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誌上座談会

マスコミ業界研究グループが発足して6年。マスコミ業界への就職を目指す学生が集まり、週に2回、授業終了後に活動
しています。業界で活躍されてきた顧問の教授陣からの就職指導や、外部講師によるレッスンや、ラジオ局、出版社とタイ
アップした制作活動などの実践的な取り組みが功を奏し、年々新聞社やテレビ局などへの内定者が増えています。今回
は、顧問の先生方やマスコミ業界で活躍するOB・OG、現役の学生に誌面上で座談会をしていただき、創設の経緯や日々
の活動についてご紹介いたします。

業をしています。地域密着企業として、地域活性化に少しでも寄

代表を後輩に引き継ぎましたが、
今でも活動には参加しています。

与できればと、精一杯取り組んでいます。広告代理店と協力して、

昔から本や雑誌が好きで、編集者になるのが夢。
出版物を通して

クライアントの課題を共有し、
新聞社が持つ財産で克服できる提案

地域の魅力を発信することができる仕事に魅力を感じています。

を考えます。紙面だけでなくイベントも含めた立体的な企画力が求

これから就職活動が始まりますが、
出版社を中心に挑戦していくつ

められることもあり、
アイデアが勝負の一面も。
こんなに創造的でワ

もりです。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学
「マスコミ業界研 究グループ」から、マスコミ業界へ

クワクできる仕事は、
他にないだろうと常に感じています。
科では、
社会的な課題をコミュニケーションパワーで解決するソー

現在は「中部ケ
奥田麻友（以下、
奥田） 私は3代目の代表でした。

◇マスコミ就職対策を主眼としたグループということですが、

教えて下さい。

シャルコミュニケーション、
地域活性化をソフトな領域で行う地域プ

ーブルネットワーク」
という地元のケーブルテレビ局で主に番組制

顧問の先生方は具体的にどのような指導をされていらっしゃ
いますか。

ロデュースを教えています。
さらに長年広告業界で培ってきた人脈

作をしています。地域の催しものなどを取材し、原稿を書いて、取

フリーランスで
蔵田敏明
（以下、
蔵田） 国語科の高校教員を経て、

を活用して、
マスコミ業界研究グループに向けて東京メディアツア

材した映像を編集します。最後に原稿を読み、
ニュース番組を収

映画、
歴史関連のライターになり、
映画専門誌「浪漫工房」の編集

ーを企画。学生がマスコミの仕事に触れる機会を増やせるように

録します。
その他にも中継やイベントのスタッフやMCを務めたり、
新

もしていました。
「時代別・京都を歩く
・歴史を彩った24人の群像」

努めています。

たな番組を企画することもあります。

（1999年山と渓谷社）
、
「キネマの京都をたどる」
（2007年淡交社）

制作を
蔵田 現在は主にマス研新聞の制作指導をしています。
始める前に、
学生の書いた企画書に対してアドバイスをすることか

木下愛子（以下、
木下） マスコミ業界研究グループの放送班に所

ら始まり、
発行後はひとつひとつの記事に対してレビューをしていま

などを書いています。
日本語学科では、
日本文学、
日本文化、大衆

ラジオのパーソナリティーをしていました。現在は、
刈谷市の「Pitch

属していました。大学在学中に入試試験に受かり、
2013年の秋か

す。記事のチェックは阿部先生にお願いしているのですが、最近

文化について教鞭を取っています。
マスコミ業界研究グループの

FM」や豊田市・みよし市の「RADIO LOVEAT」
などのコミュニテ

ら、
NHK函館放送局でキャスターとリポーターをしています。
ラジオ

では学生同士で指摘し合うことも多いようで、
とても頼もしく感じて

立ち上げの際に発起人となり、
今でも顧問として活動を支援してい

ィFMでラジオパーソナリティをしています。単にラジオで話すだけ

ではニュースと気象情報を伝えたり、
テレビでは画面に出て地元の

います。

ます。

でなく、番組の構成から選曲、機械の操作まで、一つの放送を全

話題を伝えたりしています。
そのほか、
「送出」
という、番組の裏方

個別指
川村 私は特に新聞社へ強い志望を持つ学生に対して、

て一人で担当するワンマンDJにも挑戦。
ナレーションやイベントの

をすることもあります。基本的には、話題を自分で見つけてきて提

導をしています。3年次の夏前後に面接をして新聞社・マスコミで

司会などの仕事もしています。

案表を書き、
流れを考えて構成表にし、
自分でロケをして、
コメントと

働きたいという強い志を持った学生を選別し、具体的な新聞社試

番組の流れを再考して、
自分がリポーターとして出演をします。

験対策プログラムを提示。
まずは、
新聞のコラムと社説を書写する

外報部の各デス
川村範行（以下、川村） 中日新聞社で社会部、
屋外国語大学の特任教授となりました。学部や大学院で、
現代中

中上依美里（以下、
中上） マスコミ業界研究グループの放送班の

国論、
日中関係論、
メディア論、時事問題の講義を展開していま

創設を担当していました。現在は山口県のKビジョン株式会社とい

牧野新（以下、
牧野） 4代目の代表として組織の運営に携わりまし

こと、
英字新聞のトップ記事を熟読し和訳すること、
新聞ダイジェス

す。
また、
マスコミ業界研究グループでは、
新聞社での経験を生か

うケーブルテレビ局でリポーターをしています。番組の構成からカメ

た。
この度、
中日新聞社から内定をいただき、念願の新聞記者とし

ト時事問題を復習すること、
一般教養問題集をマスターすることな

して、
マス研新聞の制作指導や、
中日新聞社・東海ラジオでのイン

ラマン、原稿作成、編集、外でのリポートにスタジオのキャスターな

ての第一歩を踏み出せることになりました。一番関心があるのは、

ど、新聞社の筆記試験を突破するために必要な訓練に、毎日取り

ターンシップ指導、
採用試験対策などを行っています。

ど番組に関する一連の作業を全て行います。
ケーブルテレビ局で

震災報道。万が一また日本で災害が起こってしまったとき、
自分が

組んでもらいます。
この積み重ねにより、
記者職採用に必要な文章

は、
自分で考え、伝え、番組を作っていくことができるので、
とてもや

記者として人々に情報を伝えることで、
被災者の暮らしを支えてい

力や教養を身に付けることができます。2月、
3月には教室で予想課

りがいがあります。

きたいと思っています。入社後はできるだけ厳しい環境で仕事を

題の作文添削指導を4〜6回行い、書き直してもらったものをその

し、
記者として基礎体力を養っていきたいですね。

都度メールで添削、
4月には3〜5年間の過去問対策をして採用試

横山陽二
（以下、
横山） 電通で海外コミュニケーションの企画と推

進、国家プロジェクトの開発と推進を20年間担当してきました。主
な仕事として、2010年に名古屋で開催された国連主催のCOP10

現在
森山侑斗（以下、森山） 2代目代表をさせていただきました。

官民連携プロジェクトのプロデュースなどがあります。国際教養学

は中日新聞社の岐阜支社で、岐阜県内の企業に新聞広告の営

現在は
立花美咲（以下、
立花） 私は5代目の代表をしていました。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

大学在学時から
行天貴之（以下、
行天） 初代代表を務めました。

ク、
上海支局長、
論説委員、
出版部長、
秘書部長などを経て、
名古

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

◇これまでの経歴や、マスコミ業界研究グループとの関わりを

験に備えます。
そして、
筆記試験を通過した学生には、
CSセンター

Ｎ
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Ｓ

Ｓ
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【顧問】蔵田敏明
外国語学部日本語学科教授
学生部長・学生支援センター長
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【顧問】川村範行（元中日新聞社）
外国語学部特任教授
中西学園広報参与

【顧問】横山陽二（元電通）
現代国際学部国際教養学科准教授
キャリア教育開発委員

【OB・初代代表】行天貴之
パスト・プレゼント・フューチャー所属
ラジオパーソナリティ

（外国語学部フランス語学科 2010 年卒業）

【OG】中上依美里
K ビジョン株式会社 リポーター
（外国語学部英米語学科 2013 年卒業）

【OB・2 代目代表】森山侑斗
【OG・3 代目代表】奥田麻友
中日新聞社 岐阜支社 広告部
中部ケーブルネットワーク株式会社
（外国語学部日本語学科 2013 年卒業） 愛岐局 制作グループ

（外国語学部フランス語学科 2014 年卒業）

【OG】木下愛子
【4 代目代表】牧野新
NHK 函館放送局 リポーター
外国語学部フランス語学科 4 年
（現代国際学部現代英語学科 2014 年卒業） （中日新聞社内定）

【5 代目代表】立花美咲
現代国際学部現代英語学科 3 年
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誌上座談会

名古屋外国語大学
「マスコミ業界研究グループ」から、マスコミ業界へ

人間面での成長もありますね。
私は創設
森山 技術面だけでなく、

界研究グループでの活動は、
自分にとって確実にプラスであると改

して間もない頃に代表をさせてもらったおかげで、
自分の価値観

めて感じました。

が形成され、
この経験が総合的な人間力を養う大きな要因になっ

◇今、マスコミ業界ではどのような人材が必要とされていると

たと思います。

思いますか。

先生方は私たちが主体性を持って取り組みたいと思うことには、

葉で世の中に発信していけるのはとても素敵なことだと思います。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

ない貴重な体験をさせていただけたと感謝しています。
マスコミ業

全力で力を貸してくれますし、普段の活動や就職活動についての
相談も、
親身になって聞いてくれるので、
とても心強いです。
マスコミ

性格としては、
謙虚で真面目な
蔵田 教養のある人だと思います。

◇マスコミ業界で働く魅力とは、何だと思いますか。

業界で活躍されてきた先生方だからこそ、
マスコミ人としてのあり
方を教わることもできる、
とても恵まれた環境であると思います。

自分が書いた文章をたくさんの人
蔵田 ライターに限っていうと、

にあたっては聞き上手である必要もあります。

が読んでくれることでしょうか。地下鉄などで自分が書いた本を読

取材が主になるの
川村 社会問題に強い関心を持っている人。

◇マスコミで活躍されているOB・OGのみなさんにお聞きし

んでくれている人を見るとうれしくなります。
また、
インタビューを通し

で、
コミュニケーション能力が高く、
相手から情報や表情を上手く聞

や学生課の協力を得て厳しい模擬面接と面接直前指導をして、

ます。マスコミ業界研究グループで学んだことで仕事に活きて

て、
普通では会えない映画スターのお宅に訪問できたのは貴重な

き出せる人でしょう。
自分の考えを持っていることが基本です。人に

内定に導きます。

いることがあれば教えて下さい。

体験でした。
インタビュー記事を読んだ他の映画スターから
「こうい

対する思いやりの気持ちを持っていることが大切だと思います。

川村先生

川村先生のアドバイスをもとに、筆記試験の対策をしまし

た。新聞コラムを書き写すことで、
ボキャブラリーを増やすこと、文

原稿読みやフリートークの練習
奥田 放送班に所属していました。

章構成のパターンを覚えること、時事問題に触れることができまし

により、
アナウンス技術が向上し、
時事問題についての知識を蓄え

た。毎日の積み重ねで得たものは、
筆記試験の突破だけではなく、

ることができました。会社見学会で放送業界について学べたこと

面接の対策にもなりました。

う記事を書いてもらいたいから、ぜひ取材をしてください」
とオファ

だからこそ、誰が何と
横山 仕事には正解がないこともあります。

ーをもらったときは、
ライター冥利に尽きる思いでした。影響が大き

いおうと、
自分が大切だと信じることには、
自分の命をかけてもやり

い反面、
責任も伴いますが、
その緊張感もまたいいですね。

きるという強い志が持てる人が好ましいですね。

で、
自分の進む道を早い時期から考えることができたのも良かった

◇難関を突破して新聞社への就職が決まった秘訣は何だと思

本気で何かに打
川村 学生には実践的な就職対策だけでなく、

と思います。
その結果、
他の業界とは異なる就職活動の流れや試

いますか。

ち込んだ体験や幅広い読書などを通じて総合的な人間力をつけ

験に対応することができ、
採用に繋がりました。
また、
会社見学をた

るよう助言をしています。
これからも意欲と志のある学生を指導し、

くさんしたことで、学生のとき自分が想像していた仕事と実際の仕

新聞社やマスコミへ送り出していきたいですね。

事とのギャップが少なく、
自分に合う会社を見つけることができたと

観、
中日新聞社で働きたいという気持ちを自分の言葉で素直に伝

思います。

えました。最終的に評価されるのは「総合的な人間力」だと感じま

素直で真面目に活動に取
横山 マスコミ業界研究グループには、

番組や雑誌などの制作活動をプ
立花 私は現役の立場ですが、

足りないのは最先端で活躍するマスコミ人がどういう人たちであ

ロの方々と一緒にさせていただくことで、
自分が働く姿を具体的に

私は採用試験で22年生きてきたなかで形成された価値

した。誰にでも人に負けない個性があると思いますが、
私はそれを
上手に伝えることができたことがよかったのだと思います。

るかということを知ること。
そこを私がお手伝いすべきだと感じ、東

イメージできるようになりました。
プロの方々と世に出回るものを作る

蔵田先生

京メディアツアーを開催することにしました。
マスコミが集合する東

ときは、
責任感や達成感が倍増しますね。立場や世代が異なる方

毎日自分が取材し書いた記事が新聞に載
川村 その通りですね。

記者になれるかを、逆算していました。
マスコミ業界研究グループ

京で最前線で活躍する人々の生の声を聞かせることで、
学生たち

とお話をする機会は大学にいるだけではなかなかありません。
慣れ

るので、
自分のやったことを確かめることができ、
それが喜びになり

や、
中日新聞の学生記者、
中日新聞社の出版部でのインターンシッ

に刺激を与え、
モチベーションを上げてもらおうと思ったのです。
こ

ないことの連続ですが、
だからこそ楽しいと思っています。

どうしたら
牧野 私は高校生のころから記者になりたかったので、

ます。一方で書いた記事が関係者や地域社会、行政などに様々

プへでの活動で、新聞社を目指しているという一貫した姿勢から

れまで、
フジテレビのアナウンサー、政治部の記者、小学館の編集

中上 限られた時間のなかで自分の考えを述べるミニプレゼンの

な影響を及ぼすので、
社会的責任もあります。私自身、
街の話題か

新聞社への強い思いを持っていると評価されたのではないかと思

長、
100年の歴史を持つ早稲田大学広告研究会との交流をアレン

練習や、
ニュースの読み方やアナウンサーとしての立ち振る舞い

ら国際ニュースまで記事にしてきましたが、
常に細心の注意を払っ

っています。

ジしてきました。学生達は名古屋では得難い体験をすることができ

や表情などを競うベストアナウンサーコンテストに出場し、
人前で話

てきました。
また、取材を通して様々な職業の人たちと知り合うこと

たようです。

すことになれていたので、
就職試験のカメラテストでも力を発揮でき

ができ、
その中で今もお付き合いが続いている人たちがいるのは、

東京を拠点にマスコミ業界で活躍
立花 東京メディアツアーでは、

ました。
また、
仲間のアナウンスやスピーチを聞いて指導し合ったこ

私の財産です。

されている方々からリアルな声を伺うことができて、
ここでしかでき

とも、
自分の技術向上につながったと思います。放送班の活動を通

不定休で体力勝負。
時には理不尽
森山 新聞社の広告営業は、

して基礎的なことを学べている状態で入社したので、
スムーズに

なこともありますが、
自分次第で無限大に仕事の可能性を広げるこ

仕事を覚えることができました。

とができると感じています。
自分で考えた企画を提案して、
クライア

ん、
一般常識を学ぶこともできたと思います。世間のことを幅広く知

ができたこともよかったです。
新聞班でフリーペーパー
行天 私は放送班での活動だけでなく、
も制作していました。読者を惹き付ける写真の載せ方や載せる順
番などを考えながら制作していたことが、今では原稿作成やブロ
東京メディアツアーの様子
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グを書くときに役立っているのです。

れがマスコミ業界の仕事が持つ最大の魅力です。
横山先生

行天 ラジオパーソナリティをしていると普段経験できないことが、

仕事でたくさん経験できたり、最先端の情報が手に入るところもい

蔵田 川村先生のご尽力により新聞社への内定が増えてきたの

いと思います。取材などを通して、
いろいろな業界、
年代の方と知り

で、
これからは、
アナウンサーの合格者も、
もっと増やしていきたいで

合えるので、
毎日が刺激的です。

すね。
アナウンス技術はしっかり磨けていると思うので、筆記試験

日々新たな発見があり、
多くの人に出会
木下 リポーターの仕事は、
うことができます。
そして、
出会った人たちの活動や思いを自分の言

Ｃ

Ｃ

と、
切磋琢磨し励まし合い、
就職活動を一緒に乗り越えられる友人

人をワクワク、
ドキドキさせることができること。
そ
横山 そうですね。

Ｓ

Ｓ

っていなければいけないマスコミ業界では役に立っています。
あ

ントから良いリアクションを得られると、
とてもうれしいですね。

Ｎ

Ｎ

アナウンス技術はもちろ
木下 私は放送班の練習などを通して、

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

り組む学生が多いと思います。非常にポテンシャルが高いですね。

森山

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

牧野

3

人。
しかし、
うちには批判精神を持っている人ですね。取材をする

に力を入れることが必要かもしれません。
新聞社やテレビ局に毎年人材を輩出していくた
川村 これからも、
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4

！
々就職
続
に
ビ局
、テレ
在学生が
新聞社 指導教授、OB・OG、

誌上座談会

ですね。
マスコミを目指す人がまだ外大内に少ない理由として、具

と関わって世界を広げたことは、就職活動にも活きてくると思います。
という気持ちで何事にも取り組んで下さい。
中上 「絶対に入る」

動へ潜入！

ープ」活
ル
グ
究
研
界
業
スコミ

「マ

体的にマスコミの仕事が掴みにくということが考えられるので、
イン

マスコミ業界には特殊な技術は必要ありませんが、代わりにコミュ

ターンシップの人数も増やせるよう努めていきたいですね。

ニケーション能力が必要になります。
学生のうちに幅広い年代の人

毎週火曜日と木曜日の放課後にマスコミ業界を志望する学生が集まり、
「書く」ことに興味があり、新聞社や

と関わったり、人前で話をする機会を自ら求めに行ったり、積極的

出版社、広告代理店への就職を目指す「新聞班」と、
「話す」ことに興味があり、アナウンサーやテレビ局、ラジオ

に行動することが大切だと思います。

局への就職を目指す「放送班」に分かれて活動しています。マスコミ業界で活躍してきた教授を顧問に迎え、

◇マスコミを目指す外大生へ、アドバイスをお願いします。

ごまかさず、
全力を尽くしてください。
実際にマ
木下 夢を諦めず、
マスコミ業界、
特に編集者やライター
蔵田 先ほどお話したように、

スコミ業界への就職活動は厳しく、
私は一般企業から内定をいた

の世界では、
幅広い教養のある人材が求められています。好奇心

だいていたので、
そこに就職しようと思っていました。
けれど、
まだ

旺盛で、
日頃からいろいろな事柄に興味を持つことが必要です。

納得していない自分に気づき、
ラストチャンスだと思って受けた
NHK函館放送局に受かって、
夢への第一歩を踏み出すことがで

ます。筆記試験は準備が大変かと思いますが、
強い意志を持って

きました。
自分が納得するまで挑戦してよかったと思います。
みなさ

対策にあたってください。
異文化のなか生活し、
人間的な魅力を磨

んも夢があるのなら、
それがぼんやりしたものだとしても、
あきらめな

くという意味では、
留学もとても有効かと思われます。

いでください。
応援しています。

マス研の基本的な活動である
「話す」
横山 一生懸命活動して、

この業界を目指している人は、狭き
牧野 その通りだと思います。

「書く」
というコミュニケーションの基本動作を身に付けてください。

門だからといって諦めず、
自分の意志を貫いてほしいと思います。

それらの能力は、
マスコミに就職した場合は多いに役立ちますし、

そして就職活動中の人は、
できるだけ多くの先輩や同級生からア

仮に別の業界に進んだ場合でも必ず役立ちます。

ドバイスをもらってください。私は先輩の森山さんにそう教えてもら

学外のラジオ局や出版社とコラボレートしてプロの指導を仰ぎながら、実践力を身に付け、マスコミ業界への
就職活動に備えています。
新聞班

活動内容

・プロのアナウンサーによる指導

・流行発信発行の雑誌「NAGOYA GIRL」の制作

・インタビューやフリートークの練習

・
「宣伝会議賞」などへのキャッチコピーの応募

・アナウンサーコンテスト

・新聞社、雑誌社への見学 など

・大学内ラジオの制作

・東海ラジオとラジオ番組「WE LOVE NUFS!」の制作

・東海ラジオとラジオ番組「WE LOVE NUFS!」の制作

（原稿制作）

・テレビ局、ラジオ局への見学 など

◆メンバーの声◆

に出合い、五感を使ってください。常に活動して、
おもしろいことを

く相手に伝わっているかを確認するために、
キャリアサポートセンタ

発信する側でいてください。
テレビと違い、
双方向でコミュニケーシ

ーの方や大学職員の方、外部の方にも読んでもらいました。一人

ョンができるのがラジオの長所です。ぜひラジオをたくさん聴いて、

だけの力ではなく、周りの方々のご協力もあり、内定をいただけた

ぜひラジオ業界にも足を踏み入れてもらいたいと思います。

のだと思います。

す。東京メディアツアーでは、マスコミ

人と話してもらいたいと思います。せっかく外国語大学で学んでい

◇マスコミ業界研究グループや、マスコミの仕事に対する熱

こで得られた刺激はモチベーションとな

るので、
積極的に旅に出て見聞や教養を広げてください。

き想いをお聞かせいただきました。これからもますますの活躍

り、今の自分にいかされています。先生

新聞班：立見洸貴さん

新聞班：後藤正憲さん

放送班：掘愛実さん

外国語学部日本語学科 3 年

現代国際学部国際ビジネス学科 4 年

外国語学部日本語学科 3 年

学生のうちから実践的な経験ができるの

ジャーナリストへの憧れで入りました。 テレビ局のアナウンサーを目指し、高
マス研新聞の制作、作文のトレーニン
校から放送部に所属していました。1
グをしています。みんなで話し合ってマ
年に一度開催される放送班の晴れ舞台
ス研新聞の構成を考えるときが一番楽 「アナウンサーコンテスト」には一番力
しいです。 先生方は気さくに声をかけ
が入ります。 練習では、プロのアナウ
てくれ、時には学生の良いところを見
ンサーの先生が、時に厳しく時に優しく
つけてほめてくれます。将来は新聞社
私たち一人ひとりに指導してくださいま
に就職し、ビジネス関連を担当する記
す。大変な分、大きな達成感を得るこ
者になりたいと思っているので、今か
とができるテレビ局の世界に入りたい
ら採用試験突破に向けた準備をしてい
と思います。
ます。

がマスコミ業界研究グループの強みで
業界の最先端を 2 日間見学しました。こ

を祈念しております。ご協力ありがとうございました。

方は、現場で鍛えられた鋭い「プロの目」
を持っていて、自分との違いを感じます。
クリエイティブな職業に就くために、物
事に対してあらゆる角度からフォーカス

小宮悦子先生を招き、全7回の特別セミナーを開講

できる力を養っていこうと思います。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

いました。私は、
自分の言いたいことがエントリーシートで過不足な

一生懸命な姿勢が大切です。多くの人
奥田 何を取り組むにしても、

活動内容

・
「マス研新聞」の制作

音楽、
芸術、
もの、
こと
行天 学生のうちにできるだけたくさんの人、

もっといろいろなことに挑戦し、
一人でも多くの
森山 学生時代に、

放送班

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

筆記試験と人間的魅力が問われ
川村 新聞社の採用試験では、

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

めにも、
メンバーの人数を増やして、組織を活性化させていきたい

名古屋外国語大学
「マスコミ業界研究グループ」から、マスコミ業界へ

プロの仕事を目の当たりにし、学生たちも、真剣な眼差しに。
1981 年にテレビ朝日入社。1985 年 10 月スター
トの『ニュースステーション』でサブキャスターを
13 年間務め、久米宏とのコンビで視聴者の支持を
集める。 その後、「スーパー J チャンネル」のメイ
ンキャスターとなり、夕方 2 時間のニュース番組を
最初に手がけた女性キャスターとして、高視聴率を
達成。 12 年間夕方ニュースのトップを走り続けてき

Ｃ

Ｃ
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Ｓ

Ｓ
5

学生たちは「たくさんの考え方の刺激がありま
した。 有意義な時間をありがとうございました」
「勉強することが多すぎて、メモが追いつかない
くらいでした」ととても満足した様子。マスコミ
業界研究グループ顧問の横山准教授は「学生が
真剣な顔つきになったことが印象的でした。小宮
先生、ありがとうございました」と、感謝の意を
述べました。
小宮先生は最後に「このマスコミ業界研究グ
ループを最強にしていきましょう。みなさんが主
役です」と力強く締めくくり、学生たちと記念撮
影をして終了しました。

Ｎ

Ｎ
6 月 24 日（火）、フリーキャスターの小宮悦子先生をお招
きし、特別セミナーの 1 回目が行われました。マスコミ業界
研究グループや横山ゼミから、マスコミ業界への就職やアナ

ウンサーを目指す学生 13 人が受講。初回は、過去に行った、
サッカー元日本代表・中田英寿選手のインタビューを見ながら、
ニュースキャスターの仕事や経験についてお話いただきまし
た。その後は、学生達の質問に答えながら、座談会形式でセ
ミナーが進みました。
アナウンサーになったきっかけ、アナウンサーという仕事の
厳しさ、取材の心得、技術向上のためにしていることなどにつ
いて、次から次へと飛び交う学生たちからの質問に、小宮先
生は時間を延長して丁寧に答えてくださいました。個性につい
ての話では、「隠しても隠してもにじみ出てくるのが個性。そ
れがあなたらしさなので、安心して自分を伸ばしていけばいい
と思いますよ」と励ましの言葉をいただく場面もありました。

たが、また新たな挑戦をするため 2010 年に卒業。
名古屋外国語大学客員教授
フリーキャスター

小宮悦子先生

常に新しい形の報道番組に女性キャスターとして挑
戦し続けている。2014 年 6 月 1 日に名古屋外国
語大学客員教授に就任した。
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南食堂でのランチ提供

ッ

キャン ティー ン

の取り組みに

クローズアップ!
管理栄養士を目指す学生達の実践的な学びの場「Canteen」
。中心と
なって活動する 5 人の学生や、協力してくださっている学食の方々、

をピ

活動

部長・長田裕太郎

主な活動は南食堂でのランチメニューの 1 つに Canteen の考えたメニュー
を提案することです。頻度としては月 2 回行っています。提案するメニューは
利用者の方を配慮して、栄養量も設定されていることはもちろん、学生の考え
たオリジナルの一品も取り入れています。これらのメニューは事前に担当のグ
ループによって試作され、さらに食堂で調理される方にレシピや価格を確認し
て許可をいただいたうえで、やっとランチとして提供されます。
ランチのメニューを単に考えてそれを作っていただいているだけではありま
せん。ランチの提供時にはアンケートを配布するようにしています。アンケート
の結果から、そのメニューのどこが良く、どこが悪かったのか反省し、次の提供では少しでも改善するよう努力して
います。ぜひ、私たちの提案するメニューをお召し上がりください。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

地域の方々などにお話を伺いました。

!

