を記

いしぐれ

今回招いた卒業生は、石榑実香さん
（ＡＮＡウィングス：
ＣＡ）、

念して開催されたもので、大村秀章愛知県知事、河村たかし名
古屋市長をはじめ東海３県の政財界や文化・教育団体の関係者
ら約３００人が出席。
ＶＩＰが集う中、
３人はバイリンガルで大役を務
まず前半の司会を栗本さんが担当し、
後半を柳田さんが担当。

左から浅野輝子准教授
（名古屋外国語大学）
、栗本さん、
スチュワート首席領事、井上さん、柳
田さん、
米国領事館職員。

マーク
：
ＣＡとＧＳ兼務）、堀田亜矢さん
（スカイマーク
：
ＣＡとＧＳ兼

場からは称賛の声が上がりました。
安井会長は日本復興への祈り

グループ代表の石川理彩さんのあいさつに続いて、卒業生

レセプションは、
ヒラリー・クリントン米国国務長官とバラク・オバマ米

をこめて「ガンバロー ＪＡＰＡＮ」
と乾杯の音頭をとり、
全員で唱和。

国大統領のビデオメッセージ、
ジョナス・スチュワート在名古屋米国

その後、
歓談になり、
９時半過ぎに終了しました。

領事館首席領事のあいさつ、
ジェームズ・ズムワルト米国大使館首

なお、
名古屋アメリカンセンター
（在名古屋米国領事館広報文

席公使、
ハリー・サリヴァン次期首席領事のあいさつ、
大村愛知県

化交流部：通称ＮＡＣ）
では、
英語力アップ＆キャリアプランとして、

知事の祝辞、
河村名古屋市長の祝辞、
日米両国国家独唱と順に

メール配信サービスを実施中。

談役）が乾杯のあいさつに立ったところで、
井上さんが逐次通訳
を担当。
アドリブ交じりの安井会長のあいさつを流暢に通訳し、
会

詳しくは名古屋米国領事館ウェブサイト
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：//ｊ
ａｐａｎｅｓｅ．
ｎａｇｏｙａ．
ｕｓｃｏｎｓｕ
ｌ
ａ
ｔ
ｅ．
ｇｏｖ/ まで。

先輩と歓談する学生達。

卒業生から一言アドバイス
石榑実香さん
［ＡＮＡウィングス
（旧エアーネクスト）
：ＣＡ］
お客様に笑顔で飛行機を利用していただくこと
が、私のやりがいです。私たちの仕事は「いつも
笑顔」が基本。学生時代に徹底的に笑顔の練
習をしたことで、
どんな時でも自然な笑顔ができる
ようになりました。
また留学中、現地で医療通訳
ボランティアをすることで専門知識だけでなく人と
の関わり方も学ぶことができました。
井本麻衣さん
［スカイマーク：ＣＡとＧＳ兼務］
会社独自の方針で客室乗務と地上勤務が兼務
となっているので、
お客様によりキメ細かく対応で
きるのが特徴です。自分が休んでしまうと他のス
タッフに迷惑をかけることになるので、健康管理
には特に留意しています。就職活動においては、
あえてエアライン業界に絞り込まず、
いろんな業
界を研究するのも有意義だと思います。

廣澤由香里さん
［エミレーツ航空：ＣＡ］
お客様に安全で快適なフライトを提供すること
が、私の務めです。
ＣＡは体力勝負なので、学生
時代、
ダンス部と自転車部に所属して腹筋と背
筋を鍛えたことが、今とても役立っています。
また、
留学を通じてさまざまな国の人たちと関わりが持
つことで、
いろんな考え方を学ぶことができたのも
大きな収穫です。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

進行。
その後、愛知日米協会の安井義博会長（ブラザー工業相

務）
の４名。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

め上げました。

廣澤由香里さん（エミレーツ航空：
ＣＡ）、井本麻衣さん（スカイ

堀田亜矢さん
［スカイマーク：ＣＡとＧＳ兼務］
今の仕事の最重要課題は、一便一便を定時に
出発させること。これは簡単なようで、実はとても
難しいことです。全スタッフが協力して無事定時
に出発できた時は、
やりがいを感じます。体調管
理が求められる仕事だけに、学生時代、
バスケッ
トボールサークルに所属して体力づくりしておいて
よかったとつくづく思います。
※ＣＡ＝キャビンアテンダント ＧＳ＝グランドスタッフ