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

管理栄養学部管理栄養学科 の学生有志が、学内外にバランス抜群の食事を提供

また、来季からは学生も厨房調理に参加する予定です。自分たちで考えたものを、自分たちの手で調理・提供す
るというのは、学校の授業でもなかなか体験することができません。そういった点で私たちは学生生活の中で貴重な
体験をさせていただいています。

応援メッセージ

Canteen の活動を私が担当してから今年で 7 年目になり、普段はお客様である学生達と交流がもてる数少ない貴重
な場なので、私自身も良い刺激をもらって楽しくやらせてもらっています。学生ならではの発想だったり、特に栄養面
に関しては私も勉強になることがとても多いです。皆さんがこれから就く仕事にこの活動は決して無駄にはならないと
思いますので、これからも精一杯頑張ってください。
（日本ゼネラルフード株式会社

ピッ

を
活動

南宏幸

様）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

プ

ッ
クア

名古屋学芸大学南食堂店長

!

外大７号館食堂でのランチ提供

志水祐里香

外大７号館食堂では毎月丼ものを提供しています。季節に合った食材を使
い、学生の嗜好に合った献立を自分たちで考え発注から調理、提供まで行っ
ています。昨年度までは献立作成のみ行っていましたが、今年度からは実際
に厨房にも入れていただき、より実践的になっています。調理、後片付け等
一連の作業を体感するとともに、残菜量から現在の学生たちの嗜好や適量
なども分かるようになりました。感じたことは次のメンバーに伝え、次回の

Canteenとは？

れています。
「定食」の献立を作成するときは主食、主菜、副

学の学生食堂はバランスのとれた理想的なメニューであるべ

菜、
汁物、
デザートの形を守ります。
また、
実際に調理する時は

きだ！」
という熱い思いによって、2006年に活動を始めました。

化学調味料をできるだけ使用せず、授業で習ったとおりの調

Canteenとは“給食を食べる場所”を意味します。最初の活動

理法でダシをとることから始めます。
さらに、食事を渡す時や

は南食堂の献立を一つ作らせてもらうことから始まりました。

膳を下げる時は人とコミュニケーションがとれる時と考えて、
大

今では約50名の部員が所属するようになり、
様々な活動がで

きな声で話しかけます。部員たちは、
実践的に動ける行動力、

きるようになりました。

協調性、
コミュニケーション力のすべてが豊かな管理栄養士

将来、管理栄養士として働くために必要なスキルを実践的に
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になるために、
とても良い機会をいただいています。

に、彩りも工夫し見た目からも楽しめる内容にしました。女子学生だけでな
く男子学生にもぜひ試していただきたいと思い作りました。今後も外大７号
館食堂で嗜好を凝らした丼ものを提供したいと思います。ぜひわたしたちが
考案した Canteen メニューを食べに来ていただき、いろいろなご意見を聞
かせてください。

Ｃ

Ｃ

部管理栄養学科3期生（初代部長）
の「管理栄養士養成大

だれチキン丼」は、食欲の落ちるこの季節、旬の野菜をふんだんに使いカ
ロリーの低い鶏肉を使用、さっぱりとした塩だれにより食欲増進になるよう

Ｓ

Ｓ

磨くことも大切な目的です。
そのために3つのルールが決めら

提供へと繋げていきます。6 月 27 日（金）に今季第 1 号で提供した「塩

Ｎ

Ｎ

Canteen（キャンティーン）
は名古屋学芸大学管理栄養学

先輩・後輩交えて楽しい部活動であることが第一ですが、

7

顧問・塚原丘美

応援メッセージ
丼ぶり提供を実施！ 自分達が考えたメニューをいろんな人に食べて、喜んでもらえるって嬉しいですよね！ 栄養士とし
て、栄養価計算、原価計算・料理のバランスや見栄えなど考えながら今回のメニューを作成されたと思います。栄養士は
食堂を支える縁の下の力持ち！ 今回の体験を通し、実践で活躍できる管理栄養士になれるよう、皆様頑張ってください！
（グリーンホスピタリティフードサービス株式会社

名古屋外国語大学営業所所長

小崎友美

様）
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!

活動

ッ

副部長：西山佳奈

をピ

活動

お弁当レシピ考案

西脇冬美

八百彦本店さんとコラボして、両大学のオープンキャンパスで提供してい

土曜日に４つの班が交代でランチを提供しています。学生が献立を考え、

るお弁当を製作しています。はるばるオープンキャンパスに来てくれる高校

材料の発注から調理、提供まで自分たちで行っています。提供しているラ

生のみなさんやその親御さんに各学部の特色をアピールすると同時に、お

ンチは栄養バランスや彩りを考慮し、お出汁は市販の調味料を使わずかつ

弁当を通して高校生のみなさんに本大学の魅力を知ってもらうことを目的

お節や昆布から取るなど、味にもこだわりを持っています。また、その月

としています。お弁当の中身は、Canteen がにぎわい交流館で提供して

毎に旬の食材からひとつテーマとなる食材を決めて、献立に盛り込んだり、

いるランチのメニューや南食堂で提供しているメニュー、お弁当用に考えた

時には行事食を提供したりして、季節感を大事にしています。場所をお借り

メニューを組み合わせた献立です。その献立を八百彦本店さんに調理して

し、お客様からお金をいただいてランチを提供しているので、似たような

頂き、デザイン学科の学生さんが製作した帯を巻いて提供しています。調

献立にならないことや、時間通りに提供することも心がけています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

理をしていただくにあたって、Canteen では八百彦本店さんの工場見学

自分の考えた献立を実際に複数人で調理し、誰かに食べていただくとい

も行いました。６月に行われたオープンキャンパスで初めて提供したところ、

う機会は、学校の授業だけではあまり体験できません。食べていただくだ

高校生のみなさんだけでなく学内でも好評でした。

けでなく、お客様から直接感想をいただけるにぎわい交流館でのランチ提
供は、私たち学生にとって貴重な経験の場となっています。

応援メッセージ
母校の学生のみなさんとお弁当を作ることになるとは思ってもみなかったことで嬉しく思いまし

応援メッセージ

た。私もたくさんのことを学ぶことができ、
なにより楽しく仕事ができました。食材のバランス、

将来の管理栄養士を目指し、毎週土曜日に「にぎわい交流館」で美味しいランチを提供して

彩り、原材料のコストまで考えたすばらしいお弁当ができたと思います。学生のみなさんも今回の

くれる Canteen さん。お揃いのエプロンを着用し、若々しい活気あふれる姿は朝から元気

企画から少しでも多くのことを学んでもらえていれば嬉しいです。この経験を生かして、素敵な管

をもらえます。4 つのグループに分かれていて、週替わりで旬の食材を使い工夫を凝らしたメニューは、

理栄養士になって下さい。

デザート付きのワンコインランチでお客様からも「お値打ちで美味しい」と付属のレシピとともに毎
回大好評です。

（八百彦本店

品質管理室

安川莉帆

様）

（日進市にぎわい交流館）
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今年から名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の学生さんと

日進市役所の近くに「にぎわい交流館」という施設があり、そこで毎週

を
活動

ッ
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ファーマーズマーケットへの出店

清川真帆

私たちは、なごやファーマーズマーケットでの提供と平針商店街で行う食

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に
おける連携に関する協定」を締結しました。

育教室の 2 つの活動をしています。なごやファーマーズマーケットでは、
毎月第 2 土曜日に中区清浄寺にて活動しています。旬な野菜を使った普
通食と嚥下困難の方にも食べていただける料理の 2 品のレシピを考え、
実際に調理をし、試食という形で訪れてくださった方々に提供しています。
ポスターや配布用のレシピも自分たちで手作りしています。平針商店街
での食育教室は、毎月第 4 日曜日に活動しています。テーマ食材を使った

６月２３日
（月），
早稲田大学大隈記念講堂において，

レシピを 2 品考え、教室に来てくださったお客様の前で実際に料理をして

活用してオリンピック教育の推進や大会機運の醸成等

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における

大会に向けた取り組みを進めるため，
相互に連携・協力

お話もしています。教室の企画から当日の実施に至るまですべて行ってい

連携に関する協定締結式が行われ，
名古屋外国語大学

体制を構築することを目的としており、
名古屋学芸大学も

ます。どちらの活動も 2 年前に始まりました。日々、活動を発展させながら、

を代表して杉山寛行副学長が出席いたしました。

協定を締結しました。
今後，
両大学では，
大学祭など様々な学内イベントを通

リンピック競技大会の成功に向けて，
大学と一般財団法

じて広報活動を進め，
開催成功に向け努めていくこととし

みなさんと一緒に活動している農林水産省及び中小企業庁認定事業の本活動のテーマは「内食のすすめ」と「地産地消・国産国消の

人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と

ています。

すすめ」です。みなさんが、この活動を通じて、管理栄養士として社会の即戦力となる人間性や知識、継続する勉強方法を習得してい

全国５５２の大学・短期大学が連携し，
それぞれの資源を

Ｃ

応援メッセージ

く姿に感動しております。

飽食、高齢化、少子化などの様々な問題に対し、健康の源点“食”を伝えていく・・崇高な活動であり、

Ｃ

この協定は，
2020年に開催される東京オリンピック・パラ

Ｓ

Ｓ

人前で話すことが得意になるよう努力しています。

Ｎ

Ｎ

います。料理を作るだけでなく、食材や旬の話題について自分たちで調べ、

各会場で Canteen ファンが増えております。他に類を見ない素晴らしい活動です。是非、これからも応援いたします。
（日本食育推進協議会代表、日本食育実践協会会長

9
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長谷川義洋

様）
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2013年11月8日早朝、
フィリピン中部ビサヤ地方を、史上最大
級の台風30号「ヨランダ」が襲った。瞬間最大風速105m。被害
は甚大で、死者が1万人を超したとみられ、被災者は1,000万人
すなわちフィリピン全人口の約1割にも及んだ。
数日後、同僚から、
「ゼミ生のひとりの母親がフィリピン人であ

名古屋外国語大学
現代国際学部 現代英語学科3年

立花美咲さん

現代国際学部 現代英語学科3年

松本麻由佳さん

現代国際学部 現代英語学科3年

大学が上記の活動を進めてきたこと、
タクロバン校キャンパスを

中村みのりさん

訪問することなどを話した。
大変に喜んでくれると同時に、被災大学生合計518名、
その

「瀬戸おみやげガイド」のパンフレット制作に協力

内261名をディリマンキ
ャンパス、
ほかにもセブ、

現代国際学部で地域プロデュースを専門に学ぶ横山ゼミ

と学んだことを実践したのです。ファッション雑誌やWebペー

イロイロ、
ロスバニオス

いう話が、
フィリピン研究を専門の一つとしている私の耳に入っ

のキャンパスに、急きょ

てきた。大学内の職員からも、被災者への同情と共感の表明

移籍させ、
サポートして

が、直接私に届けられた。
そのようなことから、私が決意したの

いることを知らせてくれ

が、
台風で被災した大学と大学生のための募金活動だった。

た。
ディリマンの場合、学生寮一つを彼らのために開放し、
その

横山ゼミは2年次の前期は基礎として個人ベースでプロジ

一方で、制作において大変だったのは、自分たちが載せた

台風襲来からちょう

学期中は寮費を免除し、
食費及び最低限度の生活費も同窓会

ェクトの創り方を学びます。電通出身の横山准教授が、
プロジ

い情報に加えて、瀬戸商工会議所として載せなければいけな

ど10日後、
同じキャンパ

から支弁しているとのことだった。
レイテでは大学の校舎や設備

ェクトの創り方から計画書や企画書の書き方、実施にいたる

い情報を、バランス良くレイアウトすることです。世に出るも

スの3大学（名古屋外

に甚大な被害があり、
自宅や下宿を失った被災学生がともかくも

までのプロセスを指導してくれます。そして２年次後期には、

のを作るときには、本当にいろいろな方々が携わることを実

国語 大 学、名 古 屋 学

勉強を続けていることが分かった。

が、瀬戸商工会議所の「瀬戸のおみやげガイド」のレイアウト

ジのようなポップさを上手く取り入れるため、雑誌やフリーペ

に協力しました。観光客がおみやげを選びやすいようにおす

ーパーを持ち寄り、
イメージを具体的にしていきました。気に

すめするパンフレットで、市内の主要観光施設などで無料で

入ったデザインのものを切り取って紙に貼り付け、
ラフ画を作

配布されるものです。

りました。
この作業が一番盛り上がりました。

チームを組み、地域社会と恊働するプロジェクトを実施。その

感できました。学生である私たちは、普段このようなことを考

ひとつとして、今回は瀬戸商工会議所との取り組みが行われ

える機会があまりないので、貴重な経験だったと思います。そ

その後、
UPタクロバン校に出かけた。
そこでは被災時のことを

大学短期大学部）
から

聞いたり、
被災から4ヶ月後の状況を視察するとともに、
名古屋の

この取り組みに参加し

り越えて完成させること

学生、教員、職員が40名ほど集まった。教職員学生から成る募

3大学からの募金達成額（約240万円）
の使途を話し合ったりし

たゼミ生曰く、瀬戸には、

ができたのは、
やはり日頃

金委員会が作られ、
私が呼びかけ人代表となった。打ち合わせ

た。
その結果、多目的校用車を購入することとなった。5月6日の

伝統と流行が同居する、

のゼミで培ったチームワ

会合の様子は
『中日新聞』
に紹介された。

寄贈式の翌朝の『まにら新聞』
（マニラで編集、
日刊されている

６日間、
ボランティア学生が手作りの募金箱と呼びかけポスタ

日本語新聞）
に写真入りで大きく報道された。
自動車後部には

ーを手に、
昼休みに学内の食堂などを回り、
募金集めをした。教

「A Donation from Nagoya University of Foreign

職員
（非常勤講師の先生方を含む）
や卒業生からも直接、
間接

Studies, Nagoya University of Arts and Sciences, and

に好意のお金が届けられた。

るのが得意な人、人の意

様々な商品が生まれまし

発揮することで課題を解

が、
ステッカーとして貼ってあり、
今では毎日、
大学の貴重な「足」

た。なかには、私たちゼミ

決することができました。

内を走っている。

励まされ、名古屋駅前

日本の大学の構成員

で街頭活動をすること

（学生、教員、職員、加

のフィリピン人の友人たちが、
寒風にも負けず声を張りあげ協力

字通り一丸となって、
ひとつの共感（empathy）
の証（あかし）
を、

を呼びかけたところ、予想以上に多数の通行人が募金をしてく

フィリピンの大学と大学生に伝えることができた。
スマイルを届け

れた。
大学のHPを通して、
銀行振込もしてもらえるようにした。

ることにもなったと確信している。
ご理解とご支援をくださったす
べての人々に、
この場を借りて深い感謝の気持ちを表明させて

Maraming salamat po!!!
（名古屋外国語大学現代国際学部現代英語学科 教授 津田守）

Ｂ１グランプリ in 豊川の視察

を瀬戸焼に近づけたもの、瀬戸焼を使っているものなど、多

瀬戸商工会議所

種多様なアプローチから、瀬戸の新たな一面を発見できるよ

の方や横山准教

うな仕上がりになっています。お菓子が多いので、特に女性の

授にアドバイス

皆さんは必見ですよ。

をいただきなが

パンフレット作成の第一段階として、前年度版パンフレット

ら、い い 雰 囲 気

の良い点・悪い点を話し合い、共有しました。このプロセスを

の中作業するこ

経ることで、
ターゲット層やパンフレットを作る意味が明確に

とができたと思

なったと思います。最初に改善すべき点を確認したことで、
そ

います。

の後の作業がスムーズに進みました。
そして、話し合った結果、伝統的であたたかみのある瀬戸
みやげを、あえてファッション誌のようなデザインで紹介する

自分たちのア
イディア が 世 に

朝日新聞2014年5月1日
（朝刊）

Ｃ

Ｃ

いただきたい。

のもあります。ネーミング
にこだわったもや、見た目

Ｓ

Ｓ

えて一般市民）が、文

生の意見が反映されたも

Ｎ

Ｎ

になった。延べ40人弱の教員、
職員、
日本人学生、
国際学生、
そ
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全国的にも有名な瀬戸焼

Nagoya University of Arts and Sciences Junior College」

てもらえるということで

台風被害へのお見舞いの気持ちを伝えるとともに、名古屋の3

ザインが得意な人、
まとめ
見を取り入れるのが得意

を乗せてタクロバン市

（UP）
ディリマン本校へ行き、
旧知の同大学総長に表敬をした。

ークがあったからです。デ

産」が多い印象とのこと。

な人、それぞれの長所を

として、
人や書類、
荷物

一定額に募金が達した３月、
ケソン市にあるフィリピン国立大学

「あたたかみのあるお土

セミナーを何 度も経て、

生が土曜日なら参加し

広がり、一般市民の方々の共感も得て募金総額が増えていった。

して、
このような課題を乗

をベースに、お土産開発

の大学院科目等履修

このように、大学の中で活動を始めたわけだが、少しずつ輪が

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

芸大 学、名 古 屋 学 芸

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

り、
大変心配している。何かできないだろうか、
と相談してきた」
と

さらに、
フィリピン出身

11

学生活動
紹介

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

私たち３大学から
フィリピンの被災大学に届けたスマイル

出て、学生以外の人の目にも触れるということで、
とてもやりが

ことにしました。
これは2年次のとき「魅力的なプロジェクトを

いを感じるプロジェクトでした。実際に完成したパンフレットを見

作るには異分野と異分野を掛け合わせる」
ことが大切である

たときは、予想以上の仕上がりになっていて、嬉しかったです。
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名 古 屋 外 国語 大 学 国 際 交 流 部

NAGOYA UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
協定校

N U F S

P a r t n e r

I n s

73

t i t u t i o n s

20

●中国

●アイルランド

●イギリス

リメリック大学

バース・スパー大学
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
ポーツマス大学
オックスフォード・ブルックス大学

●ベルギー

ブリュッセル外国語大学

新しい協定校の紹介

北京外国語大学
西安外国語大学
大連外国語大学
天津外国語大学
上海外国語大学
大連大学
●台湾

国立台湾大学
銘伝大学

新しい協定校の紹介

トゥールーズ・ル・ミライユ大学

アンジェ西武カトリック大学

所 在 地 フランス・トゥールーズ市

所 在 地 フランス・アンジェ市

学 生 数 約23,000名

学 生 数 約12,000名

色 1229年創立の国立の総合大学です。

特

トゥールーズ市郊外に位置するメイン
キャンパスの他、近郊及び海外に分校
が開設されています。留学生が約
4,000人という国際的な大学です。

大学HP http://www.univ-t.lse2.fr

色 1373年創立の私立の総合大学で、神学部、
教育学部、文学部、理学部、商学部、現代言
語学部、フランス教育センターが設置されて
おり、外国人向けフランス語コースは教育の
質の高さときめ細やかさに定評があります。

大学HP http://www.uco.fr/

●ベトナム

ベトナム貿易大学
ハノイ国家大学外国語大学

●オーストラリア

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
アデレード大学
●ニュージーランド

マッセイ大学
ワイカト大学

≪ おいしい話 カナダ編 No.5≫

カナダのレスブリッジ大学への留学を終えて５月に同国から帰国した現
代英語学科３年岩月さくらさんからの報告です。

（RA）” をご存じですか？NUFSの留学生宿舎に住み、

カナダ で見つけたお いしい食べ 物、ビー

管理人と協力して宿舎の管理・運営や留学生の日本で

バーテールを紹介したいと思います。ビーバー

の生活をサポートしています。現在、
インターナショナルハ

テールとは名前の通りビーバーのしっぽの形

ウスに３名、借り上げ宿舎のプロクシーフレンズ日進に４

に似ているということで名前がつけられたオ
タワ発祥のスイーツです。平べったい揚げパ
ンのような生地にシナモンやチョコなどいろ

名の本学の学生がRAとして留学生の生活の支援を行
ビーバーテール

っています。
去年の８月からRAをしてい

バナナ味です。カナダには他にも熊の手の形

る千綿真帆さんにRAについて

に似せたチョコレートなど、たくさんのスイー

パイクビル大学
グランドキャニオン大学
モントレー国際大学
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
ノースキャロライナ大学グリーンスボロ校
ウェスタンワシントン大学
クレムソン大学
コースタルキャロライナ大学
シンシナチー大学
アイオワ大学
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
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

私が小学校の頃塾で教わった留学生がや
さしく接してくれたことに感動し、私も RA
として日本の文化や生 活について留学生に
伝えたいと思い立候補しました。RA になっ
てみて留学生よりも自分のほうが日本に関
する知 識や、日本 語について知らないこと
に気付かされ 戸 惑うことばかりでした。留
学生と親しくなりたいという気持ちもありま

良くすることはできません。だからこそ留学
生との信頼関係は誰よりも強くなると思う
のです。
私はこの７月で RA の役目を終えますが、

（現代英語学科３年

大好きな第二のホームタウンになりました。
大学にて友人と記念撮影。

インターナショナルハウスでの様子。

千綿真帆）

アメリカ…………… 27 名
カナダ……………… 29 名
イギリス…………… 10 名
オーストラリア…… 27 名

カンサス州立大学
ニューメキシコ州立大学
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
ノースキャロライナ大学 シャーロット校
ハワイパシフィック大学
ブレシア大学
カリフォルニア大学リバーサイド校

≪ 留学生宿舎から ≫

たいと思います。

た自然豊かなレスブリッジという町は、私の
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●アメリカ

え、精一杯彼らをサポートし続けてもらい

とても貴重な経験となりました。ゆったりし

岩月さくら）

までお越しください。

る立場として、日本の生活や日本らしさを伝

留学生たちと過ごした時間はかけがえのない

（現代英語学科３年

のある学生は、
コミュニケーションプラザ３階

●メキシコ

新しく RA になる方には、留学生を指 導す

ダで過ごした時間はあっという間でしたが、

受け付けていますので、留学について質問

ニュージーランド …
フランス……………
中 国………………
台 湾………………

7名
9名
9名
1名

計119 名

（ＩＴＰ）実施予定
2014年度 名古屋外国語大学 ＴＯＥＦＬ

5 月 10日

6 月 7日

9 月 17日

10 月 18日

国際交流課では、学生一人一人の英語力が向上し、海外へ留学する道が開かれ
るようＴＯＥＦＬ（ＩＴＰ）試験を年４回実施しています。
英語圏への留学を希望する学生は奮って受験しましょう。

RECORD

of

VISITORS

来訪日・海外の教育機関等（国・地域名）

来訪者

● 2014年1月24日
ワイカト大学・日本支部（ニュージーランド）

吉田 恵 氏

● 2014年1月29日
キャンパスフランス・アリアンスフランセースﾞ（フランス）

ファビアン・ルーディエ 氏
クリストフ・ドレイエール 氏

● 2014年2月28、3月1日
カリフォルニア大学リバーサイトﾞ校（アメリカ）
ディズニー国際カレッジ（アメリカ）

カレン・ダイアモンド 氏
イベッテ・ノーザン 氏

● 2014年3月19日
ジョージ・ブラウン大学（アメリカ）

ライアン・ゲスト 氏

● 2014年4月16日
ウィンチェスター大学（イギリス）

デービット・ストリー ト 氏

● 2014年4月22日
カリフォルニア大学リバーサイトﾞ校（アメリカ）

シャロン・ダフィー 氏
ブロンウィン・ジェンキンス＝デｨース 氏

● 2014年4月28日
駐名古屋中国領事館（中国）

呉

● 2014年5月13日
ウィンチェスター大学（イギリス）

イヴァン・プレストン 氏

● 2014年5月14日
グリフィス大学（オーストラリア）

土屋

卓 氏／

曽

Ｃ

Ｃ

があったらぜひ食べてもらいたいです。カナ

います。国際交流部では、留学相談を随時

グアダラハラ自治大学

あり、他の日本人学生と比べて留学生と仲

右端が千綿さん。

バンフのレイク・ルイスで友人とカヌー
を楽しむ岩月さん（手前）。

海外留学への関心の高さは年々上昇して
アルゴマカレッジ(英語圏)
セルカークカレッジ(英語圏)
レスブリッジ大学(英語圏)

Ｓ

Ｓ

すぎるかもしれませんが、カナダに行く機会

●カナダ
トロント大学生涯教育部
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)

したが、実際には留学生を指導する立場で

紹介をしてもらいます。

ツがありました。どれも日本人からすると甘

ともに昨年を上回る学生数の参加があり、

Ｎ

Ｎ

いろなトッピングを選べます。写真はチョコ

4月17日と18日に2015年度出発者を対象
とした海外留学説明会を開催しました。両日

◆レジデンス・アシスタント
NUFSのレジデンス・アシスタント“Residence Assistant

1 4 年 月現 在
6

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

●フランス

トゥールーズ・ル・ミライユ大学
アンジェ西武カトリック大学
リヨン第3大学
ボルドー第3大学
グルノーブル第3大学
エクス・マルセイユ大学
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
リヨンカトリック大学
ニース大学

◆海外留学生

13

釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学

NUFS海外留学説明会

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

特

●韓国

大
学

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

一覧
協定校

理華 氏

サシ 氏
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名 古 屋 外 国語 大 学 国 際 交 流 部

◆ＵＣＲ特別留学

≪ SPRING SEMESTER 2014 ≫

안녕하세요 NUFS‼

Welcome Party
迎 え、3 月 14 日には、歓 迎 会が 盛 大に開
催されました。5 月現在、日本 語教育セン

の９名がプログラムを終えました。５月７日には帰国学生達による留学報告会が開かれ、

ターに 77 名、学 部・大 学 院 に 16 名 の 合
わせて 93 名の交換留学生が日本 語・日本
文化を学んでいます。

今年の８月に出発する第２期生の学生、今後留学を希望する学生や教職員等が出席

で勉強に励んでいる、
イ・サンヨンさん、
イ・ダラさ
ん､ イム･ヘジンさん、
ソ・ジュルギさんの４名が、
出身大学の釜山外国語大学の紹介と現在の
日本での生活の様子を報告してくれました。

ヒルトン系リゾートコース

ＵＣＲ特別留ヒルトン系リゾートコースは、2013 年８月から始まり、このほど第１期生

協定校から交換留学生として、外国語学部

2014 年の春学期も新たに交換留学生を

帰国報告会

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

◆受入れ留学生

NAGOYA UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

岐阜県のバラ祭りで。 上段左からイ・

サンヨンさん、イム ･ ヘジンさん、イ・
ダラさん。 下段右端がソ・ジュルギさ
ん。

私たちは、韓国のプサンと言う地域にある、釜山外国語大学から来たイ・
サンヨン、イ・ダラ､ イム ･ ヘジン、ソ・ジュルギです。釜山外大 (BUFS) に

しました。
報告会では、帰国生９名から、英語コースの内容、ホームステイの様子、ヒルトン
系リゾートホテルのラキンタリゾートでの実習の内容についてそれぞれ報告があり、留
学の成果を発表しました。報告の後には、出発前の留学準備コースでホスピタリティ
ーの授業を担当している篠崎ひさこ先生から「この留学を今後の人生に大いに活か
してほしい」。と学生達に今後の活躍を期待する言葉が送られました。その後、出席

日本語学部にはコミュニケーション日本語学科、ビジネス日本語学科の２

者から多数の質問が出され、同留学について関心の高さを伺える報告会となりました。

学科があります。各学科には、二つの細部専攻コースがあります。コミュニ
ケーション日本語学科には、日本語通訳・翻訳専攻と日本語言語・文化専
攻があります。また、ビジネス日本語学科には、ホテル・観光日本語専攻と

プログラム修了式に全員で記念撮影。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

は、ミャンマー学科、インド学科を含め全部で３７学科があります。その内、

また、報告会の後には懇親会が開かれ、参加した学生が帰国生に個別に質問
をしたり、これから参加する学生に助言をしたりとお互いの交流を深めました。

ビジネス・IT 日本語専攻があります。今年、釜山外大は南山洞 ( ナムサンド
ン ) に移転しました。新しいキャンパスは、以前のキャンパスより広くなり、
施設も更によくなりました。
世界16か国・地域から

受け入れ留学生

111

名

（2014 年 5 月現在）

2014 年 3 月 か ら 名 古 屋 外 国 語 大 学 (NUFS) に 留 学 を して い ま す。
NUFS には留学生専用の寮があり、その寮のアイ・ハウス（International
House）に住んでいます。ここで、約 50 人の他国の留学生たちと一緒に
暮らし、特別聴講生として日本語及び色々な分野の授業を日本人の学生た
ちと一緒に受けています。また、毎週木曜日には、K108 教室で韓国語ラ

で学んでいる正規課程留学生 26 名の計 111 名の

ウンジに参加しています。

外国人留学生が在籍しています。

NUFS での半年間の留学は、忘れられない貴重な経験になりました。皆さ

中

国 …………… 34 名

イギリス ………… 13 名
フランス …………
韓

9名

国 …………… 6 名

2名
1名
ベルギー ………… 1 名
ラトビア ………… 1 名
ポーランド ………
アイルランド ……

アメリカ ………… 21 名

9名
カナダ ……………… 7 名
インドネシア ……… 2 名
ベトナム …………… 2 名
フィリピン ………… 1 名
スペイン …………… 1 名
台 湾 ……………… 1 名
オーストラリア……

んも NUFS に来て一緒に交流してみるのはいかがでしょうか？
( 이상용 , 이다라 , 임혜진 , 서줄기 )

左：釜山外国語大学の新キャ
ンパス。
右：アイハウスの仲間とお揃
いのパーカーで記念撮影。

◆日本語教育センター
日本語教育センターでは、
留学生が日本の伝統文化を実際に体験できるよう「日本文化実習」

●トヨタ自動車工場見学●

●徳川美術館・貝合わせ体験●

U CR

[ 体験談（実習）
体験談（実習）]
「異 国の土 地で、多様 な 文化 の中、日
本人が、英語で、接客をする」という
経 験の中で 気づ いたのは、
「サービス
に感動する感覚は世界共通」というこ
とでした。何 万人ものお客 様との出会
いを経て、私なりのおもてなしの心を
見出すことができました。
（英米語学科４年 小島祐未）

参加者から質問を受ける帰国学生。

特 別 留 学ヒルトン系リゾ ートコースとは

？
Ｓ

Ｓ

● 輪島塗体験 ●

体験談（授業）
[ 体験談
（授業）]
先生の格言「誰でもリーダーになれる」
がとても印象的でした。
授業中のグルー
プワーク以外に、日常の中でもそれを
感じる場面がありました。何気ない行
動や言動には、何かのきっかけとなる
影響力があるのだと学びました。
（現代英語学科４年 山田絵美果）

ラ・キンタリゾートでの実習の様子。右側がスパ業務の担当となっ
た小島さん。

Ｎ

Ｎ

を実施しています。昨年の 12 月から今年の 6 月にかけて開講された文化実習を紹介します。

● 西陣織体験 ●

現地での授業の様子。 受け身の授業ではなく自身の積極的な発
言が求められます。右側が山田さん。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

NUFS には、交換留学生の 85 名と大学院・学部

篠崎ひさこ先生

本学の協定校であるカリフォルニア大学リバーサイド校（ＵＣＲ）
に留学し、
前半は英語集中コースを履

Ｃ

Ｃ

修し、
後半はホスピタリティー・観光マネージメントコースを履修します。
後半のコースではＵＣＲの手配によ
り、
アメリカ屈指のリゾート地であるラ・キンタリゾート
（ヒルトン系リゾート）
で就労体験（有給実習）
を行いま
す。
ホテル、
旅行、
航空業界等に就職を希望する学生にとって最適なプログラムです。

15
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名 古 屋 学 芸大 学 ・ 名 古 屋 学 芸 大 学 短 期 大 学 部

国際交流

NAGOYA UNIVERSITY OF ARTS & SCIENCES

また本学の国際交流協定校の一覧を掲載します。

◆留学生報告

映像メディア学科映画ゼミ４年

提携大学の紹介

ウォンガムガン・タナドン

母国タイに日本で学んだ
日本映画技術を伝えたい！
！
映像メディア学科映画ゼミ４年のウォンガムガン・タナドンです。
タイから日本に
れています。
日本のように映画を作りたいと思って、
NUASに入学しました。学科

オーストラリア グリフィス大学

昨年度、本学と国際交流協定を締結した
グリフィス大学は、
オーストラリアの東岸に位
置するブリスベーン市にある総合大学で
す。経済学、法律学から、教育学、健康科
学、映像、芸術まで幅広い分野の教育が
行われています。本学では、管理栄養学
部、
ヒューマンケア学部等が海外研修先に

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

来て６年になりました。私は日本映画が好きです。
日本映画はすごく丁寧に作ら

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

本学では、
タイや中国からの留学生が学んでいます。今回はタイからの留学生のレポートを掲載します。

選定しています。

の中で留学生が私１人なので、
心配や不安になることがたくさんありましたが、
日
本人の友達が親切に声をかけてくれました。楽しい学生生活ができました。先
生たちも優しくて、
細かいところまで丁寧に教えてくれます。
日本人と短編映画や
PVや舞台撮影などの作品を作る中で、
コミュニケーションをとることができ、
日本

RECORD

of

VISITORS

の文化も学べました。
大変忙しい時もありましたが、
充実した学生生活ができて、
とても楽しいです。今、
卒業制作にむかって、
色々な映画を研究し、
新感覚映画

名古屋学芸大学

を作っていたいと思います。今回の作品はNUAS第10回卒業制作展に上映さ
大学以外では、映像関係の会社で、
アルバイトしています。大学で学んだ技
術や知識を生かしながら、
現場を経験させていただいています。将来は、
今アメ
リカの映画技術に興味があって、
アメリカの大学院に進学したいと思っていま
す。最後１年、
日本にいる間に、
できるだけ多くの日本人、
日本文化と触れ合いた
いと思っています。
最後に皆さんに一言、
かけがえのない青春を大事にして、大きな目標を持っ
て、
意義のある学生生活を過ごしましょう。

Ｉ E LT S

ア イ エ ル ツ っ て 何

？

生ビザを申請する段階で、
ＩＥＬＴＳ6.0程度のスコアが必要になります。詳しくは日本英語検定協会の
ホームぺージを参照してください。

1
●

コンストファック スウェーデン
国立美術工芸デザイン大学

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design

スウェーデン

2
●

リベラ芸術アカデミー（LABA)

Libera Accademia di Belle Arti

イタリア

3
●

ケント大学

University of Kent

イギリス

4
●

オーストラリアン・カソリック大学

Australian Catholic University

オーストラリア

5
●

カリフォルニア大学デイビス校

University of California, Davis Campus

アメリカ

6
●

京畿大学

Kyonggi University

韓国

7
●

ニューヨーク・フィルム・アカデミー

NewYork Film Academy

アメリカ

8
●

グリフィス大学

Grifﬁth University

オーストラリア

9
●

ボーンマス芸術大学

Arts University Bournemouth

イギリス

10
●

アカデミー・インターナショナル・
ド・クープ・ド・パリ

Academie Internationale de Coupe de Paris

フランス

11
●

プフォルツハイム大学

Pforzheim University

ドイツ

Ｃ

Ｃ

りません。
これはInternational English Language Testing Systemの略です。
英国留学では、
学

国

Ｓ

Ｓ

どの大学で勉強するには「ＩＥＬＴＳ」
という英語の能力試験で、
一定のスコアを取得していなければな

教 育 機 関 名

Ｎ

Ｎ

外国に留学するには、
留学先の国の言葉を理解できることが大前提です。英国やオーストラリアな

（2014 年 5 月現在）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

れますので、
映像作品に興味ある方は、
ぜひ見に来てください。

海外協定校一覧

（No.8～11 が昨年度の新規協定校）
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大 学 説 明 会 開 催

5月27日には、名古屋外国語大学の大学説明会を実施しまし
た。今回は、
来年度から新設される新しい学科「世界教養学科※」

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

について、
亀山学長が自ら説明をされました。
出席者の皆さんも大

2014年5月20日
（火） 名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部
2014年5月27日
（火） 名古屋外国語大学

変熱心に聴講頂き、語学力向上の必要性、
そのうえで、教養力の
定義、必要性、複言語、多文化共生の必要性などなど、
その思い
を伝えて頂きました。
本学の目指す方向性（次世代のグローバル人材育成）
をご理
解頂けたと思います。
お話は、外国部学部の改革にも及び、学部共通の複言語プロ
グラム、世界教養プログラム、英語力向上のためのプログラム
（CELP）
について、
また、英米語学科が2専攻制へと移行します

亀山名古屋外国語大学長

が、
英米語専攻、
英語コミュニケーシ専攻についての説明など、
学

学及び三重大学に出張授業を提供する協定など、
他大学との連

外国語学部 世界教養学科 、
英米語学科、
英語教育学科、
フラ

携、
またインターンシップなど産業界（企業）
との連携について。
さら

ンス語学科、
中国語学科、
日本語学科の学部学科の特徴や、
キャ

には、2大学で100回を超える出張授業、
ガイダンスを実施した高

※

名古屋学芸大学

リアに直結する学びを展開する現代国際学部の現代英語学科、
国際教養学科、
国際ビジネス学科についても説明をしました。

学校とは、
地元企業とも連携して、
これまでに高等学校では取り組

目を迎え、全国の皆さんにも認知されています。）やユニークな留

んだことのないグローバルリーダー育成について、本学のノウハウ

学制度（ウォルトディズニーワールドリゾートやラキンタリゾート＆クラ

を提供していきます。
（会の終了後には愛知県の選定高等学校か

ブで就労経験のできる
「UCR特別留学」、2か国に留学ができる

らも改めてご相談を頂きました。）

2013年度は、708人の学生が留学、海外研修を経験しました。
中でも本学は、半年、
もしくは1年の“本格的な留学”（語学習得の

※

2014年5月20日に名古屋学芸大学の大学説明会を開催しまし
た。毎年、本年度の取り組みを高等学校の教員の皆様にお伝え
するイベントとして実施しています。

特筆すべきは、
その受験率（卒業者に対する受験者の割合）
です。
本学では、原則全員受験を指導しています。調べた限りでは、全
国トップクラスの受験率です。
また、就職決定率も毎年１００%に近い

名古屋学芸大学の説明会は、
井形学長の心のこもった挨拶から

数字を持続しています。今年度は99.4％でした。
ちなみに、
ヒューマン

始まり、
はじめに、
管理栄養学部の国家試験の結果を報告しました。

ケア学部子どもケア学科幼児保育専攻、
メディア造形学部ファッショ

ここ数年は、
安定して全国でも有数の合格者数を誇っています。
（本年度は全国５位）

ン造形学科は、本年度の就職決定率は、100％を達成しました。
管理栄養学部 管理栄養学科、
ヒューマンケア学部 子どもケ
ア学科

子どもケア専攻

養護教諭コース、子ども心理コース、
さ

らにはメディア造形学部 映像メディア学科、
デザイン学科、
ファッシ

引き続き、
CSセンター長から、
就職状況についての報告をしました。
平均を上回りました。
学生の努力や教員の熱意が、
高い就職決定率を生み出している
ことは、
いうまでもありませんが、就職のサポートの仕組みをいくつ
か紹介しました。会の後半は、“入試”について、昨年度の状況や

就職についても、高い就職決定率です。
（2014年3月の卒業生の
就職決定率は、
97.8％）

トップ10の他の大学は在学生の多い大学（早稲田大学、法政

なぜ、
このような結果が生まれたのか。企業でのグローバル人

大学、立命館大学、上智大学など）が並んでいますので、本格留

材への要望や、
職種、
業種を問わないグローバル社会からの要望

学経験者の比率は、
全国で１番高いかもしれません。

についても報告しました。

「留学に強い名古屋外国語大学」は、
様々な数字でも立証され
ています。
PUT（学生3人に対しネイティブ教員1人で行う“超”少人数授

特に、
人気の航空関連には本年度は48名が就職しました。
これ
は、全国でもトップレベルの人数となりました。一方、今年度は43人
の英語教員が本学から誕生しました。

業）
に代表される少人数教育についての取り組みや、
外国人教員

航空、旅行、
ホテルなどのホスピタリティー企業から、地元、
中部地

が154人、海外からの留学生が178人の外国人が集う“インターナ

方の得意分野である“ものづくり”製造業では、
まさにグローバル人

ショナルキャンパス”の魅力についても報告しました。

材が求められており、多くの学生が就職しています。商社、金融、

さらに、東京外国語大学との協定や名古屋大学、愛知教育大

マスコミなど就職先は多彩な企業となりました。
名古屋外国語大学の大学説明会でも、
会の後半は、
入試の結果
と分析、来年度の入試の要項など、高等学校の先生方が興味を
持たれる内容を報告しました。
両大学とも、説明会終了後の学内視察にも多くの先生方に参
加を頂き、
個別相談も大盛況のうちに閉会となりました。
高等学校の教員の皆様からの期待を感じ、
同時に重い責任感も

Ｃ

Ｃ

2014年3月卒業生全体の就職決定率は、96.4％で、愛知県の

それぞれの連携をもってシナジーを生み出しています。

Ｓ

Ｓ

様々なユニークな取り組み、
本学の国際交流などを説明しました。

この人数は、
全国の大学でもトップ10に入ります。

「産学連携」
「学学連携」
「高大連携」に「国際交流」
（海外の
「学・学連携」）

Ｎ

Ｎ

ョン造形学科の3学部5学科について学部、学科、専攻の特徴や、

の708人のうち243人が、
この本格的な留学に挑戦しました。

このように、本学は、
グローバル人材育成のハブの役割をしています。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

留学ではなく、
語学を使っての留学）
を推奨しています。2013年度

高い就職率、国家資格合格率の名古屋学芸大学
来年度「世界教養学科 」新設の名古屋外国語大学

等学校との連携などを伝えました。
来年度から新たに取り組むSGH
（スーパーグローバルハイスクール）
に選定された岐阜県の高等

充実した留学の制度（特に「留学費用全額負担制度」は、3年

「2か国留学」
など）
についても説明をしました。

名古屋学芸大学

長の熱い気持ちが伝わったことと思います。

ひしひしと感じました。
この場をお借りしましてご出席の皆様方、及び会の運営にご協
力を頂いた皆様には、
心より御礼を申し上げます。
※ 2015 年４月学科設置（届出中）

本年度の実施要項について報告をしました。
井形名古屋学芸大学長

19

Jul. 2014 Vol.77

Jul. 2014 Vol.77

20

2014

2014

2014年度

2014年度入試の受験者数及び入学者数

名古屋外国語大学
推薦入試・一般入試・特別選抜

（英米語学科5名、
日本語学科1名）、大学
後期課程1名でした。

学

推薦
入試

科

英米語学科

352

一般入試
前期（Ａ・Ｍ３・
Ｍ２・プラス
センター方式）

特別選抜

センター
発信
英語等 国際社会
利用
コミュニ
後期
有資格型 志向型
（前・後期）
ケーション型

3,355 135

1,332

ー

69

54

59

403

1

9

59

972

39

381

7

6

中国語学科

23

409

27

178

8

4

ー

日本語学科

34

543

49

208

4

8

25

現代英語学科

113

2,440

99

922

39

30

国際教養学科

112

2,200

86

844

41

38

95

1,455

70

526

20

36

ー

818 12,261 564

4,794

174

200

25

合計

ー

ー
ー

5,302 367

1

0

1,390

40

1

0

1,465

74

1

0

650

38

1

0

872

65

2

0

3,645 122

6

1

3,328 112

1

3

2,206 120

17

5

18,858 938

なお、３年次編入生として６名（子ども
ケア専攻２名・映像メディア学科１名・デ
ザイン学科３名）の入学者を迎えました。

管理栄養学科
養護教諭コース
子ども心理コース
幼児保育専攻
映像メディア学科
デザイン学科
ファッション造形学科

また、大学院には、総計１３名が入学し
ました。

合計

推薦
入試

AO入試

一般入試
前期

202 541
74 252
26
36
125 241
56 158
49 150
27
43
559 1,421

プラス
センター

センター センター
センター 体験型
前期
前期
AO
後期
2科目型 3科目型

後期

454 36
197 25
54
8
190 12
133
9
122 15
38
1
1,188 106

212 155 32
100 90 28
24 22 11
101 91 13
90 ー
9
78 ー 12
20 ー
1
625 358 106

ー
ー
ー
ー
45
27
26
98

特別選抜
自己
推薦

社会人

54
40
9
59
24
14
12
212

1
0
0
0
0
0
0
1

帰国
生徒

計

0 1,687 174
0
806 76
0
190 34
0
832 127
0
524 112
0
467 89
0
168 66
0 4,674 678

※子どもケア学科内での第２志望合格者をその専攻・コースの受験者として扱った ※推薦入試には指定校推薦を含む
※センター前期3科目型は管理栄養・養護教諭・子ども心理・幼児保育のみを、体験型ＡＯ入試はメディア造形学部のみ
を対象として実施

受験者数

栄養科学研究科
（博士前期）

子どもケア研究科
（修士）

NUFS OPEN CAMPUS 2014

全体説明／模擬授業(要申込)／学科イベント／留学イベント／入試対策講座
(英語)／入試情報説明会／留学×キャリアイベント／エアラインイベント／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

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学
合同オープンキャンパス

全体説明／模擬授業(要申込)／学科イベント／留学イベント／エアライン
イベント／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

3月15日㊐

10:30

名古屋学芸大学のすべてVol.1
－NUAS Live ２０１４－

16:00
10:30
16:00
13:00
16:30
10:30
16:00

名古屋学芸大学のすべてVol.2
－NUAS Live ２０１４－

主な内容

学科概要説明会、学科企画（体感授業、在学生による学科プレゼンテー
ション、作品展示・上映会、キャリアイベント など）、入試情報説明会
、在学生と話そう、保護者説明会、個別相談 など"

入試相談会&キャンパス見学会

本日のイベント案内、学科企画（学科紹介・展示ブース、作品展示・上映
会など）、自由見学、入試情報説明会、保護者説明会、個別相談 など

名古屋学芸大学・名古屋外国語大学
合同オープンキャンパス

本日のイベント案内、大学説明会、
学科企画（学科概要説明会、学科紹介・展示ブース、体感授業、作品展
示・上映会 など）、個別相談 など
※四大のみ開催

名古屋学芸大学短期大学部
開催日

8月30 日㊏

開催時間

10:30
16:00
10:30
16:00
13:00
16:30

イベント名

主な内容

名古屋学芸大学短期大学部のすべてVol.1
－NUAS Live ２０１４－

全体説明、体感授業、個別相談

など

名古屋学芸大学短期大学部のすべてVol.2
－NUAS Live ２０１４－

全体説明、体感授業、個別相談

など

入試相談会&キャンパス見学会

全体説明、自由見学、個別相談

など

Ｎ

Ｎ

推薦入試・一般入試・特別選抜

Ｓ

一般入試

特別選抜

推薦
入試

前期

後期

センター
利用

社会人

帰国生徒

有資格
（看護師）

メディカル秘書

39

30

3

17

0

0

ー

89

養護教諭

29

39

4

32

1

0

0

105

合計

68

69

7

49

1

0

0

194

計

計

84
84

コース
別

Ｃ

Ｃ

現代総合学科
コース

入学者数

Ｓ

受験者数

試（前期・後期・センター利用）および特
84名の入学者を迎えました。

8月30 日㊏

7月13 日㊐

名古屋学芸大学短期大学部

─名古屋外大のすべて Vol.2─

イベント名

〜

合計

4
3
6
0
13

全体説明／模擬授業(要申込)／学科イベント／留学イベント／入試情報説
明会／留学×キャリアイベント／エアラインイベント／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