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

状。

招待
ションの
賀レセプ
祝
念
立記

独

回米国
第２３５

あいさつするスチュワート首席領事。

９月に首席領事に就任予定の
サリヴァン外交官もあいさつ。

あいさつするズムワルト米国大使館
首席公使。

メモを取りながら卒業生のアドバイスに聞き入る参加者。

あいさつするグループ代表の石川理彩さん。

ＮＵＦＳ ＡＩＲＬ
ＩＮＥＳ ＮＥＷＳ第５号発行！
エアラインに関する情報が満載

２０１１年４月１日
（金）、
「NUFS AIRLINES NEWS」第５号が発行されました。
これはNUFS
AIRLINES（エアライン業界研究グループ）
の新聞で、卒業生との交流会、空港見学、卒業生の声、
エア
前半の司会を担当した栗本さん。
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後半の司会は柳田さんが担当。

乾杯のあいさつをする愛知日
米協会の安井会長
（ブラザー
工業相談役）
。

井上さんは安井会長のあいさつを逐次通訳で担当。

ラインラウンジからのインフォメーションなどエアラインに関する情報が満載です。年２回発行しています。
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LATEST INFORMATION
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「レンズ・レス ピンホールカメラの世界」写真展開催

井形学長が大正浪漫シンポジウムに出席
日野原重明さん、司葉子さんと健康談義を披露
２０１１年６月５日
（日）、名古屋国際会議場において恵那市主

教員、学生の作品５１点を展示
２０１１年６月１日
（水）～２４日
（金）、名古屋学芸大学メディア

露しました。
今年は大正１００年にあたり、
本シンポジウムはそれを記念して

の井形昭弘学長が登壇し、今年１００歳になる聖路加国際病院

企画されたもので、
日野原さんの講演の後、
日本大正村村長の司

名誉院長の日野原重明さん、
女優の司葉子さんと健康談義を披

葉子さん、
助役の井形学長も交えて健康談義となりました。

ス ピンホールカメラの世界」写真展が開催されました。
ピンホールカメラは、小さな穴がレンズの役割を果たすことで

ピンホールカメラで撮影した写真にはレンズ式カメラにはない
独特の世界観が。

写真を撮影する
「カメラの原点」
ともいえるもので、
その魅力を広
く知ってもらおうと映像メディア学科が同写真展を企画しました。
会場には同学科の教員、学生が撮った作品５１点が展示さ
れ、
どの距離にもピントが合う
「パンフォーカス」の原理を生かし