開催時間

〜

メディア造形研究科
（修士）

別選抜において、受験者総数は194名で

7月13日㊐

入学者数

4
3
7
0
14

栄養科学研究科
（博士後期）

2014年度入試では、推薦入試、一般入

開催日

〜

研究科

16:00

NUFS OPEN CAMPUS 2014

─名古屋外大のすべて Vol.1─

名古屋学芸大学

6月15 日㊐

大学院

10:30

主な内容

名古屋学芸大学短期大学部

学者総数は678名でした。

学科・専攻・コース

入
学
者
数

16:00

〜

名古屋学芸大学短期大学部

定しました。受験者総数は4674名で、入

受験者数

10:30

〜

実技型と学力型の２つの受験科目型を設

推薦入試・一般入試・AO入試・特別選抜

16:00

〜

しました。特別選抜（自己推薦入試）では

3月15日㊐

10:30

〜

において、新たに体験型ＡＯ入試を導入

8月24日㊐

6月15日㊐

名古屋学芸大学
2014年度入試では、メディア造形学部

7月27日㊐

イベント名

名古屋学芸大学

887

1

入
学
者
数

〜

名古屋学芸大学

30

外国人
留学生

4

ー

英語教育学科
フランス語学科

国際ビジネス学科

帰国
生徒

計

開催時間

〜

院の入学者は、博士前期課程15名、博士

開催日
受験者数

は下表のとおりです。
また、３年次編入学の入学者は、6名

オープンキャンパス日程

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2014年度

〜

名古屋外国語大学

入試 入試を振り返って

ン
オープパス
キャン

42
42
84

※養護教諭コースからメディカル秘書コースへの移動合格者をそのコースの受験者として扱った
※推薦入試には指定校推薦を含む
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名古屋外国語大学

キャリアデザインプログラム

2013年度 就職状況報告

2016年3月卒業予定者から、
就職活動開始時期が従来の3年次12月から

過去５年間で最高の就職決定率97.8％を記録！
全業種において高いレベルの就職結果
2013年度（2014年3月卒業生）
は、就職活動開
始当初から各企業とも活発な採用活動がみられ、
学生にとっても充実した就職活動が出来た年にな
りました。就職決定率97.8％は、前年度比0.9ポイン
ト上昇、
全国平均94.4％
（※1）
、
愛知県内平均94.7
％
（※2）
とも大きく上回り、
過去5年間で最高の結果
となりました。就職先企業においても、
各業界とも充

果となりました。

2013年度就職先企業の業種別分類
3.4％
2.3％

その他
公務

航空

6.9％

航

空

旅

行

●JTＢ中部 ●JTBワールドバケーションズ ●日本旅行、近畿日本ツーリスト ●
ジェイアール東海ツアーズ ●エイチ・アイ・エス ●名鉄観光サービス ●阪急阪
神ビジネストラベル ●阪急トラベルサポート ●日新航空サービス ●旅工房 ●
ジェイ・ティ・エイ・ジャパン 他

輸

●日本通運 ●鴻池運輸 ●西濃運輸 ●福山通運 ●伊勢湾海運 ●名港海運 ●愛
知海運 ●フジトランスコーポレーション ●東海協和 ●日本トランスシティ ●キ
ムラユニティー ●センコー ●セイノーロジックス ●佐川急便 ●日新運輸 他

ホテル

●ジェイアール東海ホテルズ（マリオットアソシア） ●ナゴヤキャッスル ●名
鉄グランドホテル ●ヒルトンワールドワイド ●パークハイアット東京 ●ザ・リ
ッツ・カールトン大阪 ●サゴーエンタプライズ ●ザ・テラスホテルズ ●近鉄ホ
テルシステムズ ●加賀屋 ●星野リゾートグループ ●高山グリーンホテル ●リ
ゾートトラスト 他

メーカー

●アイシン精機 ●新東工業 ●ロッテ ●ゼブラ ●大同メタル工業 ●住友電装 ●
大豊工業 ●小島プレス工業 ●トリニティ工業 ●アスモ ●イイダ産業 ●東海工業
ミシン ●近藤製作所 ●豊通鋼管 ●シイエム・シイ ●日特エンジニアリング ●オ
リバー ●ＡＩＨＯ ●タカラベルモント ●ディーエイチシー ●日本ロレアル 他

商 業
アパレル

●豊田通商 ●日本紙パルプ商事 ●ユアサ商事 ●極洋 ●サンワテクノス ●ミタ
チ産業 ●岡谷鋼機 ●日邦産業 ●東陽 ●中央工機 ●高瀬物産 ●富士通コンポ
ーネント ●森六ケミカルズ ●資生堂販売 ●東海澱粉 ●八木兵 ●丹羽幸 ●ユ
ニー ●近鉄百貨店 ●ジェイアール東海パッセンジャーズ ●サントリーショッピ
ングクラブ ●愛知トヨタ自動車 ●大塚家具 ●Ｐ＆Ｇマックスファクター●ルイ
・ヴィトンジャパングループ ●ファーストリテイリング ●サマンサタバサジャ
パンリミテッド ●ＪＩＮＳ 他

4.2％
運輸

名古屋学芸大学短期大学部

13.5％

ホテル

5.3％

●ＮＨＫ函館放送局 ●United Television Broadcasting Systems ●中部ケー

サービス

マスコミ・ ブルネットワーク ●ＣＡＣ ●ドリマックス・テレビジョン ●松阪ケーブルテレビ
情報・ ・ステーション ●中広 ●電広 ●アドキットインフォケーション ●トランス・コス
サービス モス ●ＮＥＣソフト ●富士通ネットワークソリューションズ ●テンプスタッフ ●

メーカー

9.4％

8.9％

金融・保険

9.3％

商業

アパレル

6.4％

19.7％

マスコミ・
情報通信

3.7％

マイナビ ●学情 ●ノバレーゼ ●ベストブライダル ●タカミブライダル ●ティア
●トヨタエンタプライズ ●長島観光開発 ●大垣国際交流協会 ●日本郵便 他

●公立・私立学校教員 ●イーオン ●ＥＣＣ ●さなる ●ＧＡＢＡ ●秀英予備校
●野田塾 ●Liber International School ●藤田学園 ●中西学園 ●名古屋市役

教育・公務
所 ●岐阜県庁 ●大府市役所 ●高浜市役所 ●新城市役所 ●磐田市役所 ●山形
・その他
市役所 ●警視庁 ●愛知県警察 ●岐阜県警察 ●三重県警察 ●静岡県警察 ●防
衛省航空自衛隊 ●一条工務店 ●三交不動産 ●サンヨーハウジング名古屋

他

2014年度 就職戦線

さらに活況を呈する
今年度は、前年にも増して景況感の改善が進

する学生の負担軽減を図っています。
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おもなキャリア・就職支援行事
学

おもな内容（予定）

年

１年次

キャリアガイダンス、職業適性検査/フォローガイダンス、キャリアデザイン講座

２年次

キャリアガイダンス、職業適性検査/フォローガイダンス、キャリアデザイン講座、キャリアプラン講座

３年次

４年次

就職ガイダンス（年間10回予定）、職業適性検査/フォローガイダンス、夏期・春期インターンシップ（2年次も可）
筆記試験対策講座（1期・2期）2年次も可、キャリアプラン講座Ⅲ-1・Ⅲ-2（1期・2期）ランチタイム就活ミニセミナー、ビジネスマナー講座
スーツ着こなし講座、メイク講座、筆記模擬試験、ＳＰＩ模擬試験、ＷＥＢテスト対策講座、エントリーシート対策講座、内定者との交流会
社会で活躍する先輩との交流会、就職準備サマー合宿、就職直前合宿（新設）、進路登録学内業界セミナー学内企業セミナー
合同企業研究会（学内・学外）、面接対策講座（初級・中級・実践）、グループディスカッション対策講座、個別模擬面接指導
個別相談、履歴書･エントリーシートチェック、模擬面接、学内企業説明会
国際派企業面接会（東京・大阪等）…交通費支援、社会人マナー講座

講座･検定等
資格支援講座
●通関士、旅行業務取扱管理者(国内･総合)
●ITパスポート ●秘書検定 準1級･2級 ●簿記3級
●旅程管理研修(ツアコン)●貿易実務検定Ｂ級・Ｃ級（新規）
資格支援講座
●エアライン(学年別各コース) ●公務員 ●マスコミ
●アナウンサー・キャスター養成 ●面接強化トレーニング
●筆記試験(SPI)対策 ●就職特別クラス(大手企業志望者)
●日経新聞読み方（新規）
その他の支援

学内合同企業説明会

「名外大就職フェスタ2014」開催
さる5月30日
（金）
には、
就
職支援行事の一環として、
就職活動中の4年次生を
対象とした学内合同企業
説明会「名外大就職フェス
タ2014」を本学サブアリー
ナで開催。旅行、
ホテル、
物
流、
商社、
広告、
教育など各業界の地元有力企業19社が参加
しました。本学4年次生約70名が参加し、
自由に企業ブースを
訪問し採用担当者から真剣なまなざしで説明を聞きました。
参加企業からは「積極的な質問を受け意欲を感じた」
「将来
を真剣に考える人が多い」などの声が聞かれました。

●企業見学会 ●就職支援団体「Growings」
（学生の自主
団体）●就活カフェ
（内定者先輩との自由な交流スペース）
等

キャリアサポートセンター（CS センター )

貿易実務検定対策講座スタート
本学では貿易・物流関連企業への就職は依然として高い人気がありま
す。そこで今年度より、従来の通関士資格取得講座とは別に、貿易実務
検定対策講座を新規開講しました。
貿易実務検定は、
日本貿易実務検定協会が認定する貿易実務エキスパー
ト能力・知識を客観的に測る検定試験で、Ａ級・準Ａ級・Ｂ級・Ｃ級があり
ます。本学ではより取得しやすいＢ級・Ｃ級について対策講座を開講、単
に資格取得を目指すだけでなく、業界研究の一環として、就職に向けた
職業意識の確立につながるよう考えています。
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Ｃ

Ｃ

トラウンジ
（名古屋・東京・大阪他）、遠隔地交通費
支援等、従来のサービスに加え、今年度から大学
様式履歴書を無料化（後援会支援）
し、就職活動

密なものへとリニューアルを図っています。

3年次
3年次
➡
12月1日
3 月1日

Ｓ

Ｓ

学でもこれらの動向を視野に入れた早めの対応、
支援体制を心がけ、
すでに主要企業から続々と内
定（内々定）獲得がみられています。
なお、
サテライ

職合宿を2回にそれぞれ増やすなど不安解消を目指しプログラムもより濃

Ｎ

Ｎ

み、本学で受理した求人件数は前年の約1.25倍
（5月末時点）
となっています。各企業の動向も大手
だけでなく、
中堅・中小の多くの企業が採用活動を
早め優秀な学生獲得に向け余念がありません。本

就職活動開始
従来

名古屋学芸大学短期大学部

●三菱東京ＵＦＪ銀行 ●名古屋銀行 ●愛知銀行 ●北陸銀行 ●第三銀行 ●百五
銀行 ●ゆうちょ銀行 ●豊田信用金庫 ●東春信用金庫 ●碧海信用金庫 ●半田信
用金庫 ●豊橋信用金庫 ●浜松信用金庫 ●東海労働金庫 ●野村證券 ●ＳＭＢＣ
金融・保険 日興証券 ●東海東京証券 ●岡三証券 ●丸三証券 ●極東証券 ●日本生命保険
●住友生命保険 ●明治安田生命保険 ●第一生命保険 ●かんぽ生命保険 ●三井
住友あいおい生命保険 ●ＪＡあいち中央 ●ＪＡあいち尾東 ●ＪＡ西三河 他

旅行

5.4％

教育

と不安もあると思われますが、本学では就職ガイダンスを年間10回に、就

●日本航空 ●全日本空輸 ●シンガポール航空 ●エミレーツ航空 ●春秋航空日
本 ●フジドリームエアラインズ ●ジェイエア ●スターフライヤー ●ＪＡＬスカ
イ ●Ｋスカイ ●ドリームスカイ名古屋 ●ＡＮＡ中部空港 ●ＡＮＡ関西空港 ●
ＡＮＡエアポートサービス ●ＡＮＡ成田エアポートサービス ●名古屋エアケー
タリング ●ブルーエースグランドサービス ●中部国際空港旅客サービス 他

※１ 文科省・厚労省共同調査 2014 年４月１日現在
※２ 県産業労働部若年者雇用対策グループ調査 2014 年 3 月 31 日現在

※2016年3月卒業（現3年生）
より適用

「採用選考の指針」
としてまとめたもので、
初年度に当る現3年次生は何か

2013年度主な就職先企業

運

＜就職活動開始日程の改訂＞

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

実度が一層増し、
エアライン業界では客室乗務職
19名を含む48名が決定した他、
他の業種でも今回
初めて実績の出た主要企業など、
高いレベルの結

3月へと後ろ倒しされることが決まりました。政府要請を受けた経団連が

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

就職活動日程の改訂も視野にリニューアル！

24

名古屋学芸大学
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

第9期生（2014年3月卒業生）の就職実績（2014年5月1日現在）

「専門分野※」に約８割が就職
全国トップクラスの就職実績−
近年、
日本経済を取り巻く環境が厳しく、企業側も採用人数を増やしてはいるものの、依然として

厳選採用が続いている中、
大学で学んだことが活かせる分野へ着実に就職を決定させ、
全国トップ
クラスの実績を引き続き上げることができました。
キャリアサポートセンターでは、
学部学科での教育プ
ログラムと連携して、
人間性と専門性を磨く独自のキャリアデザインプログラムを展開しています。
「自
らの問題として捉え」、
「自ら考え」、
「自ら行動する」みなさんを全力でバックアップしていきます。

※専門職と専門業界の
総合職に就職

大学全体の就職決定率

96.4%

専門分野への就職

80.3%

ＳＫＹラーニング開始！ ～ＰＣはもちろん、
スマホやタブレットでも学習できる～
学芸大キャリアサポートセンターでは、
2014年4月より、
ＳＫＹラーニングを開
始しました。
SKYラーニング＜社会人（S）基礎力
（K）養成（Y）塾＞とは、
「基礎学力
向上」のためのeラーニングによる専門教育ツールで、
「ドリル形式」
と
「動画
形式」の２種類を用意しました。
「ドリル形式」は１年生から４年生まで通年で
閲覧可能、
「動画形式」は就職活動の準備が本格化する３年次の後期に
開講しています。
また、
「ドリル形式」には、
ベーシックコース
（初級）、
ステップ

管理栄養学部
公務員・教員等

就職決定率

99.4%

10％

その他企業

16％

病院関係

21％

食品・給食関係

就職決定者数

32％

161人

福祉関係

21％

主な就職先（過去５年）●【栄養教諭】愛知県、三重県、岐阜県、名古屋市、熊本県【栄養職公務員】愛
知県、静岡県、岐阜県、名古屋市、静岡市、東海市、津市、武豊町【病院】独立行政法人国立病院機構（豊橋
医療センター、三重中央医療センター、福井赤十字病院、小倉医療センター）、名古屋第二赤十字病院、伊
勢赤十字病院、豊川市民病院、名古屋大学病院、愛知医科大学病院、藤田保健衛生大学病院、藤田保健衛
生大学 坂文種報德會病院、JA愛知県厚生連知多厚生病院、独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院、社会
医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院、聖隷福祉事業団、
ＪＡ静岡厚生連、遠州病院【健診施設】社団法人半
田医師会健康管理センター【福祉施設】社会福祉法人愛知県厚生事業団、社会福祉法人サンライフ【食
品】明治製菓、敷島製パン、フジパングループ本社、日本食研、山田養蜂場、村上農園、名城食品、浜乙女
【中食】柿安本店、カネ美食品【給食】エームサービス、グリーンハウス、
トヨタ生活協同組合、魚国総本社 名
古屋本部、日本ゼネラルフード【外食】すかいらーく、ブロンコビリー【ドラッグ】スギ薬局、中部薬品、杏林堂
薬局【医薬】スズケン、中北薬品、クリニコ【行政職公務員】日進市、小牧市、愛知県警察本部ほか（順不同）

アップコース
（中級）
、
SPIコース
（上級）
の３つのコースがあり、
個人の学力に
より適切な講座を受講することができます。
あわせて、
インターネットに接続さ

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

管理栄養学科

れていれば、
PCやiPad、
各種スマートフォンでも学習できます。移動時間や
待ち時間など、
時間や場所を選ばず学習できることも、
ＳＫＹラーニングのメリ
ットです。ぜひ、
有効活用をして、
基礎力のアップを図りましょう
！

メディア造形学部

映像メディア学科

就職決定率

プロデューサー・
ディレクター

88.4%

92.4%
61人

フォトグラファー 12％

グラフィックデザイナー

27％

プランナー 2％

ディレクター 5％

インテリアデザイナー 8％

就職決定率

WEB デザイナー 3％

主な就職先（過去５年）●アーバン・リサーチ、青山商事、旭屋、As-meエステール、
アン
グローバル、
イトキン、
エイ・ネット、
エストネーション、
エフビー、
クレヨン、
クロスカンパ
ニー、
クロスプラス、
コムデギャルソン、
サンエーインターナショナル、
サンラリーグルー
プ、
ジャヴァグループ、
シュガー・マトリックス、
ジュンアシダ、
ジュングループ、瀧定名古
屋、
タキヒヨー、
トゥモローランド、
トリート、
ニューヨーカー、丹羽幸、パル、
ビームス、
ビ
ギ、
ファイブフォックス、45rpm studio、ベイクルーズ、
ポイント、
マツオインターナショ
ナル、
モード被服、
ヤマダヤ、
ヤングファッション研究所、
ユナイテッドアローズ、
ルック、
レ
リアン、
ワールドストアパートナーズ、
トリニティアーツ、
キャン、
アンビデックス、
ジュニア
ー、銀座マギー、
キャピタル、
ボーケン品質評価機構、
ノバレーゼ、
セブンスアベニューほ
か
（順不同）

27％

総合アパレル

54％

服飾雑貨・宝飾

9％

アパレル小売

10％

87人

実施報告

昨今の就活において、
多くの企業が「筆記試験（ＳＰＩや一般常識）
を」実施しています。
目的は企業が求める人材を獲得す
るためであり、
筆記試験で企業が必要とする
「基礎能力
（言語的理解など）
」や「一般常識
（時事など）
」
を持ち合わせているか
を判断します。
あわせて、効率的に採用選考を行うために、筆記試験の結果で面接可能人数に絞るという役割（ いわゆる“足
切り”）
もあります。
いずれにしても志望企業が筆記試験を課す限り、筆記試験を突破しなければ内定を得ることはできません。
そこで、ＣＳセンターではこの現実に打ち勝つために、就活対策と
して、
筆記試験短期集中合宿を実施しました。
この合宿では、民間企業（一部公務員）の試験で多用される
「ＳＰＩ」を中心とした筆記試験を突破することを目的として、様々な
講座を開講しました。
結果、
参加学生の約９割が中堅企業、
約６割が

一般企業・団体

主な就職先（過去５年）●【公立学校養護教諭】愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、静
岡県、長野県、富山県、福井県、東京都、神奈川県、横浜市、福島県、大阪府、京都府、滋
賀県、奈良県、兵庫県、愛媛県、岡山県、山口県、福岡県、宮崎県、沖縄県の各公立学校
ほか
【教育関係職員】愛知県立養護学校、名古屋市養護学校、静岡県立特別支援学校、
東京都立特別支援学校、市立小中学校（長久手市、稲沢市、刈谷市、清須市、田原市、知
多市、東海市、豊川市、豊橋市、瑞浪市、御前崎市ほか）市町村適応指導教室（名古屋
市、岡崎市、東海市、豊橋市、知多市、鈴鹿市ほか）
【公務員（行政職）等】蒲郡市、西東京
市ほか【一般企業・団体】日本赤十字社、名古屋記念病院、三重県漁業協同組合連合
会、愛知厚生農業協同組合連合会、JTB中部、
ミキハウス、
トヨタ輸送株式会社、内田
洋行ITソリューションズ西日本、名古屋東通企画、日本ロレアル、豊川信用金庫、JAF
（一般社団法人 日本自動車連盟）
ほか
（順不同）

16％

公務員（行政職等）

1％

養護教諭

医療・福祉施設

43％

5％

教育関連職員

34％

医療・福祉施設

11％

保育職

医療・福祉施設 5％

（幼稚園教諭・保育士）
公立

公務員

33％

（小学校等教諭、行政職他）

3％

保育職

（幼稚園教諭・保育士）
私立･企業･施設

47％

主な就職先（過去５年）●【公立幼稚園教諭】名古屋市、犬山市、刈谷市、半田市、碧南
市、知多市、松阪市、浜松市ほか
【公立保育園保育士】名古屋市、
日進市、長久手市、尾
張旭市、豊田市、安城市、岡崎市、刈谷市、豊川市、豊橋市、蒲郡市、瀬戸市、一宮市、春
日井市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、東海市、大府市、半田市、あま市、弥富市、美
濃加茂市、桑名市、鈴鹿市、津市、四日市市、浜松市、静岡市、磐田市ほか
【公務員（小学
校等教諭、行政職）】愛知県公立学校、静岡県立特別支援学校、知多市、半田市、高松
市、大垣市ほか
【一般企業・団体】東洋水産、
シンコール、
アイシン高丘、
イトキン、
ユナイ
テッドアローズ、
ワールドストアパートナーズ、藤田保健衛生大学病院、鈴鹿農業協同組
合ほか
（順不同）

2014年度も9
大手企業の採用試験に合格できるレベルに達しました。
月に開催を予定していますので、
3年生の皆さんは、
ぜひ参加しましょう
！
実施日：2014年3月11日（火）
～ 12日（水）１泊２日
主
催：名古屋学芸大学 キャリアサポートセンター
実施場所：ホテルシーパレスリゾート
（愛知県豊橋市神野新田町ミノ割1－3）
参加者：3年生54名、講師3名、教職員3名

Ｃ

Ｃ

100%

短期集中合宿

Ｓ

Ｓ

就職決定率

就職筆記試験

Ｎ

Ｎ

96.2%

就職決定者数
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13％

その他

76人
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プロダクト
デザイナー

CAD デザイナー 2％

主な就職先（過去５年）●【広告代理店・広告制作・印刷･Web他】アドパブリシティ、iichi、山
崎デザイン事務所、アドブレーン、笹徳印刷、インパクトたき、プリテック、スタジオ・ジブリ、大和
グラビア、光村印刷、バウハウス、新日本印刷、ワコービスコム、伊藤美藝社製版所、アイデアプ
ラス、ディ･エム･シー、タナクックス、スタジオバク、たきCI、豊橋合同印刷、Bit.Beans、富士印
刷、デイスタイル西川、フタバ、栄印刷、アドライブ【インテリア・ディスプレイ】アイリスオーヤマ、
東日本ハウス、タマホーム、藤栄、スペース、セキスイハイム、
トヨタホーム愛知、サンヨーハウジ
ング名古屋、カトウスタヂオ、岡設計、サンヒット、マジカルキッチン、居住時間、シャルドネ、安江
工務店、ニホンディスプレイ、エス･バイ･エル【メーカー･流通】INAX、ホシザキ電機、
トヨタ紡
織、豊田合成、ダイコク電機、柏木工、
トーヨーキッチン＆リビング、カトージ、浜乙女、ケイ・ウノ、
清水屋、八幡ねじ、プロト、内藤商会【教育・文化・行政】亀山市教育委員会、藤枝市郷土資料館、
小牧市役所、美浜町立河和中学校、西尾市立一色中学校、中津川市鉱物博物館ほか（順不同）

子どもケア学科

就職決定者数

幼児保育専攻

38％

営業・事務・
販売等

教員・
学芸員等 2％

100%
70人

子どもケア専攻

サウンドクリエーター 6％

就職決定率

就職決定者数

ヒューマンケア学部

14％
CG・アニメーター・
ゲームクリエイター
13％

就職決定率

就職決定者数

ファッション造形学科

（カメラ・音声・照明・編集等）

2013年年度

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

デザイン学科

制作技術

37％

就職決定者数

84人

18％

営業・事務・
販売職他

主な就職先（過去５年）●【広告･映像制作】横浜スーパー･ファクトリー
（電通広告制作
子会社）、代官山スタジオ、
スタジオバク、外苑スタジオ、
アマナホールディングス、
ジェイ
フィルム、
ナックイメージテクノロジー、太陽企画、
イマジカデジタルスケープ、
クリーク
アンドリバー社、
バスク、
クロステレビビジョン、
インディ･アソシエイツ、
ピラミッドフィル
ム、泉放送制作、
シースリーフィルム、
インパクトたき、株式会社SDTエンタープライズ、
中部ケーブルネットワーク、株式会社朝日メディアブレーン
【マスコミ】 北國新聞社、
夕刊三重新聞社【サウンド･舞台】東京サウンド･プロダクション、
サンフォニックス、
スタ
ジオ企画、若尾綜合舞台、東海サウンド、
アーバンライフスタジオ、名古屋産業振興公社
【CG】NHN PlayArt、
デジタル･ガーデン、
サン電子、
スーパーアプリほか
（順不同）

＜１日目＞

＜２日目＞

・オリエンテーション
（11：00～12：00）
その後、昼食

・５コマ目9:00～10:30（90分）数学系共通分野③ （順列・組合せ・場合の数、
確率）

・１コマ目13:00～14:00（60分）常識①

政治・経済・国際・その他（環境・文化など）

・６コマ目10:45～12:15（90分）数学系共通分野④ （軌跡、
回転図形、
整数問題）

・２コマ目14:10～15:10（60分）常識②

一般常識系の数学（割合、方程式文章問題、図）

・７コマ目13:05～14:35（90分）SPI特有分野 （推論、
分割払い、
ブラックBOX）

・３コマ目15:20～16:40（90分）数学系共通分野① （濃度、速度）

・８コマ目14:50～16:20（90分）SPI模擬試験

・４コマ目16:55～18:25（90分）数学系共通分野② （集合、損益算、仕事算）
・豪華景品がもらえる！
？ 常識クイズ大会（90分）19:50～21:20終了
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名古屋学芸大学短期大学部

NSC
名古屋栄養専門学校 企業懇談会開催

粘り強い努力で前年を上回る実績！

２０１４年５月１日
（木）
「企業懇談会」
を開催しました。
２００９年より、
名古屋栄養
専門学校の教室を会場として企業の方に参加いただき、
「就職講座」の授業の

各種就職講座で実力向上がポイント!!

●医療法人医仁会
宏生会

短期大学部の就職決定率

●就職決定率

会

96.5％ ●就職決定者 166名

医療・団体

一環として実施しています。今年は１６社の企業の方のご参加を得、
「企業説明

さくら総合病院 ●医療法人丸茂病院 ●医療法人

高森台病院 ●医療法人三九会

すぎやま病院 ●医療法人澄心会

人全心会

業種別内訳／職種別内訳

会」
と
「学生交流会」の２部構成で行いました。

三九朗病院 ●医療法人杉山
豊橋ハートセンター ●医療法

「企業説明会」は、校長先生のご挨拶に続いて、
３名の学生が名古屋栄養専門

伊勢慶友会病院 ●一般社団法人岐阜県産業保健センター

●社会医療法人財団新和会
院 ●ＪＡ愛知厚生連
医療法人名古屋澄心会

八千代病院 ●ＪＡ愛知厚生連

豊田厚生病院 ●医療法人豊寿会

学校での栄養士を目指した学校生活の頑張りと就職への意気込みをスピーチしま

足助病

した。引き続き、各企業の方々に会社の概要をご説明頂きました。短い限られた時

斉藤病院 ●

名古屋ハートセンター ●高山赤十字病院 ●

間で的確にそれぞれの企業の魅力をご説明頂き、学生は皆メモを取りながら、真

中部ろうさい病院 ●名古屋記念病院 ●名古屋第二赤十字病院 ●株式
公務 1％

立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ ●医療法人大医会

建設・不動産業 4％

金融・保険業

サービス業

医療福祉

40％

業種別内訳

建設・不動産

（2014 年５月 1 日現在）

公務

学校教育

サービス業

20％

養護教諭 7％

16％

商業

11％

就職部が全力でサポートしていきます。

●石川県警察
トヨ

名古屋ファッション専門学校 企業説明会開催

トヨタレンタリース愛知 ●エイセブプラス株式会社 ●ＥＣＣ外語学

学生への就職支援の一環として、
２０１４年５月９日
（金）東新町の名古屋東急ホ

院 ●株式会社スタジオアリス ● ABC クッキングスタジオ ●株式会
社オリエンタルランドﾞ ●有限会社 CBC 自動車学校

テル「バロックの間」において、名古屋ファッション専門学校の企業説明会を開催し

● santec 株式会社 ●株式会社三交クリエイティブ・ライフ ●名鉄

ました。今年度は、昨年度より多く３１社に参加していただき盛大に開催することが

百貨店 ●株式会社クロスカンパニー ●株式会社三陽商会 ●株式会社

できました。
この会は、各企業の人事担当者から直接話を聞くことが出来る貴重な
機会として毎年多くの学生から好評を得ています。一般の企業展と違い、卒業生

ツトヨタ中部株式会社 ●五十鈴ビジネスサポート株式会社 ●ネッツ
トヨタ中部株式会社 ● TOMORROWLAND ●あいち印刷株式会社

が人事担当者と共に出席しているため、和やかな雰囲気の中で話を聞くことができ

●イトキン株式会社 ●ジュングループ ●クオール株式会社 ●株式会

ます。一方で面接同様に学生に接している企業もあり、緊張感に包まれたブースも
ありました。
ブースによって様々な表情を見せていましたが、
いずれのブースも就職

ナセ薬局 ●株式会社三越

（2014 年５月 1 日現在）

31％

製造業

16％

サービス業 7％

に対する学生の必死な気持ちで溢れ、非常に活気のある有意義な説明会となりま

●矢崎総業株式会社 ●日本精工株式会社 ●北越紀州製紙株式会社 ●

医療事務
専門技術職

２年生は、
このあと本格的な就職活動となり、
名古屋栄養専門学校の教職員と

会社センチュリーホーム ●株式会社学生情報センター

社ユニクロ ● JR 東海髙島屋 ●たんぽぽ薬局株式会社 ●株式会社ヤ

職業別内訳

販売職

ないようです。企業の方にもご満足頂け、
皆有意義な時間が過ごせました。

●技建開発株式会社 ●中央建設株式会社 ●東洋工業株式会社 ●株式

アズノゥアズ ●イオンリテール株式会社 ●株式会社万歳家具 ●ネッ

事務職

介護職 1％
総合職 3％

た。
また、
さっそく履歴書を買いに走り、就職活動への決意が固まった学生も少なく

庫 ●豊川信用金庫 ●明治安田生命保険相互会社

株式会社槌屋

した。
この会で得た貴重な経験・情報を活かし、
学生が就職活動を円滑に進めてい

●東芝機械株式会社 ●森藤技研工業株式会社 ●トヨ

ける様十分支援・指導していく所存です。

タテクニカルデベロップメント株式会社 ●アイシン・エイ・ダブリュ
●トヨタ紡織株式会社 ●株式会社デンソー ●名古屋製酪株式会社

養護教諭（臨時
採用含）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

支援員等 8％

新しい分野の栄養士としての可能性を発見し、
とてもわくわくしている学生がいまし

●あいち豊田農業協同組合 ●みなみ信州農業協同組合 ●西尾信用金

タ博物館 ●株式会社トヨタコミュニケーションシステム ●株式会社

商業

ルしました。
そして業務内容、採用条件等を詳しくお伺いしました。懇談会終了後、

レコム

●サーラスポーツ株式会社 ●株式会社トヨタエンタプライズ

16％

れて、
この日のためにパソコン実習で作ったオリジナルの名刺を交換し、
自己アピー

日進おりど病院

●株式会社トーシン ●光通信システム株式会社 ●株式会社コスモテ

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

運輸・通信業

16％

剣な様子で聞き入っていました。続く
「学生交流会」では、各企業のブースに分か

会社阪神調剤薬局 ●岐阜健康管理センター ●医療法人青山病院 ●独

製造業 3％

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

第50回生（2014年3月卒業）／就職実績（2014年5月1日現在）

●愛知県 ●名古屋市 ●岐阜県 ●静岡県 ●三重県 ●長野県 ●東京都
●山梨県 ●他

私立学校

名古屋総合デザイン専門学校

就職特別講演会開催

２０１４年６月１４日
（土）名古屋総合デザイン専門学校の学内において就職特
別講演会を開催しました。
これは、卒業生にデザイン業界の動向を含めて実際の
仕事内容や醍醐味などを語ってもらうことで、学生の就職活動の指針にする狙い
です。今回、
迎えた卒業生は、
イベントエンジニアリングの栗木祐揮さん、
コーディネ
ーターの日置有沙さん、
イベントディスプレイ展示什器製作の早瀬貴大さん、
グラフ

2014年度の第1回目は、
6月4日
（水）
に調剤薬局を全国展開している企業の人事担当

ィックデザイナーの小池加奈子さん、溝口智愛さん、
ｗｅｂデザイナーの澤木美奈さ

すくお話いただき、学生にとっては業界・職種研究に役立つ貴重な機会となりました。

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、
学生たちはメモ

Ｃ

Ｃ

説明会では企業理念や薬局での実際の仕事内容、求める人材などについて、
わかりや

Ｓ

Ｓ

短大では毎年、
個別に企業の方をお招きし、
個別企業説明会を開催しています。
者をお招きし、
本学２年生を対象とした企業説明会を開催しました。

Ｎ

Ｎ

個別企業説明会を学内にて開催

を取りながら話に真剣に耳を傾けていました。
また、休憩時間や講演終了後に卒
業生の元に駆けつけ、
質問して情報収集する積極的な学生の姿も見られました。

参加した学生からは「説明会に参加して仕事内容を詳しく知ることができて良かっ
た」、
「人事の方の話しを聞いて是非採用選考に参加したいと思った」など前向きな意
見を多く聞くことができました。
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私の職場紹介

株式会社アイ・エス・アイ

佐野 友里恵さん

名古屋外国語大学 外国語学部日本語学科 2009 年卒業
大学院国際コミュニケーション研究科
日本語コミュニケーションコース 2011 年修了

の？」などは実際に学
生から出た疑問です
が、
このように普通に
生活していたら気が
つかないようなことを
学生たちに教えられ
ています。
また、高い

Ｉ

SIグループは「グローバル人材育成のための教育環境の

目標を持った学生た

創造を通じて、
人々の夢の実現と国際社会の発展に貢献

ちが一 生 懸 命 勉 強

すること」
を理念とし、留学、専門学校、
日本語学校と三つの

する姿は私にとっても

事業を展開する企業です。私はその内の日本語学校事業に

良い刺激となり、私も

所属し、
現在は岐阜市にある
「ISI中京」
という日本語学校で

常に向上していなければという思いにさせてくれます。

名古屋学芸大学

ISI中京には世界各地から留学生が来ており、
日本の大

ださった方々の夢の実現のお手伝いができる大変やりがい

学進学を目指して日々、
日本語を勉強しています。様々な国

のある仕事だと思います。ISIでは現在、
総定員2000名の学

籍の留学生と接する毎日はいつも刺激と発見でいっぱいで

校になることを目指しているのですが、
わたしも日本へ大きな

す。
「日本はスーパーに置いてある砂糖と塩の袋が似ている

夢を持って来た学生たちによりよいサービスが提供できるよう

からどっちがどっちか分かりにくい！」
「どうして5円玉と50円玉

に努力をしていきたいです。

株式会社イビサ

田中 彩乃さん

名古屋学芸大学 ファッション造形学科

2013 年卒業

私

名古屋学芸大学

養護教諭

４

月から勤務することになった愛知県立名古屋西高等学
校夜間定時制課程は、全校生徒８０人弱の学校です。

授業の始まりは17時20分、
1日4時限授業、
高校生活は4年間

などと、
全日制とは少し異なったスタイルです。本校定時制の
職員は生徒全員のことをよく把握しています。
そのため担任
だけではなく、
職員全員が学年を越えて生徒一人一人のこと
をよくみており、
熱心に生徒のことを考えるため生徒達も我々

た。度々保健室を訪れる生徒に対して先入観でみるのでは

を慕っているという素敵な職場です。

なく、不定愁訴の裏にある心理的な訴えを処置や何気ない

教師の立場から学校をみたのは実習の３週間だけだった

会話を通して読み取るようにしています。問題を解決するの

ため、
当初は事務処理的なことから覚えていくのが仕事でし

は生徒自身ですが、養護教諭として私にできることは生徒自

た。
そのうちに健康診断が始まり、
新任研修があり、
出張があ

身が問題に向き合い、
解決できるよう背負っているものを少し

りとバタバタした日が続き、
なかなか生徒とゆっくりコミュニケー

でも軽くすることだと思っています。

ションをとることができず、
もどかしく思っていました。
しばらくし

睡眠や食事といった生活習慣の乱れが目立つため保健

て気持ち的にも時間的にも余裕が出てきたころに見えてきた

指導にも尽力しますが、
生徒達には“誰かに大切にされた”と

ものは、
生徒達の実態でした。様々な家庭環境や、
中学生の

いう経験を持ってほしいという思いが強くあります。
そのため、

頃の不登校、
アルバイトをして自分で学費を払ったり家計を

今はできる限り登校時間に昇降口に立ち、一人一人に声を

支えていたりという実態を知り、様々な問題を抱えて学校に

かけコミュニケーションをとるよう努めています。大切にされた

来ているということを目の当たりにしたのです。
いろいろなもの

という経験から、強くて優しい心を持った大人になってくれる

と闘いながら頑張っている生徒達に、
「私には何ができるの

ことを願い、
これからも生徒達と向き合っていきたいと思って

だろうか」
と悩み考えましたが、短大で教わった先生の「今、

います。生徒の笑顔を見るたびに、
養護教諭になって本当に

目の前にいる子どもをみる」
という言葉が一番に出てきまし

良かったと実感します。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

バッグデザイナーという
将来の夢を実現

冨田 祐衣さん
短期大学部養護教諭コース 2013 年卒業

名古屋西高等学校定時制

名古屋学芸大学

日本語教師は日本語を教えることを通して、
日本へ来てく

日本語教師として働いています。

生徒に向き合うことが
養護教諭の努め

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

日本語教師として
留学生の進学をサポート

には穴があいている

はファッション造形学科を卒業後、株式会社イビサ

に入社しました。弊社はオリジナルバッグメーカーで素

材の良さと手作りのぬくもりを感じるデザインにこだわった物
手の感覚的なところの習得に苦戦をしています。今はまだナ

をしており、現在ではお客様登録数が129万人を超え、来期

イロン・牛・バッファローの担当ですが、
いつか高額商材も担

創業50周年を迎えます。

当できるよう日々勉強しています。

素晴らしい作品から
学ぶ努力を惜しまない

行っています。弊社の企画はデザイン・パターン・縫製の一連

や、
年2回発行されるイビサマガジン掲載商品に携わらせても

の作業を1人で行います。就職活動をする際、
バッグ業界に

らえ、
とてもやりがいを感じています。今までで1番嬉しかった

絞り込み、
デザインだけでなくミシンを踏める環境を探してい

ことは自分が制作した商品を目の前でお客様にご購入して

たので今はとても恵まれた環境で仕事をしています。在学中

頂いたことです。
さらに別のお客様からはその商品のオーダ

はクリエイティブコースで鞄作りを学び、習ったことが全て仕

ーを注文して頂くことができました。4万5000円と決して安くな

デルの最高の笑顔をうまく引き出すスキルも求められます。
ま

事で役立っています。大学で鞄の勉強ができたことに感謝し

い商品でしたが、
店舗に販売応援で出張した際にお客様の

た、
卒業アルバムや運動会の写真などのように、
型にはまった

ています。基本の作りは勉強しましたが、
売り物として通用す

接客をして売上げに繋がったことがとても嬉しかったです。

撮影になってしまわないよう、感性を磨き続けなければなりま

水谷 有希さん
名古屋総合デザイン専門学校 グラフィックデザイン科 2007 年卒業
瀬古写真株式会社

写

真館のフォトグラファーは思い出づくりのお手伝いをす

る仕事。撮影技術をマスターするのは当然ですが、
モ

る縫製技術を身に付けることは難しく、
また弊社で扱う素材

これからもお客様から頂いたご意見を参考にしながらお

せん。私は、
国内に限らず海外からも写真集や雑誌を取り寄

の種類が多いため(ナイロン・牛・バッファロー・シープ・オーストリ

客様に満足して頂ける商品つくりに全力で取り組んでいきた

せて勉強しています。多少の苦労をしても、
いいデザイン、
い

ッチ・クロコ)素材別の縫製方法を覚えること、
素材を扱う上で

いと思います。

い写真にたくさん出会ってください。
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Ｃ

Ｃ

縫製技術もデザイン力もまだまだですが、
展示会出品商品

Ｓ

Ｓ

私は入社後研修を終え、商品企画課で新商品の制作を

Ｎ

Ｎ
29

作りをしています。全て国内自社工場で多品種少ロット生産
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2014 年度 教員採用状況

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

教員採用選考試験を終えて
– 養護教諭の現役合格者6年連続10名以上－

名古屋学芸大学教職課程主任

３ゕ年連続で５０名超えの実績確保
名古屋外国語大学

英語教育学科長 / 教職センター長

須賀 藤隆

今春、名古屋外国語大学・大学院を卒業又は修了し、公
私立学校の教壇に立つ者は、講師等を含めて４５名、また

業生は３０名と第１回生の１６名、第２回生の２３名から
の領域にも４名が採用されるなど、これまでの主力であっ

名古屋市
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市
神奈川県
横浜市
千葉県
群馬県
島根県
長野県
兵庫県

校種をこえて特別支援学校
や小学校への採用も増加し
ました。なお、県別の採用

任者からは、まだ現場経験としては２ゕ月弱ですが、うれ

者数は左表のとおりです。

しい便りもいくつか届いています。夢であった教員生活が

今後も本年度に続く形で、

現実のものとなり、学校現場で働く喜びをかみしめながら

地元東海地区はもとより他

充実した毎日を児童・生徒と共に送っているということで

府県でも小学校・中学校・

す。これまで学んできたことを糧にして、学校現場でしっ

高等学校・特別支援学校と

かりと児童・生徒と向き合い、将来の社会を担うに足る有
為の人材の育成に向けて大いに頑張ってほしいものです。

卒業生の活躍が大いに期待

教職センターとしては、在学生に対しての「教員採用試験

されるところです。

合格者報告会」などの機会に彼らからの学校現場の声など

４月から教壇に立った新

34）、高校1種43名（美術6、保健34、情報3）、幼稚園1種90

順調でした。
このうち、
教育関係の専門職に就いた者は公立

名、
養護教諭1種81名、
栄養教諭1種26名、
合計206名（実人

保育園18名、
私立保育園17名、
私立幼稚園12名など87名で

数）
でした。多くの学生が教職入門などの講座を受講し、努

した。
なお、小学校教員免許が取得可能になって2年目の本

力が実って無事免許状を手にしました。
しかし、正規の教員

年も昨年度に引き続き、愛知県公立小学校教員として1名が

になるためには各都道府県や私学協会が実施する選考試

正規に合格しました。小学校教員を目指す後輩には大きな励

験等を受け、合格しなければなりません。本学の学生が取得

みになったと思います。

した免許、
「 養護教諭」、
「 栄養教諭」、
「 幼稚園教諭」、
「小

管理栄養学部から栄養教諭を目指した26名のうち、一次試

学校教諭」、
「美術教諭」などはいずれも採用数が絞られ難

験に合格した者は、愛知県4名、岐阜県2名、名古屋市1名など

関が続いています。

現役で延べ9名でした。
しかし、二次試験の壁は厚く、正規に合

を生かしていくこととしています。

た。全国的に採用者数が少なく超激戦が続く栄養教諭の採用

卒業生（六期生）
は、現役で15名が合格しています。一期生

試験ですが本学の卒業生は難関を突破し、学校などで大活躍

11名、二期生12名、三期生18名、四期生23名、五期生14名、

しています。多くの諸君が先輩に続くことを期待しています。

六期生（本年）15名と四大になってから6年連続で10名以上

来年度は、養護教諭の募集数が愛知県、名古屋市などで

の合格者を出しています。年によって若干の変動はあります

減少し、採用試験がますます厳しくなることが予想されます。

が、
このように安定して好成績を残すことができたのは、学生

東海地方はもとより全国各地の情報を収集し、受験対策講座

の熱心な取り組みと先生方の適切なご指導の賜であると考え

や面接指導、小論文指導などをできるだけ早く立ち上げ、学

ています。養護教諭の養成大学という点では堂々たる位置を

生たちの目標達成の手助けをしていきたいと思っています。

養護教諭採用者数（2014年5月1日現在）
県名
愛知県
名古屋市
岐阜県
三重県
静岡県
静岡市

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。
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富山県
神戸市
石川県
愛媛県
私学
合計

5
1
3
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
15

臨時
養護教諭講師 支援員、
相談員

6
3
0
1
4
0
0
0
0
1
1
1
1
18

10
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12

(2014年4月28日現在)

認定こども園は除く

合計

県名

正規

臨時・嘱託等

合計

21
4
4
2
7
0
1
1
1
1
1
1
1
45

愛知県

10
2
2
3
17

1
0
0
1
2

11
2
2
4
19

岐阜県
三重県
静岡県
合計

Ｃ

Ｃ

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

滋賀県

正規

幼稚園教諭採用者数

Ｓ

Ｓ
果にかかわる諸々を特集しました。

31

ど愛知県、名古屋市などに正規合格したとの連絡がありまし

まず、養護教諭の採用試験結果についてですが、今春の

横浜市

学科創設６年目にあたり、卒業生も３回生まで送り出しました。今回は教員採用選考試験の結

格した現役生は3名にとどまりました。過年度の卒業生が3名ほ

Ｎ

Ｎ

計

た中学校・高等学校という

すべての校種において本学

次に、
「幼児保育」専攻の就職決定率は100%できわめて

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

着実に数字を伸ばしました。また、本年度は特別支援教育

26
4
6
2
1
2
4
3
1
1
1
1
1
53

した者は、小学校1種34名、中学校1種40名（美術6，
保健

現役生に絞って報告いたします。

が教職に就いています。そのうち、英語教育学科第３回卒

愛知県

占めるに至っています。今後の飛躍を期待したいと思います。

2013年の夏を中心に行われた採用試験の結果について、

既卒者で、報告のあった数を含めると、全体で５３名の者

教員採用者数（２０１３年４月１日現在）

2014年3月に名古屋学芸大学を卒業し、教員免許を取得

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋外国語大学

小野田章二
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わが町日進

岩崎城主丹羽氏の
ものがたり

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

名古屋外国語大学

合同企業研究会

岩崎城歴史記念館長

田中 義和

Profile
（略歴）昭和11年生まれ。岩崎城歴史記念館長。長久手市文化財保護審議会長。
前日進市文化財保護審議会長。著書：
『歴史物語 長久手の戦い』
『 長久手町史本文編
（共著）』
『 豊明・日進・東郷・長久手今昔写真集（共著）』
など

戦前から日進の町、
とりわけ岩崎地区に住まいを営んできた人び

妙仙寺（岩崎町）
に残る霊名帳には「秋月院殿玉窻貞金大姉」
と記さ

とにとって、強い弱いは別として、かつてのお城の殿様・丹羽様には

れています。ただし、先の横山での戦いにしろ、氏勝の後妻の件にし

思い入れがあるようです。

ろ、丹羽家の史料にはありますが、信長側の史料、例えば「信長公

文明3年（1471）頃から慶長5年（1600）
まで、
およそ130年
にわたって、
この一帯を治めた丹羽氏の家系をのぞいてみましょう。
江戸中期に記された「寛政重修諸家譜」には、はじめは三河国吉良
うじあきら

庄一色を領した一色氏が変遷を重ね、氏明の代に尾張国丹羽郡に移

名古屋学芸大学

り、氏を丹羽と改めたということが記されています。
うじより

記」などには見当たりません。
のちに、氏勝は信長の勘気に触れ、遠国追放となって、家督は嫡
うじつぐ

子氏次が継ぎます。そして、本能寺の変で信長が死ぬと、氏次は信
のぶかつ

長の子信雄に仕えることになります。
羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康（同盟）の対立が始まり、氏次は秀

丹羽氏明から数えて四代目の丹羽氏從は愛知郡の折戸に移り、城

吉への内通を疑われて、家康のもとへ身を預けます。小牧・長久手

（吹上城：
「寛政重修諸家譜」による）
を築いて、
この地域の統治を始

合戦の勃発で氏次は岩崎城の守備を弟氏重に託し、家康の陣に加

うじかず

めたのでした。氏從の子氏員は同じ折戸の地に新しく城を築いたの

わります。そして、岩崎城の落城、信雄への再出仕、秀吉の天下統

ですが、
この地が丘陵地帯の中にあり、
なんとしても発展を望めぬと

一、信雄の没落などを経て、家康の家臣となる道を歩みます。

みた氏員は、天白川と岩崎川に挟まれた平地、本郷に着目し、文亀3

慶長5年（1600）、氏次は関ヶ原の戦いに参戦し戦功をあげ、そ
の功により一万石の禄を与えられ、三河国伊保の地に封ぜられま

年（1503）
ここに本郷城を構えました。
うじおき

氏員の子、氏興の治績などは不明で、三代目本郷城主には嫡子氏

す。日進の地で土豪として出発した丹羽氏は大名丹羽家となったの
です。これによって岩崎城は廃城となり、日進の地は尾張徳川家の

清がなりました。
この頃、三河国では松平氏が台頭し、大永4年（1524）には第七

領有するところとなりました。

名古屋学芸大学短期大学部

有力企業182社が集結!