「日野原養生訓」
に大きな迫力
先人から学び意義ある大正１００年に

メラとは少し違った世界観を楽しんでいました。

井形昭弘学長

今年はちょうど大正１００年にあたり、恵那市は大正百

講演に続いて、
日本大正村の司葉子村長、それに助役

年事業実行委員会を組織し、その行事の一環として今年

の私が加わって健康談義が行われ、聴衆も交えて長生き

１００歳を迎える日野原重明先生を講師に迎え講演会を

の秘訣を語り合いました。
昔の記憶を呼び覚まして脳を活性化させるのを回想法

会理事長を務めたこともあり、
また、以前対談をお願いした

といいますが、昭和初年生まれの私は、回想法スクールを

こともあって、今回の行事への参加が実現しました。

日本大正村に作っていただき、現在、恵那市の介護予防保

日野原先生は私より１７歳年上、その先生はサービス精

健事業に取りこむことを推進しています。いずれにしても今

神旺盛で、約１時間立ったまま、時に歌を吟じ、時にタップダ

年は大正１００年、大いに昔を想い出し、先人たちの経験を

ンスの足を鳴らし談論風発、大正時代を中心にその人生

学び、
これからもともに頑張りたいと思いました。

を語られ、聴衆に粋な感銘を与えました。
現在、
１００歳を超す「百寿者」は約４万４０００

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

開催しました。私は日野原先生のご推薦により国際内科学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

風景や人物などを撮影した作品に、訪れた人たちはレンズ式カ

※２０１１年６月２４日 中日新聞掲載

名古屋学芸大学短期大学部

「インテリア実習」の学生作品を展示
「こんな家に住んでみたい」
という夢をカタチに

人で、急速に増加しています。
日野原先生の姿を
見れば、誰もが先生にあやかりたいと思うはずで、

２０１１年６月、
日進キャンパス東館４階において名古屋学芸大学

「めざせ、健やかな１００歳」はもはや荒唐無稽

短期大学部「インテリア実習」の学生作品展示が始まりました。
イン

な目標ではないと実感しました。

テリア実習
（２年次後期）
は中西正明先生が担当している講義で、

先生の生活習慣は長生きでその成果が立証

インテリア模型を制作するというもの。対象はデザインモデルの学
生ではなく、
メディカル秘書モデル、
養護教諭モデル、
グローバル英

生訓は高く評価され、今日なお評価が高いです

Ｎ Ｓ Ｃ

Ｎ Ｓ Ｃ

されたといっていいでしょう。かつて貝原益軒養

語モデルなど他モデルの学生たちが履修するコマです。学生は

が、
日野原養生訓も大きな迫力がありました。

中西先生から模型づくりの基本的技術を学んだ後、
模型制作をス

けんらん

明 治 維 新で政 府 が 西 洋 医 学の絢 爛たる成

タート。
自由な発想で「こんな家に住んでみたい」
「こんな家があっ

果に幻惑され、従来の東洋医学や経験医学を

たら面白い」
という思い思いの夢やメルヘンをカタチにしていった

がんめいころう

頑 迷固陋なものとして捨てました。当時、結核、

作品がせいぞろいです。
なお、
作品展示は９月１５日
（木）
まで。

他の感染症、脚気などいずれも治せなかったの
に、従前の経験医学を捨てたのは誤りであったと

学生が思い思いに制作した個性的なインテ
リア模型を展示。

●インテリア実習を担当している 中西正明教授のコメント

いっていいはずで、
日野原先生の診療態度を見

インテリア実習は、必修科目ではなく他モデルの学生が選択科目で履修する実

ていると、最近の医学・医療ではあまりにも検査

習なので、学生の自由度を優先し、
自分が将来住みたい家、
こんな家が世の中に

結果に頼るようになっており、
「人間を診る」
とい
う原点が忘れられているように思いました。

ることにもつながります。
また、
インテリアコーディネイターは、
女性ならではの発想を活かせる仕事なので、

あったら面白いという学生の発想を
「インテリア模型」
という一つのカタチにするの

女性が一度家庭に入って子育てが終わってから復職する際に新しい仕事として

が、
狙いです。
まずは楽しんで作ってほしいというのを出発点にしています。

選択するケースが圧倒的に多いと聞きます。主婦としてインテリアの使い勝手を

かてい

※２０１１年６月６日 中日新聞掲載

75

造形学部Ａ棟展示室（ＮＵＡＳ ＧＡＬＬＥＲＹ）
において「レンズ・レ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

催による
「大正浪漫シンポジウム」が開催され、名古屋学芸大学

かてい

「曖昧な日本の家」
「家への道」
などタイトルにもこだわった作品があり、学生の
個性が前面に出た作品が多いですね。
こうした異分野の体験は自分の世界を広げ

知っているからこそ活かせる仕事でもあります。
インテリア模型づくりを経験すること
で、
将来役に立つこともあると思います。
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試してみよう！

英語クロスワードパズル

出題 ： 木村友保教授 Kimura Tomoyasu
  
（名古屋外国語大学）

①  __________________ are continuing their search for survivors of the earthquake.
⑧ The world may wonder if Japan can survive the accident but I am sure the country will make _______.

名誉教授称号授与

⑨ Besides its recovery work, Japan has to solve many other challenging _____________.
⑩ More and more Japanese use the Internet, but there are still many who enjoy watching __________.

名古屋学芸大学 メディア造形学部デザイン学科教授

平井 秀和

斎藤 彰

名古屋外国語大学 外国語学部英米語学科教授

名古屋学芸大学 大学院メディア造形研究科教授

ウィリアム プレイン

ロベルト ダロル

⑪ After dinner, which do you prefer, ______ or coffee?  

ヨコの カ ギ

名古屋外国語大学 外国語学部英米語学科長

⑫ I do not think there are many who play LP records, much less ______ records.
⑭ Those who are born and brought up in Tokyo are sometimes called “Tokyo____s.”
⑯ _________ is the abbreviation of science fiction.
⑱ Japan’s space agency will begin to develop the _______________to the asteroid probe Hayabusa.
⑳ Tragedies separate us, but they sometimes help us become ________ if we have overcome them.
㉑ _________ means any beer other than lager, stout, or porter.

名古屋外国語大学 外国語学部フランス語学科教授

名古屋学芸大学短期大学部 現代総合学科教授

稲垣 昭

大津 洋子

名古屋学芸大学 大学院 栄養科学研究科教授

名古屋学芸大学短期大学部 現代総合学科教授

久場 健司

坂田 百合子

㉓ In the season of cherry blossom viewing, many people go on a drinking ___________.
㉕ If you become prime minister of Japan, which country do you want to have the strongest _______ with?
㉖ After the nuclear power plant was seriously damaged, many people were forced to evacuate to safer places, where they were ____________ suspiciously.
㉗ Japan plans to strengthen its defensive posture around southwestern islands __________ to China.
①An event of scattering beans to drive away evil spirits is one of the most traditional ______ in Japan.
② ____________ is the title of a movie made by Steven Spielberg.
③You can attend the meeting, whether you are a ___________ or business leader.

永年勤続表彰者
勤続20年

中西 義裕

名古屋製菓専門学校／校長  
名古屋外国語大学／准教授

鬼頭 延寧

名古屋外国語大学／メディア情報教育センター主任

高羽 詠美

タ テ のカ ギ

勤続30年

石月 和子
名古屋学芸大学／教養教育委員長 大島 龍彦
名古屋学芸大学／教授 折笠 和文
名古屋ファッション専門学校／教務主幹 佐藤 弥生
名古屋ファッション専門学校／工科主任 伊藤 千春
名古屋外国語大学／教務課主任

（2011年3月31日時点での所属・職名で記載／順不同、
敬称略）

⑥ __________ means to bitterly regret

正解者5名の方に図書券を進呈します。
正解者多数の場合は抽選とさせてい
ただきます。

⑦ In Japanese cuisine, many dishes are delicately ______________.
⑬ ______________ speaking is a skill Japanese students of English are expected to develop.

●応募〆切：2011年10月末

⑮ She often teases me gently about my seriousness.

●応募方法：解答をご記入の上、解答欄を切り
取ってキャンパス内の応募BOXに

⑲ I enjoy running, but I feel _________ all over on the following day.

投函下さい。
●応募BOXの設置場所：食堂、
コンビニなど

㉑ Highly radioactive water _______ the nuclear power plant was found leaking into the sea.

●応募資格：当学園学生

㉒ On a hot day in summer, I feel like eating grilled _______.

●解答及び当選者発表：Napre次号
（12月号）
にて

㉔ _________ is a stray mongrel, especially in Asia.

キリトリ線

＜Napre vol.69の解答＞
1

R

2

A

3

B

6

A

L

L

9

C

E

A

K
16

20

26

T

13

L

E

T

T

T

S

21

L

T

23

I

A

T
10

U

O

11

S
I

T

7

N

T

T

A

L

8

ET

T

12

14

E

15

R
17

N

S

O

I

N

T

E

N

T

T

I

O

K

E

T

T

L

R

H

E

M

E

C

T

E

T

T

R

T

E

R

I

T

Y

18

22

T
25

S

E

T

5

C

T
24

I

B

D

E

1
4

19

2

3

8

4

12

E

厳正な抽選の結果、以下の５名が当選されました。
おめでとうございます。
＜正解当選者＞
名古屋外国語大学
名古屋外国語大学
名古屋学芸大学
名古屋学芸大学
名古屋学芸大学

鈴木
柴田
田中
内藤
鈴木

貴大さん
歩さん
雄大さん
宙大さん
淑彦さん

6

13

14

15

16

18

19
20

21

22

25

23
26

27

学  校  名
学籍番号

7

11

● 正解：２６通
●当選者発表：

5

9
10

キリトリ線

西脇 政士
ＮＳＣ名古屋専門学校事務室／庶務担当課長 佐藤 善一
ＮＳＣ名古屋専門学校事務室／入試広報担当課長補佐 山川 敦史
法人／広報企画室主任 奥村 佳子
法人／総合入試センター主任 細谷 直示
法人／電算システム室課長補佐 瀬戸口 長
法人／財務部主任 高林 裕子
法人／総務課主任 古川 奈美
勤続10年     名古屋外国語大学／准教授 ハンフリー 恵子
名古屋外国語大学／准教授 大岩 昌子
名古屋外国語大学／准教授 デュエイン キン
ト
名古屋外国語大学／大学院事務室課長 栗林 裕子
名古屋学芸大学／教職課程主任 小野田 章二
名古屋製菓専門学校／副校長 工藤 勝二
菱野幼稚園／主任教諭 酒井 仁美
菱野幼稚園／事務職員
（嘱託） 佐藤 友美
法人／広報企画室主任 鈴木 太一

⑤ ______________ is a boy’s name.

⑰ Everyone wants to be ___________, but not everyone can be so all the time.

名古屋総合デザイン専門学校／インテリアデザイン科主任
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しよう！
みんなで応募

④ The United States of America is sometimes called __________ for short.

氏名

24

17