代の松平清康（徳川家康の祖父）が岡崎城を奪って、三河国をほぼ平

なお、丹羽家菩提寺となる妙仙寺には、氏清、氏識、氏勝、氏重の

定し、尾張国をうかがう勢いをもつようになりました。また、尾張国は

墓が墓名の判読も充分に叶わぬながら今も残っており、
日進を統治

2014年2月13日
（木）
、
日進キャンパス・体育館アリーナおよびコミュニケーションプラ

守護斯波氏の勢いが衰え、その守護代織田氏も清洲織田氏（大和守

した丹羽氏の歴史の一端を物語っています。

ザに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。前年に引き続き厳しい就職環境の中、航空・旅行・ホテル・マス
コミ
・運輸・メーカー・食品・給食・
ドラッグストア・広告・
杉山副学長

希望の会社の情報を直接得ることのできる貴重な
機会だけあり、
外大・学芸大・短大の学生たちはリクルートスーツに身をつつみ、積極
的に参加。
あわせて678名の参加がありました。会の冒頭で、名古屋外国語大学の
杉山副学長、
名古屋学芸大学の井形学長がそれぞれ今年度の就職活動について
の見解と採用活動へのお願いをしました。
その後、
学生たちは各ブースを回り、
希望

Ｎ

井形学長

する会社の企業研究と、
人事担当への自己PRに努めました。

大名丹羽家は、
その後参州伊保から濃州岩村、越州高柳、播州三

氏に仕える三奉行のなかで大きく台頭し、勢力を拡大しつつあった織

草と封地を替えながら明治まで存続し、現在もその末裔が続いてい

田弾正忠家の信秀（信長父）
によって岩崎城は築城されました。

る家柄です。

享禄2年（1529）、松平清康は尾張国へ侵攻し、岩崎城を陥落さ

写真をはじめとするさまざまな業界から有力企業
182社が参加しました。就職をめざす学生にとって、

家）
と岩倉織田氏（伊勢守家）の二家に分かれて争ううちに、清洲織田

せました 。清 康 はそ の 後 も 尾 張 侵 攻を 試 みますが 、天 文 4 年
（1535）、守山城での有名な「守山崩れ」で横死すると、松平氏は一

16世紀頃、いまの日進市
内にあった丹羽氏の城。
館（砦も含む）
丹羽氏以外の城

挙に衰退することになります。
くみ

本郷城に拠を持つ丹羽氏は松平氏に与していたと考えられます
が、松平氏崩壊の後、丹羽氏清は主なき城となっていた岩崎城に入
り、丹羽氏の飛躍の一歩を踏み出したのでした。
うじさと

丹羽氏清が嫡子氏識に城主の座を譲った頃、氏清と、その従兄弟
である藤島城（藤島町）城主・丹羽氏秀との間が不和となりました。氏
秀が織田信長に救いを求めたため、信長はこれに応じて兵を率い、

Ｓ

横山（現岩崎町地内）辺りまで侵攻してきましたが、氏清、氏識、その

Ｃ

子氏勝の迎撃に敗れるという戦いがありました。
氏秀は三河国へ逃散し、藤島城領有の土地も岩崎城丹羽氏のも
のとなり、
丹羽氏は日進、
長久手、
東郷までを支配する在地開発領主
となっていきます。織田信長とも従属的ながらも同盟者的な関係を
維持していたものと思われ、岩崎城三代目の氏勝は年寄衆として守
山城に配属されています。ちなみに氏勝の後妻は信長の妹とされ、
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図書館 ＆Multimedia・Learning・Center からのお知らせ
2014年4月からの変更内容
英語落語＆Book Party を開催しました

■コーナー移動

2014年6月13日(金)に、図書館5階ホールと多目的室を使い、英語落語会と

■貸出冊数変更

3階美術本およびコミックのコーナーを右図の場所へ移動しました。

Book Party(テーマに沿った本を紹介しあう会) を行いました。

学生の図書貸出冊数を下記の通り変更しました。

生の落語を至近距離で、
しかも英語で聞くという滅多にない機会でしたが、落

◇学部生

語そのものが初めてという人も、
英語を理解できるか不安だった人も、
日本語の説

5冊 → 8冊

◇大学院生

■貸出期間の延長

明を交えての落語だったので、
迷うことなく楽しく聴くことができたようです。

10冊 → 20冊

貸 出期間の延長がMyLibraryからできるようになりました。My

Book Party は、
まさに和気藹々。参加者それぞれが、
テーマである
「あぁ面白

LibraryへはOPAC右上のLoginボタンからアクセスしてください。

かった！
と思えた本」
を手に語り合いました。飛び入り参加の留学生や、他大学の
方々、
噺家さんもご一緒に、
和やかな交流の場となりました。

学習サポートのお知らせ
MLCでは学生スタッフが、
空き時間にできる自習のコツを教える
取り組みを行っています。

◇◆内容◇◆
落語会にあわせ、図書館 1 階のテーマ企画コーナーでは「江戸の“いき”に触れる」
本を特集しました。小物のデザイン、絵画、食、ことば、しぐさ、遊びなど、ごく身
近なものに江戸の伝統が受け継がれていることに気づきました。日本の伝統と文化
を見直すきっかけになったでしょうか。

サポーターのおすすめ図書
とポップを掲示しました。
次回もお楽しみに♪

【手作りのしおり】

レベル分けした映画を使った Listening,

vocabulary 学習。

Photoshop の初歩的テクニック習得サポート。

◇◆学生スタッフ紹介◇◆

図書館サポーターの活動報告
図書館では、学生サポーター

英語・中国語・フランス語の CD 付資料を使った発音練習。

フランス語担当：丹羽 勇斗さん
【おすすめ図書紹介】

によるおすすめ図書の紹介や掲
示物の作成等、
図書館に関する
様々なPR活動を行っています。
裏面には図書館のミニ開館カレンダーが載っています。
１F カウンターに置いてあるので、ご自由にどうぞ！

外大総合教養＊石田先生発信！

（外大・大学院・国際コミュニケーション研究科 1 年）

わからない」
「面白そうな本を知りたい」人、
こちらのコーナーにどうぞ。
こちらのコーナーには、
人気作家の小説やエッセイ、
ベストセラーになった本、
海外でも知
られている作家の小説などが置かれています
（本は随時追加予定）。

「タイトルが気になる」
「表紙が
このコーナーにある本を、
まず1冊借りてみましょう。
気に入った」
「手を伸ばしたらそこにあった」、手にとる理由は何でもOK。
とりあえ

（学芸大・映像メディア学科 4 年）

Photoshop を使うと曇り空の写真を晴天に、カラー写真
をセピア調に変えることができます。人物写真の加工や、写
真を好きな背景と合成することができます。それらと文字の

た。フランス人と一緒に生活をしたことで、フランス語

画像切り抜きやロゴを組み合わせ、オリジナルのポストカード

がよりナチュラルに近づき、一つの言語として身に付け

やチラシを作成することができます。しかしそれらは“使いこ

ることができました。しかし、大学 1 年の春に２ヵ月間

なせば”の話です。元々プロ用に開発されたソフトウェアで

短期留学した時は違っていました。私のホストファミリー

あるため、初めての人が使うと、その複雑さに使用を断念す

は日本人を何度も受け入れたことがあり、私の下手な発

ることは間違いないでしょう。そこで学習スタッフの出番です。

音にも慣れていましたが、一旦家の外に出てフランス人

学生スタッフが貴方の要望に応えるべく全力でサポートしま

と話すと誰もわかってくれません。牛肉のことを
「bœuf」、

す。予約時に作ってみたい物を相談してもらえば、よりスムー

「bœuf」
「
、bœuf」
と何度発音しても伝わりませんでした。
大変難しいと言われています。
「r」と「ou」が入っている、
「Bonjour」という一番初歩である単語でさえ、発音が
大変難しいのです。

「今まで、
ほとんど本を読んだことがない」
「本を読みたいけれど、
どの本を読んでいいか

Photoshop担当：平岩 駿さん

私は昨年、リヨン第三大学に 1 年間留学をしていまし

日本人にとって「e」、
「u」、
「ou」の発音を区別するのは

図書館に“面白い本を見つけよう‼”のコーナーが出来ました

MLC 所蔵 CD 付資料

私は以前から教 育に関 心を持っており、この 学 習サ

ズにサポートが行えます。
私にとって“人に一から何かを教える”という体験はこの学
習サポートが初めてでした。そのため最初はかなり苦戦しま
した。どう言い換えれば分かりやすく説明できるか、何に例え
たら相手がすんなり理解してくれるだろうかと試行錯誤の連
続でした。教え方にも慣れ、利用してくれる人が増えてくると、

ポートを通して様々な経験ができました。わかりやすく

学習サポートを始める以前よりも自分が Photoshop の扱い

教えるためにはどのような工夫をしたらよいのか、どの

に詳しくなっていることに気づきました。学習サポートを利用

ようにすれば発音しやすい環境を作ることができるのか

してくれる人にもっと満足してほしいと、自主的に勉強してい

など、多くのことを学びました。これも学習サポートの

くうちに自身のスキルアップにも繫がっていたのです。調べた

おかげだと思います。このサポートを通して発音の大切

「知識」を人に伝えることで初めて「知恵」となり自分の物に

さを教えると共に、私自身、教え方や教えることの重要

することができました。これからも利用してくれる人達により

性も同時に学ぶことができました。

満足してもらえるよう努力していきたいと思います。

ず借りて読んでみましょう。
まずははじめの1冊を
！
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2013年度

2014年度

卒業生としての誇りと自覚を持ち、
更なる飛躍を
名古屋外国語大学

入学式

「エンパシー」
（共感）
できる力を身につける
名古屋外国語大学

〈卒業生813名 修了生11名、計824名の旅立ち〉

2014年4月1日
（火）、本学アリーナにおいて 2014年度名古屋外国語大学・大学院

2014年3月22日
（土）
、
本学アリーナにおいて2013年度名古屋外国語大学大学院修

入学式が挙行され、
外国語学部584名、
現代国際学部354名、
3年次編入6名の合計

了式及び大学卒業式が挙行されました。外国語学部578名、現代国際学部235名の

944名の学部生と大学院生16名（博士前期課程15名、博士後期課程1名）
の合計

計813名の学部生が卒業し、
大学院博士前期課程11名の大学院生が修了しました。

960名が入学を許可されました。

亀山学長は式辞のなかでソチオリンピックのフリースケーティングで劇的な演技を見

亀山学長は告辞で、
長時間空を飛ぶことのできる鳥が持つ筋力を
「人間が世界の中

せた浅田真央さんを引き合いに「良い時は、確実に来る、
と信じることが大切です。若

で生きていくための基本的な知識であり、
教養であり、
専門知識」
とたとえ、
鳥の呼吸法を

いみなさんには難しいかもしれませんが、
これは、
みなさんの末永い将来に向けての餞

「コミュニケーション能力」
にたとえ、
知識や教養を身に付け、
それを発信できることの大切

の言葉、
と理解していただけたら幸いです。
」
と励まし、
「みなさんの活躍一つ一つが私

さについて述べました。
そしてもうひとつの「はばたき」
としてエンパシー
（empathy）
を挙

たちの大学の歴史を作り、
その基礎を固めて行くのです。
どうか、名古屋外国語大学

げ、
積極的に他者の気持ちの中に入り込もうとする姿勢の大切さについて言及し
「日本

で学んだ、
そして卒業したという誇りを、
いつまでも大切に胸に秘め、
その自覚を持って

社会や日本の政治が今、
置かれている閉塞や孤立を脱するには、
若い皆さんが、
まさにこ

生きていってほしいと思います。」
とこれからの活躍に期待する想いを述べました。

の
『エンパシー』
を深く身につけていかなくてはなりません。
」
と、
新入生を激励しました。

2013年度 大学院・大学・短期大学部・学位記授与式

〈学芸大608名 大学院15名 短大209名、計832名の船出〉

専門知識を学び、
社会の課題を解決できる人材に
名古屋学芸大学

先輩の背中を見な
がら自分で学び育

2014年度 大学院・大学・短期大学部入学式

〈新入生781名を迎えて入学式を挙行〉

人としての行動力

屋学芸大学大学院・大学・短期大学部の学位記授与式が

です。難問や未知

2014年 4月3日
（木）、本学アリーナにおいて 2014年度名

られます。」
と述べ、

挙行されました。大学院15名（博士後期課程1名、博士前期

の課 題に対 応 す

古屋学芸大学大学院・大学・短期大学部の合同入学式が挙

「現在のわが国は、

課程5名、修士課程9名）が修了、大学は管理栄養学部170

る姿 勢とチャレン

行されました。大学院13名（博士前期課程4名、博士後期課

人 類 が 初 めて 遭

名、
メディア造形学部261名、
ヒューマンケア学部177名の計

ジ精神を忘れずにいつまでも持ち続けてください」
と励まし、

程3名、修士課程６名）、管理栄養学部174名、
メディア造形

遇する少子高齢社会や地球温暖化など新しい課題に直面

学部267名、
ヒューマンケア学部237名、3年次編入6名の合

しています。
そこには教科書やガイドラインはなく、
諸君が英知

井形学長は式辞のなかで「諸君が大学で学んだものは

「専門分野の違いがあっても、本学キャンパスで学んだ連帯

ってゆくことが求め

感を忘れずに、
これから始まる新しいステージにおいて互い

計684名、同短期大学部84名、総合計781名の入学が許可

をもって自らの手で解決の道を創造してゆかねばなりません。

多方面の学識、技術に加え、社会の要請に応える能力や、

を励まし合い荒波を乗り越えていくことを、期待しています。」

されました。

入学は諸君のこれからの長いチャレンジの最初の一歩です。

よき市民としての資質、
そして人類のために貢献できる国際

と学部を越えた繋がりの大切さを述べました。

井形学長は告辞の中で「これから始まる大学生活は、専
門知識を身につけながら人生をどう切り開いてゆくか、
先生、

困難にぶつかっても、
前向きな心で乗り越えてほしい
NSC 専門学校

2013年度 合同卒業式

視野を広くもって、
未来へ向けて多くのことを学び成長してい
って下さい。」
と祝辞と決意のスピーチを贈りました。

積極的に学び、生涯の友人を見つけられる場所
NSC専門学校

2014年度 合同入学式

〈NSC4校の合同入学式で新入生を歓迎〉
様方にはNSCの一員となられた事に大きなプライドを持ち、
そ

評価される時代になってきていると言えます」
と述べ、
さらに中

古屋総合デザイン専門学校46名、名古屋栄養専門学校74

国の故事「疾風に勁草を知る」
という言葉を引用し「人は困

ション専門学校108名、名古屋総合デザイン専門学校86名、

のプライドを弛まぬ日々の努力により、
確かなものとしていただ

名、
名古屋製菓専門学校171名の卒業生合計376名が名古

難にぶつかって初めて、
その実力・真価が見えてくる、困難を

名古屋栄養専門学校70名、名古屋製菓専門学校215名合

きたいと思います」
と話しました。
そして中国・漢代の「礼記」

屋市公会堂に会し、2013年度NSC専門学校4校の合同卒

乗り越えることで人間として成長していきます。
卒業後は、
これ

計479名の2014年度NSC専門学校4校の合同入学式が行

にある
「善く問いを待つ者は、鐘を撞くが如し」
という言葉に

業式が挙行されました。

までにまして様々な困難に遭遇されるものと思いますが、
そん

われました。中西理事長は「創立以来70年となろうとする長

倣い「皆様方も各学校に在学している時間を大切にされ、
こ

な時は、是非このように前向きに考えていただきたいと思いま

い歴史の中で、卒業生は約8万人を数え、各方面で目覚まし

の間、専門分野での実力を十分身に付けることに邁進してく

す。」
と、
餞の言葉を贈りました。

い活躍をされています。多くの先輩方が皆様方の入学を祝

ださい。
また、志を同じくする者が集まる中で、生涯の友人を

い、
いずれご卒業され新たなプロフェッショナルとして社会の

見つけてください。」
と、
歓迎しました。

とり、現状に満足せず絶えず向上をめざして努力を重ねるこ
とが重要となります。
まさに、皆さん方の能力、意欲が的確に
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Ｃ

中西理事長は式辞のなかで「新しい時代の方向性を読み

けいそう

Ｓ

（水）
、
名古屋ファッ

2014年3月18日
（火）
、
名古屋ファッション専門学校85名、
名

Ｃ

一員となられることを心待ちにしておられることと思います。皆

Ｓ

2 0 1 4 年 4月9日

Ｎ

Ｎ

〈NSC4校の合同卒業式を挙行〉

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

2014年3月20日
（木）
、
本学アリーナにおいて2013年度名古

608名が卒業、
短期大学部は209名が卒業しました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2014年度 大学院・大学入学式

〈亀山学長が新入生960名にエール〉

2013年度大学院修了式・大学卒業式

専門分野の違いを越え、連帯感を持ち続けることが大切

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

修了式・卒業式
学位記授与式

38

外 大 だより

亀山学長が，
６月１３日
（金）
に，
台湾の開南大学において同大学設置１４周年及び創

グローバル社会とフランス語

Globalisation et le Français

立９７周年を記念して開催された「２０１４年開南大学・日本姉妹校 ２１大学学長会
議」に出席されました。

講師

会議は，
来賓，
学生等約３００名の参加の中，
開南大学と岡山大学，
名桜大学との国際

クリストフ・ドレイエール氏
（Monsieur Christophe Dreyer）
（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会館長）

交流協定の調印式が行われた後，
参加した２１大学の代表者により
「グローバル社会を
生きる大学の人材育成」をテーマに，
大学がい

今年の講演会ではフランス語教育の専門家であり，
アリアンス・フランセーズ愛知フランス協

かに人材を育成していくかについての取り組み

会館長でいらっしゃるクリストフ・
ドレイエール氏をお招きして貴重なお話を伺いました。
当日は
学内他学科，
他学部からの参加者のみならず，
一般の方々の来聴もあり，
盛会となりました。

本学の亀山学長は，
「グローバル人材の養成
と次世代の教養教育」
をテーマに熱弁を振るわ
れ，
閉会後に，
シンポジウム参加者・関係者らと情
右は，高安邦開南大学長

「全国外大連合憲章」調印式が行われました。

初めにドレイエール氏から小学校教諭を目指して勉学に励んでいた

ものを取り入れつつ、一定の文化的，
自国的価値を保護する法的措置

中で，
外国語としてのフランス語教育（FLE = Français Langue

や規則が存在するということでした。
これは「exception culturelle（文

Étrangère）
と出会い，
そこからFLEに強い関心を抱くようになり，
以後、
フ

化的例外）」や「exception culturelle française（フランスの文化的例

ランス語教育の更なる発展と促進のため，
これまでにフランス，
ヨルダン，
台

外）」
という表現で示されるものですが、
とりわけフランス革命後に自国の

湾，
中国，
そして日本においてフランス語教育に携わって来た経歴が述べ

文化的価値を守ろうと努めてきた経緯が広く認められること、
また1959

られました。

年にフランスで文化省が設立されたこともその代表的な動きの一つであ

続いて、
「 g l o b a l i s a t i o n 」という言 葉 に 関 連 し て 、

ることが指摘されました。
この他、
アリアンス・フランセーズやアンスティチュ・フランセというフラン

際化）」
「La
， Globalisation（グローバル化，
全体化，
統合化）」
という三つ

ス文化の発信だけでなくフランス語を学ぶことのできる様々な機関につ

我々外国語大学が連携することは重要なことです。
この大

の用語について，
ケベックの社会学者の定義に基づいたそれぞれの定

いて、
日本および世界のどこに、
どれ程存在しているのかについての説

外大の代表者により
「全国外大連合憲章」調印式が開催

学間協力は，
我々の子孫をより大きな世界へと，
また更なる繁

義が説明されました。
また，
「globalisation」が世界システムや全体的社

明がありました。
日本におけるこのような機関の最初の設立は1924年の

され，
本学からは，
亀山郁夫学長，
杉山寛行副学長，
高橋誠

栄へと導き，
ひいては世界平和の実現に寄与するものであ

会的事実にかかわるものであることを踏まえると，
グローバル化，
グローバ

日仏会館設立に遡りますが、以来、
日本とフランスの交流は非常に多岐

ると信じます。」
という金仁喆（Kim In Chul）総長からの祝

ル社会というものは今に始まったものではないことに気付かせてください

にわたっていること、
またその日仏関係もとても良好であることが述べら

ました。
ドレイエール氏は「 A v a n t , l e s é v è n e m e n t s q u i s e

れました。
文化的交流だけに限ることなく、
実は産業、
商業の分野におい

déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux,

ても古くから日仏間でさかんに交流がなされてきたことも、
実在する会社

maintenant, ils sont tous interdépendant.（以前は世界で起きてい

や実話をもとにお話してくださいました。

この憲章は，
７つの外国語大学が連携を図り，
各大学の独

辞の代読がありました。
さらに，
京都外国語大学の松田武学

自性を保ちながら，
２１世紀のグローバル社会にふさわしい

長により
「全国外大連合結成の今日的意義について」
と題

人材育成のために，
７大学に共通する基本理念の実現と，

する演説が行われました。
そして７大学代表者による憲章

各大学の豊かな個性の発展を目指していくことを目的として

の調印が壇上で取り行われました

います。

今後，
本学としては，
全国外大連合の一員として，
相互の

た事は国家間で結びついていなかったが，
今やすべてが相互依存関

このように日仏間のみならず、
人やモノが世界中に移動している現代

係にある）」
という引用を紹介してくださったのですが，
これは何と紀元前

社会であるからこそ、
今の若者の前には多くの可能性が広がっているこ

2世紀（！）
に古代ギリシャの歴史家であり政治家でもあるポリュビオス

と、
そして高いレベルのフランス語力が習得できれば、
世界中のどこにい

連携協力により，
学生，
教職員等の交流の推進を通じて，
グロ

いて立石博高東京外国語大学学長の全国外大連合憲章

ーバル化時代の要請にふさわしい充実した稔りある活動を

の趣旨に関する挨拶がありました。来賓祝辞として，
韓国外

広範多岐にわたって展開し，
本学の教育研究の水準を一

フランスを見てみると，
フランスがヨーロッパの中央に位置していること，
ま

国語大学校金有鏡
（Kim You Kyung）
国際交流処長から

層向上させていくこととしています。

たそのヨーロッパが商業的に重要な位置にあること，
更にはヨーロッパが

分かり易い逐次通訳のおかげで、
うなずきながら話に聞き入っている姿

現代の人的移動の主要な拠点の一つになっていることが，
古代から中

が多くみられました。

「学生をグローバル社会で活躍する人材に育てるため，

（Polybe）
によって述べられた一節だったのです。
様々な出来事が世界中で結びついているということを念頭において

の激励の言葉を講演の最後にかけていただきました。
講演には本学科の1年生の姿もありましたが、本学科伊藤准教授の

最後になりましたが、
この場をお借りして貴重なお時間を割いてご講
演してくださったドレイエ

影響を受けていることも，
世界との結び付きを示す一つの証であると言

ール氏に、
学科一同、
心か

及されていました。

ら御礼申し上げます。

Ｃ

Ｃ

体がラテン語，
ガリア語，
ギリシャ語，
アラビア語など他にも多様な言語から

Ｓ

Ｓ

世，
現代までの陸，
海商業網等によって示されました。
また、
フランス語自

てもフランス語を活かした仕事に就くことは決して難しいことではない、
と

Ｎ

Ｎ

式典は，
開会宣言，
来賓・
７大学代表者紹介から始まり，
続

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

「L’Internationalisation（国際化）」
「La
， Mondialisation（世界化，
国

６月２６日
（木），
東京の学士会館において，
全国の７つの

事務局長が参加しました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

を中心に，
様々な観点から講演が行われました。

報交換されました。

2014年1期，
フランス語学科主催講演会

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

亀山学長が，
「2014 年開南大学・日本姉妹校
21大学学長会議」に出席。

一方でグローバル化と文化の関係に着目してみると、歴史的には文
化というものがガロ・ローマ時代の頃からとても重要視されてきたこと，
ま
たルイ14世が芸術を奨励、擁護していたことが述べられましたが，
特筆
すべきことは、
グローバル化と言っても，
フランスには新しいものや他国の

39
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外 大 だより
名古屋外国語大学

「デザインと国際交流」

この度、日露青年交流センターからの依頼を受け、ロシア日本語学習青年招聘グループ１９名の日本滞在のうち、
７月
９日（水）
と１０日（木）の両日、本学で受け入れました。参加者一行は、在ロシア日本センターや民間の語学学校で日本語

2014年6月25日

講師

を学習するロシア人たちで、
１週間の日本滞在中、本学の他京都や東京を訪問しました。

奥村昭夫先生（デザイナー、京都大学客員教授）
９日
（水）
の午前１０
：
４５、台風接近の影響による高温多湿

ループに日本人学生、
留学生、
国際交流部職員が加わり、
終

の中、
日露青年交流センター職員３名と参加者１９名からなる

日バスツアーを行いました。
このツアーの趣旨は、
ロシア人たち

グループが到着しました。

に名古屋周辺の代名詞とも称される
「ものづくり」
を実際に見

最初のメニューとなったオリエンテーションでは、
ラッシュ国

状をいただいた時、
奥村先生の講演会を思い立ちました。京

生のすげ笠からイメージを得たポスター、
さらに京大生との共

際交流部長から
「あいにくの天候ですが、
本学での滞在を楽

最初の訪問先である

都の姉妹都市西安のデザイナーを事務所に受け入れ、
商業

同研究で考えた京都大学のシンボルマークなど、
奥村先生の

しんでほしい」
と歓迎の言葉が送られました。続いてキャンパ

常滑市の「まるふく」で

デザイン実践の機会を与えられたことをきっかけに、
30年以上

お話はいずれも若いエネルギーへの期待を感じさせるものば

ス案内の後、昼食歓迎会に参加しました。同歓迎会では、亀

は、
招き猫の絵付け体験

に渡って中国との交流を重ねて来られた方なので、
当初「異

かりでした。
また、
中国関係でいえば、
中国古代の石碑を集め

山学長の歓迎のあいさつを皮切りに、
関係教職員や学生らと

を行いました。多くの参

文化交流の面白さと人間の直接的交流の意義」
という趣旨

た西安の碑林の、篆書という漢字の書体の美しさに感動、秦

楽しく談笑して過ごしました。午後の３時限目は、
亀山学長の

加者は、
ロシアにいるとき

で講演をお願いし、
「デザインと国際交流」
という演題をご用

の始皇帝時代の小篆から独自の漢字フォントを1000字もデザ

「グローバル人材育成と教養教育」、佐原教授の「ニューエ

から招き猫に馴染み深

意いただきました。
その後、
あの牛乳石鹸の赤箱・青箱、江崎

インし、
シンプルな篆書風デザインと
「良いものは飾る必要はな

スニックマイノリティーと社会」、
塩見教授の「名古屋の産業－

く、思い思いのデザイン

グリコのロゴマークのデザインを手がけ、実社会に通用する

い」
という確信が説得力を持ったデザインとなった、
というお話

日本のもの作りセンターとしての名古屋」の３クラスに分かれ、

に仕上げることを存分に楽しんでいました。
２つ目の訪問先で

仕事をされていることから、
「ビジネス」にかかわる話も、
と追加

がとても印象的でした。

それぞれ本学での授業を体験しました。参加者たちは、
熱心

ある
「味の館」においては、
健康食として世界的に知られる味

にメモを取ったり、積極的に意見交換に参加したり各々真剣

噌について、味噌樽を使った伝統的手法で製造される様子

は、
たくさんある資料の中からチョイスすること、
それが正しい

に取り組む様子が印象的でした。
４時限目は、
３班に分かれ、

を見学しました。
ロシア人らは、
工場長からの説明に熱心に耳

にもかかわらず、
「すでに結婚し、
よちよち歩きの双子の息子

という仮説に基づいて推論することである」、
「幅広い読書、

茶道、華道、居合道それぞれの学生クラブに体験入部し、活

を傾けていたり、活発に質問するなど深い興味を示していま

がいる25歳の時に、
辞書を片手にたいした計画もなく100日間

世界旅行・外国人留学生の受け入れといった面白い冒険

動しました。
茶道部においては、
先生と学生部員らの指導のも

した。昼食は、同施設で味噌中心の料理を体験しました。最

世界旅行に出かけた」
というエピソードから始まり、興味が尽

や、
人とのつながりが自分の仕事に影響を与えた」、
「デザイン

と、
一連の作法や実際に抹茶の立て方を学びました。華道部

後に「トヨタ産業技術記念館」
を訪問しました。
参加者たちは、

きない話題が次々と披露されました。

の他に文化や文字について勉強し、
自分の大きなキーを作っ

においては、先生から基礎となる理論を学んだ後、各々生け

トヨタ自動車が現在こそ世界一の自動車メーカーとして知ら

ロート製薬と江崎グリコのシンボルマーク制作の際には、
「よ

ていること」
というお答えをいただきました。
まさしく奥村先生の

花を体 験しました。居

れるようになったが、会社

ろこビックリ」
「おいしさと健康」
という会社側が消費者に伝え

お仕事そのままに、
余白の広さを意識させつつ、
シンプルにデ

合道部においては、部

設立当初は繊維産業から

ようとした誓約・方針を、
「若くのびのびした感覚」
「お母さんの

ザインされた講演でした。

員のパフォーマンスを

始まったことに驚きを示して

固唾を飲んで見守った

いました。
また展示の機械

社のポスター制作では、A0からA1、A2、A3、A4へという6回

り、基本となる型を学ん

を実際に操作したり、係員

の裁断を線にし、大きさの異なる三つの「十」で同社30年の

でいました。参加者た

の説明を熱心に聞いてい

歴史をシンプルかつ斬新に表現したこと
（わずか一晩で！）
、
ま

ちは口々に日本文化の

た数々の受賞歴のうち、
サントリー奨励賞と香港国際デザイン

奥ゆかしさに触れる良

賞が最も記憶に残り、
その理由は前者は50万円の賞金で酒

い機会だったと話して

ほとんど

がたっぷり飲めたから、一方、後者は賞金はなかったものの、

いました。夕食懇親会

旅程をこなすことができま

翌年審査員として招かれ、
オーストラリア・イギリス・香港・台湾

においては、名古屋料

した。一行は別れを惜しむ

のデザイナーとともに審査・レクチャーを行い、
デザインを通し

理を満喫しながら、関

中、夕刻名古屋駅から東

てコミュニケーションできたから等等。

係教職員らと楽しいひ

京に向かって旅立ちました。

講演は、
「外国語はおろか、
日本語も関西弁しか話せない」

やさしさ」
という言葉にうまく変換し形にしたこと、韓国の紙会

が懸念されましたが、幸い
影響を受けず

（国際交流部 次長 籾山

と時を過ごしました。
翌１０日
（木）
は、
同グ

ました。当日は台風の影響

Ｃ

Ｃ
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亀山学長の授業風景

Ｓ

Ｓ

た国連の仕事や、
アジアの学生が積極的に参加しているCM

(中国語学科 黃嬡玲)

招き猫の紹介

Ｎ

Ｎ

その他、
若いデザイナーのファッション画を世界中から集め

講演後の会場からの質問に対しては、
「デザインの仕事

学してもらうことにありました。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

映像大賞コンテストの仕事、
バイクで街を行くベトナムの高校

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「立春大吉」
という四文字でデザインされた月遅れの年賀

の要望を伝えました。

41

名古屋外国語大学

ロシア日本語学習青年招聘グループ１９名
外大を訪問。

中国語学科主催講演会

居合道部 部員のパフォーマンス

隆之）
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外大

学芸大 だより

だより

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

学生の課外奉仕活動を統括する「サービスラーニングセンター」

i メディア情報教育センター

7月2日（水）に開所式、次学期から本格始動予定。

iP・S 研究会発足

ーでも新たに受け
入れ先を募集、精
査し、学生にとって

名古屋外国語大学では、昨今のiPadなどのタブレットやスマートフォンの普及の流れを受け、これらを教育の

の良質な学びの場

場で活用するためのiP･S（アイ・ピー・エス）研究会を発足しました。この研究会は正式名を「iPad（タブレット）、

を増やしていきたい

スマートフォンを教育に有効利用するための研究会」といい、現在、実際にiPadを用いて授業をされている原田

と思います」

先生、ケニー先生、ホワイト先生、城月先生を中心に設立されメディア情報教育センター運営委員会にて承認され

井形学長

田村センター長

サービスラーニングセンターという名称について、
「ボランティ

ました。

アを
『してあげる』のではなく、
ボランティアを通して
『学ばせて
2014年7月2日、
サービスラーニングセンター
（SLセンター）
の

の名称にしました。名古屋学芸大学の建学精神は
『人間教育

開所式が行われました。
テープカットの後、名古屋学芸大学

と実学』
です。最近の学生と接していると、
もっと積極的にコミュ

の井形学長が挨拶し、SLセンター長の田村明教授（管理栄

ニケーションを取る訓練をしたほうがいいと感じることもありま
す。学内だけでなく、学外へ飛び出して人との関わりを学んで

養学部管理栄養学科）
が開所への想いを述べました。

ほしいという想いも、
SLセンターを開設するにいたった背景にあ

SLセンターは、名古屋学芸大学のボランティア活動を統括
するセンターとして田村教授が考案。
「東日本大震災を機に、

メディア情報教育センター iPS ロゴ

本研究会の目的は、①社会的背景として、
タブレットや

がらプレゼンテーションができる無線対応プレゼンテーショ

スマホの急速な普及とクラウドアプリなどが充実して本来

ン用機器 wiviaについての紹介がありました。
それと同

PCで行われてきた作業がタブレットでも可能になりつつあ

時に、
PC教室をタブレット教室に置き換えたときの問題点

ること、
②学習効果として、
PCに比べて起動が早く、
アプリ

なども指摘され約2時間にわたって熱い議論が交わされ

も豊富で、
持ち運びも用意であり、
授業によってはPC以上

ました。

の学習効果が期待できること、
③PC教室、
一般教室等を

今回の研究会では、
タブレットやスマホがPCの代用で

タブレット
・スマホ教室に変更することにより予算の削減と

きる可能性は高いもののbluetoothの不安定さや、
セキュ

教室の有効利用が可能でありPC教室不足のひとつの

リティ、
ソフトなどまだ不確定要素が多いということで、早

対策となること、
などです。

急にiPad（スマホ）教室を作るのは時期尚早であるとの

早速、最初の研究会が２０１４年５月２７日に開催され、
iPad授業経験者や全くPCによる授業を行ったことがない

結論に至りました。
今後も、急速に進化をとげるタブレットやスマートフォン

松尾名古屋外国語大学メディア情報教育センター課長

るアプリケーションの開発が進むと予想され、
iP･S研究会

が、
iPadをbluetooth経由でディスプレィやキーボードを繋

はますますその重要性が増すと思われます。

ドタブレットやスマートフォンをNFC接続によって翳すだけ
でディスプレィやキーボード、
マウスに繋ぐなどのデモンスト
レーションが行われました。
また、学生がその場所にいな

自分のスマホを置くだけで、現在のPCと同じ作業がで
きる日もそれほど遠いことではないでしょう。
（文責・大矢）

も学生を東北に連れて行っているのですが、毎回定員以上の

ィアコーディネーターとして、
ヒューマンケア学部子どもケア学科

申し込みがあります。栄養、
教育、
デザイン、
ファッションなど専門

の講師である石原先生が常駐。夏休み明けからはSLセンタ

性を持った学生が在籍しているのが、
名古屋学芸大学の特徴

ー独自のホームページを開設し、学生が手持ちのスマホから

です。すでに日進市賑わい交流館でワンコインランチを提供す

ボランティアを検索できるようにしますが、
当面はSLセンターに

る管理栄養学科のCanteenや、
日進市放課後こども教室で布

募 集 内 容を掲 示

芝居をするこどもケア学科のハッピーライオン、
くるりんバスに日

する形で運営を進

進の紹介番組を提供する映像メディア学科のTVゼミなどが、

めて行きます 。将

ボランティアを通して地域で学ばせていただいています。現在

来 的には名 古 屋

活動しているものはそのまま運営をお任せしますが、新入生や

外国語大学も含め

ボランティア活動に参加したことのなかった学生が、
とりあえず

た形にしたり、単位

SLセンターに来れば名古屋学芸大学で行われているボランテ

化も視野に入れて

ィアの内容が全て分かるような形にしたいですね。
さらにセンタ

いくとのことです。

第50回 献血運動推進全国大会で発表
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科３年

後藤麻友さん

2014年7月10日
（木）第50回 献血運動推進全国大会が愛知
芸術文化センターで開催されました。
この大会でヒューマンケ

Ｃ

Ｃ

ぎ、
PCと同じように使用する方法や、
Nexux7のアンドロイ

SLセンターはキャリアサポートセンターの隣に構え、
ボランテ

Ｓ

Ｓ

やoffice365などタブレットやスマホでPCと同じ作業ができ

学生のあいだでもボランティアに対する関心が高まりました。私

Ｎ

Ｎ

教員や職員など総勢１２名が参加しました。研究会では、

ります」
と田村教授は話してくれました。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

スマホをキーボードとディスプレィに接続している様子

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

いただく』
という姿勢で取り組んでもらいたいとの思いから、
こ

ア学部3年生の後藤麻友さんが、献血推進活動の経験と、
そ
の活動を通じて感じた献血の大切さや意義深さについて発表
しました。今年度の大会は節目の大会であり、
日本赤十字社名
誉副総裁の皇太子殿下、厚生労働大臣、愛知県知事、名古
屋市長他、
1300名の参加者を前に、
堂々と発表しました。

43

Jul. 2014 Vol.77

Jul. 2014 Vol.77

44

学芸大 だより
名古屋外国語大学

当学科幼児保育専攻で小学校教員免許状が取得でき

試験を視野に入れ積極的に動こうとしている学生も現れて

るようになって5年目になります。例年、40名前後の幼児保育

きています。そこで、
こうした学生達の声を受け、
この度、教

専攻の学生が、保育士免許・幼稚園教諭免許と併せて、小

職課程の安井克彦教授を中心に「学芸大教師塾」がスター

学校教諭の免許を取得し卒業していきます。
そして、進路と

トすることになりました。
具体的には、子どもケア学科の幼児保育専攻ならびに子

員採用試験を受験し合格して小学校教諭として教壇に立

どもケア専攻子ども心理コースの2・3・4年生を対象に、
月に1

つ者も出てきております。お陰さまで、
こうした小学校教諭と

回程度（4年生は別メニュー）、教職科目の基礎、小論文の

して採用された卒業生は、
それぞれの現場でよくやっている

書き方や面接の仕方、模擬授業など、校長経験のある本学

と高い評価を受けています。

のベテラン教員が指導するというものです。

今後、小学校教諭を目指す学生は増えてくるものと思わ

5月22日段階では、32名の学生が受講を希望しています。

れます。事実、幼児保育専攻の2～3年生の学生から
「小学

なお、子どもケア専攻子ども心理コースの中にも、希望して

校教員になるにはどのような勉強をしたらよいか」
といった

いる学生がいますので、受講者はさらに増えることが予想さ

質問が教職担当教員に寄せられており、小学校教員採用

れます。

2014年3月23日
（日）
に行われた第28回管理栄養士国家試
験の結果が、
5月9日
（金）
に発表されました。本学の学生の方
は、
169名が受験し、
155名が合格しました。
管理栄養士養成課程（新卒）の全国平均合格率は91.2%
で、本学はそれを若干上回り、
また、昨年度の90.6%を上回る
91.7%でした。
管理栄養学部では、
管理栄養士を目指す学生の方々を一
人でも多く合格へ導くことができるよう、
今後とも、教員が一丸
となって教育し支援してまいります。
わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

が講演しました。写真は全ての映像の原点である、
とした上
でこれまでに制作してきた写真／映像作品から現在制作し
ている作品までを実際に見ながら、写真と映像に対してどの
ようにアプローチしているのかが述べられました。100人を超
える参加者は終始熱心に耳を傾け、西宮教授の写真／映
像論に聞き入っていました。

映像メディア学科 海外研修報告
中日新聞掲載！

2014年2月21日から3月17日まで、映像メディア学科初とな

クロストークも行いました。黒澤明監督の羅生門を取り上げ、

る海外研修をオーストラリアのグリフィス大学（ブリスベン）
に

撮影監督の宮川一男氏の撮影方法や本作品の構造が欧

て行いました。本研修では

米に大きく影響を与えていることなどが取り上げられました。

① General English Lesson:基礎英語力の養成
② オーストラリアの映像産業視察 / レクチャー、歴史に触れる
③ 研 修先となるGriffith University, QCA（Queensland
College of Art）/ Film Schoolで行われている授業の体験

を大きな柱とし、英語力の向上だけでなく海外の映像産業、
映像教育にも触れることが出来るプログラムになっていま
す。
3月10日には映像メディア学科 学科長の渡部眞教授と、
グリフィス大学 フィルムスクール学科長のHerman教授との

この講義には現地学生も参加しており、
トーク終了後には活
発な意見交換が行われました。
初めて海外を訪れる学生も多く、出発前はホームステイ
先での生活、英語での講義に不安を覚えていましたが気さ
くなファミリーが多く、すぐに打ち解けることができたようで
す。
学科初の海外研修ではありましたが、充実したプログラム
であったと感じています。本研修が学生達にとって海外を身
近に感じるきっかけとなり、将来世界に羽ばたいていく、
その
一助となれば幸いです。

生の
美子先
安達内
行った
ゼミ生が
究が
卒業研
にて
中日新聞
ました !
紹介され

Ｃ

Ｃ
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ー」が開催され、本学映像表現研究所所長 西宮正明教授

Ｓ

Ｓ
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共催の公開講座「映像時代の新しい言語 フォトとムービ

Ｎ

Ｎ

保護者の皆様、
職員の皆様におかれましては、
引き続き、
変

6月28日
（土）
に名古屋学芸大学と名古屋市教育委員会

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

第28回管理栄養士
国家試験結果

6月28日（土）名古屋市教育委員会との共催

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

して保育者ではなく小学校教諭を目指し、実際に愛知県教

名古屋外国語大学

公開 「映像時代の新しい言語
講座
フォトとムービー」

子どもケア学科に「教師塾」開講 !!

Jul. 2014 Vol.77

46

学芸大 だより
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

NAGOYA みやげ VISION展
中区にあるナディアパーク・デザインセンタービルの４
階の、デザインギャラリーにおいて名古屋学芸大学メデ
ィア造形学部デザイン学科ビジュアルデザインコースの

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

２０１４年６月１８日（水）〜６月２３日（月）、名古屋市

開催

３ヶ月半の間、
この課題に取り組み、
その内の２５名の提案作品
が会場に並びました。
「はじめての八丁味噌」
「祖父江銀杏便り」
「いちじクッピーラ

学生達による「NAGOYAみやげVISION展」が開催さ

ムネ」
「青風気／紫蘇」
「蜜柑ポン酢／蒲郡みかんとミツカンポン

れました。

酢」
「鳳来牛／焼き肉セット」
「金シャチういろ／大須ういろ・ない
ろ」
「盗って来ちゃいました。／特大鱗型クッキー」
「有松鳴海絞
り しぼりこもの」
「中村ゆうかく／中村遊郭をブランド化」
「和＋

したが、
現在、
２０１６年に向けて、
名古屋城の「金シャチ横丁」構

（わたす）／小原和紙を用いた文具」
「源氏ものがたり 想い酒

想が動き出し、
２０１８年には本丸御殿の完成があり、
２０２０年に

／徳川美術館」
「華紋／武将家紋アクセサリー」
「NAGOYA

は東京オリンピックの開催、
その先の２０２７年には、品川〜名古

星みやげ／名古屋市科学館」
「南吉さんのびすけっさく集」

屋間２８６キロを４０分で結ぶ、
時速５００キロのリニア新幹線の開

「NAGOYA CAN／空気缶」などなど、
ありそうで今までなかっ

通が予定され、
日本の各地から、外国から、
たくさんの人々が名

た、
ユニークで質の高い提案作品の数々に、
来場されたお客様

古屋を訪れるチャンスがやってきます。

は皆、
一つ一つ時間をかけ、
見入っていらっしゃいました。

そこで、
ここ名古屋を中心とした尾張一帯の地域を活性化し、
これからの地元文化を作る担い手となっていく学生達に実技の

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

２００５年の愛知万博以降、
名古屋を訪れる人が減少していま

名古屋観光コンベンションビューローの方や、商工会議所の
なごやめし推進懇談会の方をはじめ、
地元の中小企業のメーカ

演習課題が出されました。
それが、
「NAGOYAみやげVISION」です。今こそ、
あらためて

ーさん、
デザイン事務所の方やデザイン関係の学生など、開催６ヵ日間で５４１名の来場数

尾張一帯の魅力を掘り下げ、
「みやげもの」
を通じてこれからのNAGOYAをアピールしなさ

を数え、
学生たちは作品を通してお客様と貴重な意見交換をさせていただくこともでき、
実

いという課題でした。
ビジュアルデザインコースの３年生約６０名全員が２０１３年度後期の

社会の中でのデザインの役割を学ぶいい機会にもなりました。
Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ
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短 大 だより

新入生オリエンテーション学外研修報告
短期大学部メディカル秘書コース 山本恭子
メディカル秘書コースでは44名の新入生を迎え、新入
生オリエンテーション最終日の4月10日
（木）
に、
あいち健
康プラザにて学外研修を行いました。

養護教諭コース

2014 年度 第 1 回
養護教諭コース保護者会を終えて
名古屋学芸大学短期大学部

どこかで
見たような…

の「あいち健康プラザ」へ出発しました。
まず、職員の方にお出迎えいただき、研修室で施設の

養護教諭コース 主任

大原

榮子

養護教諭コースでは、年に2回保護者会を開催して

です。」
「スライドを見せていただいて普段の様子が何

います。2014年度の第1回保護者会は、
去る5月31日土

となくわかりました。家では学校の話をしてくれないの

曜日に46名（うち3組がご両親参加）
の保護者をお迎え

で、
楽しそうに笑っている娘の姿が見られて安心しまし

し、
学生1.2年生も参加し、
話し合いを進めました。

た。」
「先生方の手厚い指導に感謝です。」
「卒業後の

前期のほぼ中間まできたこの日の会では、本養護教

ことについて聞きたかったので、
詳しい資料をいただい

学長の顔写真がスライドに映されました。学生は「どこか

諭コースの教育方針の説明や、1年生の入学からオリ

てありがとうございました。」
「このような機会があり、
とて

で見たような…」
という表情を浮かべていましたが、職員

エンテーション、授業の様子など、
また2年生の養護実

もよかったと思います。
」
・
・
・
・など、
多くの保護者の方々か

の方が、
「みなさんの短大の学長先生ですね」
と言われる

習の様子や教員採用試験に向けての準備状況、
就職

らご意見をいただきました。

と、
「入学式や前日の学長講話で見た顔だ！」
と納得した

状況や就職対策講座についてはＣＳセンターの安藤室

学生達には「養護教諭になる」
ことを目標に本コース

様子でした。井形学長が、
当施設の創設にご尽力された

長からスライドを見ながら話をしました。説明のあと、学

に入学していただきました。厳しい採用状況の中です

生も各保護者のグループに入り普段の学校生活につ

が、
採用試験に合格できるよう、
保護者と共に学生の夢

いて質問等に答えていました。

の実現に向けて教職員が一丸となって指導していきた

名古屋学芸大学短期大学部

ことを知り、
先生の多才な功績に触れることができました。

覚で楽しみながら測定することができました。

次に、
レクリエーションとして「名前ビンゴ」を行いまし

昼食後は、
「あいち健康プラザを初めて訪れる人へお

た。室内を自由に移動しながら、教職員も加わり、
自己紹

ススメする楽しみ方を紹介しよう
！」
をテーマに、
グループワ

参加者からは、
「大学の様子がスライドを通し、
よくわ

介をして相手の名前をビンゴのマス目に埋めていきまし

ークを行いました。事前にインターネットを使って調べてお

かりました。就職に対するご指導もとても熱心で有難い

た。景品を目の前にし、
番号のかわりとなる名前の読み上

いた見学ポイントを、
実際に見て回りました。屋外のウォー

げが始まると、
会場が一気に熱くなり、
大変盛り上がりまし

キングコースやこどもの森など、三々五々目的地へ向か

た。
クラスを越えてお互いの名前を知り合える良いきっか

い、
見学後はレポート作成に取り組みました。
グループワー

け作りとなりました。

クでは、入学直後の緊張もほぐれ、
すっかり打ち解けたよ

リラックスした雰囲気になったところで、健康科学館を

名古屋学芸大学短期大学部

説明を受けました。
その中で、名誉センター長として井形

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋駅からクラスごとにバス2台に分乗して、
東浦町

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

メディカル秘書コース

いと思います。

うで笑顔があちこちで見られました。

見学しました。動脈や静脈のトンネルを血液になったつも

今回の学外研修は、
メディカル秘書として必修である

りで通ったり、
脳のしくみをクイズ形式で学んだりできるよう

人の健康や身体のしくみに関心を持つ良い機会となりま

に、
身体の構造や役割がわかりやすく展示してありまし

した。
さらに学生同士、教職員とも親睦を深めることがで

た。他にも、敏捷性や瞬発力、平衡感覚などを、
ゲーム感

き、
有意義な一日となりました。
Ｎ

Ｎ

Ｓ
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NSC だより
名古屋総合デザイン専門学校

NFFF2014 開催

１年生研修旅行

ある「名古屋ファッション専門学校ファッションフェスティバル

大北歩美さん、
ＹＫＫ部門のグランプリには神山陽香さん、
クリ

２０１４」が、
ナディアパーク３階デザインホールで開催されまし

エーション部門グランプリには今枝翔梧さんの作品が選ばれ、

た。総合テーマに「ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」
を掲げ、東京コレクション

アイテムのプロモーションをテーマにトータルコーディネートを

でショー演出を手がけるＫｕＲｏＫｏ Ｉ
ｎｃ.の猪股哲恵氏による

発表したコーディネート部門では、株式会社カメイ・プロアクト

演出、株式会社アシックス、
カメイ・プロアクト株式会社、株式

のスニーカーを使用した園原葵さん、今井瑞貴さん、岩崎梓

会社ファブリカ、
株式会社ベルシュカ・ジャパン、
リーバイ・ストラ

さん、
熊澤奈々美さん、
荒井美咲さんの作品がグランプリを受

ウス ジャパン株式会社、株式会社ワールド
（順不同・敬称

賞しました。
また、
４部門から１点のみ選ばれるドン小西賞は、

略）から商品をご提供いただきました。更に昨年度に引き続

クリエーション部門の水谷円さんの作品が受賞しました。
ナデ

き、
スワロフスキー・ジャパン株式会社よりスワロフスキー・エレメ

ィアパーク２階のアトリウムでも学生作品の展示を行い、
１年工

ントの素材協賛、
また今回より新たにＹＫＫファスニングプロダ

科専攻の学生による子供服コンテスト、
１年流通専攻の学生

クツ販売株式会社よりファスナーの提供をいただくことができ、

による協賛アイテムを使用したＶＭＤ制作とポスター、
ポストカ

より一層産学協同の成果を全４部門にてご覧いただける内

ードの展示、
２年流通専攻の学生による企業プロモーション

容となりました。第一回のショーにおいて、
協賛くださった企業

企画など、普段一般の方々に見ていただく機会の少ない授

様から参加された外部審査委員の方々による厳正な実物審

業内容が発表され賑わいました。

2014年 ５月8日（木）
・9日（金）
1年生の学外研修旅行で神戸・大阪に行ってきました。

2年生の学外研修旅行で東京・横浜に行ってきました。

１日目

１日目

● 神戸・南京町にて昼食と見学。

● 新東名高速道路、
観光バス車中にて昼食お弁当。

●「六甲オルゴールミュージアム」
にて、
オルゴール作り体験

東京ミッドタウン・ガーデン
「 21_21 DESIGN
●東
 京六本木、

と見学、
敷地内スケッチ。

コーディネート部門グランプリはモデルがダンスを披露し会場を沸か
せました

SIGHT」にて、
「米展」
を見学。
● 永田町の都市センターホテルに宿泊。

●早めの夕食の後、
「あべのハルカス」見学と
60階からの夜景を満喫。
● 心斎橋近くの「ホテル日航大阪」で宿泊。

２日目
● 事前に作成した各自の自由研修行動予定に従い、終日
自主研修。

２日目

3日目

を見学の後、
昼食。
● 万博記念公園内「国立民族学博物館」

● IKEA 港北店見学、
横浜みなとみらい２１にて昼食バイ

● 同公園内「日本庭園」等を見学、
およびスケッチ。

スワロフスキー・エレメント部門を受賞した大北歩美さんと作品

2014年 5月28日（水）
・29日（木）
・30日（金）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

査が行われ、
スワロフスキー・エレメント部門のグランプリには

２年生研修旅行

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

去る２月１５日、名古屋ファッション専門学校の最大イベントで

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋ファッション専門学校

キングとショッピング。

アトリウムの展示では人気投票も行われました

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ
左から
ＹＫＫ部門グランプリを受賞した神山陽香さん
の作品／クリエーション部門グランプリを受賞
した今枝翔梧さんの作品／ドン小西賞を受賞し
た水谷円さんの作品
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NSC だより
名古屋製菓専門学校

生化学実験 ― 驚きと感動の授業

「名古屋製菓祭」卒業進級作品展

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋栄養専門学校

～今年も大盛況～

本校入学前に実験経験のある学生は２，
３名。入学当初か

糖質の酵素分解の実験では、
「唾液」に含まれる酵素の働

ら開講の実験授業はほとんどの学生にとって初めての新鮮

きや、
分解の様子を調べました。
３７℃に設定した「恒温槽」で

今年度からは、
洋菓子科、
製菓衛生師科に加え、
パン科の卒業作品展も合同で開催され、
学生が自分の作品を作り上げまし

な体験です。試験管など実験器具の扱い方、基本操作に始

酵素を反応させ、
「薄層クロマトグラフィー」で分解後の糖質

た。
また、
作品展示だけではなく、
ケーキ・パン・焼き菓子のテイクアウトコーナーや、
カフェなどを行い沢山のお客様に楽しんで頂きま

まり、
化学変化をして新しい物質ができることを実体験できる、

をチェックします。

した。

2014年 2月16日
（日）17日
（月）
に本校にて、
名古屋製菓祭が行われました。

ごまから有機溶媒でごま油を抽出したり、調理実習で使用

驚きと感動の授業です。

した、揚げ油をリサイクルして「石けん」をつくる実験もしまし

て、
バターを取り出しました。
ペットボトルに入れて思いっきり10

た。捨てるはずだった廃油が、化学の力で石けんになるなん

～20分、
バーテンダーさながらに振ると、脂肪のかたまり
（＝バ

て。
身体にも地球にもやさしい栄養士を目指しています。

ター）ができてきます。残った牛乳からは、
さらに２種類のたん

授業では毎回レポート提出があります。戸惑いながらも回

ぱく質を取り出します。授業終了前には、
実験で作ったバター

数を重ねてレポートを書き上げることで、栄養士としての自信

をクラッカーとともに味見。
このような楽しい実験授業をとおし

につながります。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「牛乳の実験」では愛知牧場から取り寄せた牛乳を使っ

て生化学実験を修得していきます。
恒温槽で酵素反応
カフェの様子

薄層クロマトグラフィー」 で分解後の糖質チェック
バターができました

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

洋菓子科卒業作品グランプリ作品

パン科卒業作品グランプリ作品

「世界ジュニア製菓技術者コンクール」５位入賞！
2014年3月に行われた世界ジュニア製菓技術者コンクールで本校の水田雅

牛乳からタンパク質を抽出

石けんができました

恵さんが日本代表として出場し、第５位に入賞しました。世界ジュニアコンクール
は世界洋菓子連盟が主催する２５歳未満の若いパティシエを対象とした国際コ
ンクールで、
日本予選を通過した者だけが出場することのできる大会です。
２日間１６時間で６品目を制作し、
技術を競い合います。

フランス郷土料理講座

本校が世界の舞台に立つのは３度目で、本校のレベルの高さを世界に証明
することができました。

講しています。今回は「フランス郷土料理講座」の紹介です。

ランス料理を伝えたいと考えています。美味しさを知ってもらう

講師の西村諒子先生は本校卒業後、
イタリアン・フレンチのレ

こと、
楽しさを感じてもらうことを一番大切にしています」。

Ｓ

Ｓ

深いお料理です。
そんな、
肩肘を張らなくても楽しめるようなフ

Ｎ

Ｎ

名古屋栄養専門学校の土曜講座は希望学生を対象に開

Ｃ

Ｃ

ストランで勤務、
本校で助手として勤務ののち、
フランスで１年
間、
レストランでの研修、
勤務を経験しました。
西村先生の当講座にこめる狙いと抱負です。
「フランス料
理の華やかなイメージとは異なり、
実際のフランス各地方の食
文化はシンプルで個性豊かです。土地の食材をふんだんに
使い、長い間人々に愛され続けている、温かみのある味わい
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西村諒子先生のフランス郷土料理講座

美味しそうにできました

当日競技風景

世界大会作品
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菱野幼稚園 だより

ました！
り
ま
始
が
度
2014年

移動動物園

5

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

HISHINO KINDERGARTEN

12

◆かわいい動物たちが幼稚園にやって来ました。動物た
ちを撫でたり、抱っこしたり、餌をあげたりと楽しく過ごしま
した。

◆新入園児のみならず一学年ずつ大きくなった

◆直接触れあうことで、
動物たちの可愛さ、
温かさを実感

年中組、
年長組の子どもたちにとっても、
ドキドキわ

し、
そのやさしい眼差しに癒やされた一日となりました。

くわくのスタートです。

◆こうした経験を通し、同じ地球の仲間であること、大切

◆今年度も｢のびのびと明るく元気にがんばる子

な命であることを感じてほしいと思っています。

を育てる｣という教育目標に向かって、
みんなで力

誕 生 会
◆誰にとっても誕生日は特別な日！

取り訓 練
き
引
・
練
訓
避難
毎月

◆幼稚園では、
毎月この大切な誕生日を全員でお祝いしています。
◆舞台上では、
その月の誕生児が自分の名前
にとっては緊張する瞬間です。

2

◆また、
この日の午後には保護者による引き取り訓練も実施しました。
◆災害時には連絡手段も交通手段も寸断されてしまうかもしれませ
ん。万一に備え、
慌てず行動できるように普段から訓練しておくことはと
ても重要なことです。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

をみんなの前で言います。
それだけでも子ども

◆地震発生を想定し、
避難訓練を行いました。

6

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

を合わせていきたいと思っています。

◆今後も機会を設け行っていきたいと思います。

◆先生たちは、
お祝いにペープサートや手品
など趣向を凝らした出し物を披露します。

誕生会は一人一人の成長を
喜び合う日です。

す！
ま
い
て
て
育
夏野菜を

り
じゃが いも掘

6

12

み そ 汁 作り

6

13

◆年長組がじゃがいも掘りに出掛けました。
◆まずはスコップなどを使わず素手で挑戦！土の中から虫が出
てきても、
爪の中に土が入ってもめげることなく掘り続けます。
み
んな汗をかきながら収穫の喜びを味わうことができました。

55

◆毎日欠かさず水やりし、
収穫を楽しみにしています。
お世話をするのは年長さん

◆翌日は、
そのじゃがいもとナスを使ったみそ汁を作りまし

ですが、
年中組や年少組の子どもたちも野菜の成長に興味津々なようすです。

た。包丁を初めて持つ子も使い慣れている子もいますが、
全

◆｢ナスがずいぶん大きくなったね。｣とか｢トマトはまだまだ赤くならないね･･･｣など

員で分担して材料となる野菜を切りました。大きな鍋で作っ

子どもたち同士の会話の中にも野菜の話題が登場します。

たみそ汁は、
本当に美味しかったようです。

◆育てた野菜を収穫し食べた時の味は、
きっと格別なものとなるでしょう。野菜作り

◆こうしたひとつひとつの体験が子どもたちの生きる力とな

は、
食育のひとつでもあると考えています。

っていきます。
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菱野幼稚園

菱野幼稚園

◆毎年、
年長組の子どもたちが｢ナス･キュウリ･トマト｣の苗を植え、
育てています。
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マ ス コ ミ で 見 る 学 園 各 校 の 出 来 事
■■■■□□□□□□□□■■■

（2014.2.1～2014.6.30）

日付
2月9日

媒体

所属

中日新聞

学芸大

｢台湾国際学生デザインコンペティション 2013｣ で金賞を受賞 ＜デザイン学科 3 年 山口映美さん＞

2 月 17 日

中日新聞

学芸大

｢認知症予防｣ について講演

2 月 18 日

中日新聞

学芸大

2 月 19 日

雑誌 ｢クロワッサン｣
2/25 号

学芸大

11 日

＜栄養科学研究科 下方浩史教授＞

「ウィズエイジングで前向き人生」コメント ＜栄養科学研究科 下方浩史教授＞
健康長寿についてコメント

＜栄養科学研究科 下方浩史教授＞

「亀山郁夫さんと歩くソチ」＜亀山郁夫学長＞

3月3日

朝日新聞

外大

3月9日

中日新聞

外大

グローバルシンポジウム「ロシア文化の悲劇」の開催の様子が紹介された。＜亀山郁夫学長＞

3 月 14 日

中日新聞・朝日新聞
毎日新聞・読売新聞

外大

東京外国語大学との交流協定締結

3 月 15 日

テレビ東京
テレビ愛知

外大

佐藤隆太の地球元気「女性の地位向上をめざして」＜国際教養学科 佐藤都喜子教授＞

3 月 15 日

朝日新聞

3 月 20 日

中日新聞

外大

3 月 21 日

中日新聞

学芸大

3 月 26 日

毎日新聞

外大

「毎日大学フォーラム― グローバル人材の育成推進のための大学間連携」にパネリストとして出席＜亀山郁夫学長＞

中日新聞

外大

「モスクワ大への日本人学生百名派遣プログラム」報告会の様子が紹介された。＜外国語学部 4 年生 4 名＞

4月5日

まにら新聞

外大

「フィリピン大学に蔵書 1 万 3 千冊を寄贈」 ＜現代英語学科 津田守教授＞

4月8日

中日新聞

外大 / 学芸大

4月8日

中日新聞

外大

中部経済新聞
朝日新聞

外大

3 月 30 日

4 月 10 日
5月1日
4 月 12 日
5月7日

中日新聞・まにら新聞

学芸大

外大 / 学芸大

｢愛知（ここ）に人あり｣ にて遠藤英俊氏の恩師として紹介された。＜井形昭弘学長＞
「車いすの加藤さん卒業へ」＜国際ビジネス学科 4 年 加藤あすみさん＞
適切なカロリー摂取に役立つ ｢ヘルシープレート｣ について紹介された。＜管理栄養学部 山内惠子准教授＞

「ウチの学食」で ju：
（ユー）が紹介された。＜英米語学科 2 年 竹下文菜さん、子どもケア学科 3 年 浅井麻由さん＞
中日写真協会松阪支部主催の「クイーン松阪」に選出される。＜現代英語学科 3 年 石倉侑芽さん＞
「瀬戸のおみやげガイド作製」＜国際教養学科 横山陽二准教授とゼミ生 9 名＞
「比の大学にミニバン寄贈へ」＜現代英語学科 津田守教授＞
「すくすくねっとで卒論」＜管理栄養学部

学芸大

中日新聞

外大

「いまドキッ
！大学生」でフィリピンでの海外ボランティアが紹介された。＜英米語学科 宇治谷映子教授と学生 13 名＞

4 月 22 日

朝日新聞

外大

「ガルシア・マルケスを悼む」コメント ＜外国語学部 野谷文昭教授＞

日本経済新聞

外大

4 月 30 日

中日新聞

学芸大
外大

5月4日

まにら新聞

5月6日

読売新聞

学芸大

UCR 特別留学の帰国報告会の様子が紹介された。＜ 3.4 年生 9 名＞

外大

朝日新聞

外大

「異文化との接触のバロメーター」新語や造語についてコメント ＜日本語学科 中道真木男教授＞

5 月 18 日

日本経済新聞

外大

「リーダーの本棚」＜亀山郁夫学長＞

5 月 20 日

週刊エコノミスト

外大

ガルシア・マルケス氏についてコメント ＜外国語学部 野谷文昭教授＞

5 月 22 日

中日新聞

短大

｢不登校ひきこもりを理解する｣ 講演 ＜大原榮子教授＞

5 月 23 日

中日新聞

学芸大

5 月 23 日

中日新聞

短大

5 月 30 日

朝日新聞

外大

5 月 31 日

読売新聞

短大

6月1日

北海道新聞

外大

6月2日

中日新聞

外大

6月3日

中日新聞

学芸大

6月4日

中日新聞

外大 / 学芸大
外大

6月7日

中日新聞

学芸大

6 月 11 日

中日新聞

外大

6 月 13 日

週刊読書人

外大

6 月 19 日

中日新聞

6 月 27 日

中日新聞
日本経済新聞

7月3日
6 月 29 日

テレビ愛知

6 月 29 日

中日新聞

学芸大
外大
外大
学芸大

勤続40年
菱野幼稚園／園長

勤続10年
大島 泰子

名古屋ファッション専門学校／校長

｢第 12 回中映協映像コンテスト｣ 学生部門で ｢二人静｣ が大賞を受賞 ＜映像メディア学科４年 栗城雪菜さん＞
｢春日井建さん 没後１０年｣ 展覧会開催 ＜春日井建 名誉教授＞
伊藤伊世奈さん、永脇稚佳子さん＞

G7 サミットに関するコメント ＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞
「街風新風」でコメント ＜英米語学科 3 年 髙田廉さん＞
公開講座 ｢映像時代の新しい言語フォトとムービー｣ を開催 ＜映像メディア学科 西宮正明教授＞
立川志の春氏 英語落語＆ブックパーティー開催 ＜図書館＞

井後 治子

勤続30年
大矢 芳彦
名古屋学芸大学短期大学部／教授 伊藤 俊男

「ひるおび」 G７サミットに関するコメント ＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞
一般公募部門でノミネートされた作品 ｢休日映画 2009-2013｣ が ｢イメージフォーラム・フェスティバル 2014｣ にて上映
＜映像メディア学科 齋藤正和講師＞
W 杯開幕についてのコメント ＜留学生 ペリン・ジェラールさん＞
「ガルシア・マルケスを語る」 柳原孝敦氏との対談 ＜外国語学部 野谷文昭教授＞
学生創作デザイン名古屋みやげ「NAGOYA みやげ VISION 展」にて展示

勤続20年
稲福 善男
原田 邦彦
名古屋外国語大学／教授 高瀬 淳一
名古屋学芸大学／教授 ミッシェール モローネ
法人／経理課長 山口 幸久
法人／入試システム課係長 日置 博人
名古屋外国語大学／教授
名古屋外国語大学／教授

浅野 輝子
名古屋外国語大学／准教授 鶴本 花織
名古屋学芸大学／教授 塚原 丘美
名古屋学芸大学／准教授 黄 ロビン
名古屋学芸大学／准教授 金 昌郁
名古屋学芸大学／准教授 尹 成濟
名古屋学芸大学／准教授 近森 けいこ
名古屋学芸大学／講師 間崎 剛
名古屋学芸大学／講師 石原 貴代
名古屋学芸大学短期大学部／短大部長 黒澤 宣輝
名古屋外国語大学／准教授

名古屋外国語大学／教授

「アメリカ手話」の授業が紹介された。＜英語教育学科＞

ナンシー・ハドソン（Nancy R. Hudson）

永年勤続表彰者

新幹線の車両デザインについて紹介 ＜メディア造形学部長 木村一男教授＞

中日新聞

CBCテレビ

名誉博士称号授与

｢高校ファッションデザインコンテスト2014｣ の作品募集 ＜ファッション造形学科＞

5月8日

6月6日

加藤 素子
名古屋学芸大学短期大学部／グローバルビジネス系長・モデル主任・教授（特任） 望月 達彦
名古屋学芸大学短期大学部／生活デザイン系長・デザインモデル主任・教授（特任）

フィリピン台風に関する緊急調査・研究事業に採択される ＜現代英語学科 津田守教授＞

5 月 17 日

水谷 修

安藤 直
名古屋学芸大学／メディア造形学部デザイン学科兼大学院メディア造形研究科教授（特任） 岡本 滋夫
名古屋学芸大学／ヒューマンケア学部子どもケア学科教授兼大学院子どもケア研究科教授 平井 タカネ
名古屋学芸大学／ヒューマンケア学部子どもケア学科教授兼大学院子どもケア研究科教授 堀内 久美子
名古屋学芸大学／ 管理栄養学部管理栄養学科准教授 野村 幸子
名古屋学芸大学／客員教授 健康・栄養研究所長（大学院栄養科学研究科元教授） 足立 己幸

名古屋学芸大学／元UCデービス校教授

JALと連携し、ツアー商品共同開発 ＜旅行業界研究グループ＞

学内の禁煙ポスターコンテストで最優秀賞、優秀賞を受賞 ＜卒業生 ( 受賞時は 2 年 )

国際コミュニケーション研究所長

名古屋学芸大学／メディア造形学部ファッション造形学科教授

安達内美子講師＞

中日新聞

4 月 22 日

6 月 19 日

武藤 ナンシー
名古屋外国語大学／英米語学科教授 森川 正博
名古屋外国語大学／総合教養教授 黒田 十三
名古屋外国語大学／国際ビジネス学科教授 稲福 善男
名古屋外国語大学／国際ビジネス学科教授 水野 積成
名古屋外国語大学／英米語学科教授

名古屋外国語大学／日本語学科教授

4 月 18 日

4 月 26 日

名誉教授称号授与

記事内容等

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部
キャリアサポートセンター参与 森本

富田 純嗣
法人／理事・評議員 志村 攻

健

名古屋製菓専門学校／教員

＜デザイン学科ビジュアルコミュニケーションデザインコース 4 年生＞
全国の７外国語大学「全国外大連合｣ を結成
「日曜なもんで！」

（2014年3月31日時点での所属・職名で記載／順不同、
敬称略）

マスコミ・エアラインの業界研究グループの紹介 ＜日本語学科 3 年 堀 愛実さん＞

公開講座 ｢映像時代の新しい言語 フォトとムービー｣ で講演 ＜映像表現研究所長 西宮正明教授＞

※この他にも学園各校は、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌をはじめとする多数のメディアで取り上げられています。
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C A L E N D A R

2013 年度 中西学園
名古屋外国語大学
入学式…………………………
１期授業開始…………………
１期授業終了…………………
学生夏期休暇…………………
１期末卒業式…………………
２期授業開始…………………
合同祭…………………………
学生冬期休暇…………………
２期授業終了…………………
学生春期休暇…………………
卒業式…………………………

名古屋学芸大学大学院
2014年 4月 1日（火）
2014年 4月 11日（金）
2014年 7月 25日（金）
2014年 8月 2日（土）～ 9月18日（木）
2014年 9月 13日（土）
2014年 9月 19日（金）
2014年 10月 25日（土）～ 26日（日）
2014年 12月23日（火）～ 2015年1月4日（日）
2015年 1月 19日（月）
2015年 1月 27日（火）～ 3月31日（火）
2015年 3月 22日（日）

2014年 4月 3日（木）
2014年 4月 11日（金）
2014年 7月29日（火）
2014年 8月 1日（金）～ 9月15日（月）
2014年 9月 17日（水）
2014年 9月 19日（金）
2014年 10月 25日（土）～ 26日（日）
2014年 12月 29日（月）～ 2015年1月3日（土）
2015年 1月 24日（土）
2015年 3月 21日（土）～ 31日（火）
2015年 3月 20日（金）

NSC

名古屋外国語大学大学院
入学式…………………………
１期授業開始…………………
１期授業終了…………………
学生夏期休暇…………………
１期末修了式・２期入学式…
２期授業開始…………………
合同祭…………………………
学生冬期休暇…………………
２期授業終了…………………
学生春期休暇…………………
修了式…………………………

入学式…………………………
前期授業開始…………………
前期授業終了…………………
学生夏期休暇…………………
前期末学位記授与式…………
後期授業開始…………………
合同祭…………………………
学生冬期休暇…………………
後期授業終了…………………
学生春期休暇…………………
学位記授与式…………………

2014年 4月 1日（火）
2014年 4月 11日（金）
2014年 7月 18日（金）
2014年 8月 1日（金）～ 9月13日（土）
2014年 9月 13日（土）
2014年 9月 19日（金）
2014年 10月 25日（土）～ 26日（日）
2014年 12月 27日（土）～ 2015年1月4日（日）
2015年 1月 9日（金）
2015年 1月 24日（土）～ 3月31日（火）
2015年 3月 22日（日）

ＮＳＣ合同入学式……………
ＮＳＣ合同学園祭……………
ＮＳＣ合同卒業式……………

2014年 4月 9日（水）
2014年 11月 1日（土）～
2015年 3月 18日（水）

名古屋ファッション専門学校
学生夏期休暇………………… 2014年 8月 11日（月）～

入学式…………………………
前期授業開始…………………
前期授業終了…………………
学生夏期休暇…………………
後期授業開始…………………
合同祭…………………………
学生冬期休暇…………………
後期授業終了…………………
学位記授与式…………………

2014年 4月 3日（木）
2014年 4月 11日（金）
2014年 7月29日（火）
2014年 8月 9日（土）～16日（土）、23日（土）
2014年 9月 19日（金）
2014年 10月 25日（土）～ 26日（日）
2014年 12月 29日（月）～ 2015年1月3日（土）
2015年 1月 24日（土）
2015年 3月 20日（金）

学生夏期休暇………………… 2014年 8月 8日（金）～

9月6日（土）

名古屋栄養専門学校
8月29日（金）

名古屋製菓専門学校
学生夏期休暇………………… 2014年 8月 9日（土）～

9月12日（金）

菱野幼稚園
１学期始業式…………………
入園式…………………………
１学期終業式…………………
２学期始業式…………………
運動会…………………………
作品展覧会……………………
２学期終業式…………………
３学期始業式…………………
遊戯会…………………………
卒園式…………………………
修了式…………………………

2014年 4月 7日（月）
2014年 4月 9日（水）
2014年 7月 18日（金）
2014年 9月 1日（月）
2014年 10月 11日（土）
2014年 11月 8日（土）～ 9日（日）
2014年 12月 22日（月）
2015年 1月 7日（水）
2015年 2月 5日（木）～ 10日（火）
2015年 3月 18日（水）
2015年 3月24日（火）

編集後記

表紙の言葉
今回の表紙は2013年台湾国際学生デザインコンペで金賞を受賞した名古屋学芸大
学メディア造形学部デザイン学科VCD4年山口映美さんの作品です。
今回のデザインコンペは「見る・聴く」をテーマに世界37カ国、3890点の応募から
ポスター部門で金賞を受賞しました。
コンクリートの上にクジラや人の形の水滴を配し、地球から水が干上がってゆく状
況を表現し、「足下をよく見ろ」とメッセージを入れ、地球温暖化を警笛する思いを
込めた作品です。
名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科 小谷恭二

9月12日（金）

名古屋総合デザイン専門学校

学生夏期休暇………………… 2014年 8月 7日（木）～

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部

2日（日）

今号のナプレのテーマは「つなぐ」。活動8年目を迎えた「Canteen」、6年目の
「マスコミ業界研究グループ」。先生から学生に。先輩から後輩に。大学から地域や
企業に。日本からフィリッピンに。そして留学先に。学芸大学にサービスラーニング
センターが開設され、外国語大学で「全国外大連合」が結成され、「東京オリンピッ
ク・パラリンピックにおける連携協定」に両大学が参加し、人の輪、大学の輪がつな
がりを広 げています。そのような活動を紹介しました。
ナプレについて、ご意見、ご要望などがありましたら、編纂委員会までお知らせく
ださい。

学校法人 中西学園
NSC

名古屋外国語大学・大学院

〒470-0197 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-74-1111 FAX：0561-75-1723

http://www.nufs.ac.jp/

名古屋学芸大学・大学院

〒470-0196 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-75-7111 FAX：0561-73-8539

http://www.nuas.ac.jp/

名古屋学芸大学短期大学部

〒470-0196 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-75-7111 FAX：0561-73-8539

■発行所
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http://www.nakanishi.ac.jp/

〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目9番6号

http://www.nsc.ac.jp/
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TEL：052-241-7381
FAX：052-242-2746

■名古屋栄養専門学校
TEL：052-251-7392
FAX：052-265-0502

■名古屋総合デザイン専門学校
TEL：052-261-8944
FAX：052-243-3976

■名古屋製菓専門学校
TEL：052-265-0509
FAX：052-265-0719

菱野幼稚園

http://www.nuas.ac.jp/
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