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名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

井形昭弘学長が東海テレビ文化賞を受賞
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

「日中大学生討論会」を初開催
両国 8 大学の学生による『日中大学生名古屋宣言』を発表

井形名古屋学芸大学長が第 47 回東海テレビ文化賞を受
賞されました。同賞は、社会、文化、学術、産業などの分
野で功績があった東海 3 県在住の個人や団体を顕彰するた
め、東海テレビ開局10 周年の昭和 43 年
（1968 年）に制定さ
れ、井形学長の「奇病・難病の原因解明と介護保険の導入
など多大な社会貢献」
に対して顕彰されたものです。表彰式
は、2015 年11月17日に、東海テレビ本社で行われました。
受賞理由は次のとおりです。

名古屋外国語大学から参加した
石坂俊男さん

〈奇病・難病の原因解明と、介護保険の導入などで多大な社会貢献〉
東大医局時代の昭和 36 年に埼玉県戸田市で相次いだ奇病「戸田病」（亜急性脊髄視神経末梢神経症、スモン）の原
因が、ウイルス感染ではなく整腸薬キノホルムであることを突き止める。この我が国最大の薬害事件となったスモン病の

語大学からは、外国語学部中国語学科 4 年の石坂俊男さん

創する― 若者の視点から―」
（主催：名古屋外国語大学・

が参加しました。討論会では、まず両国の間に横たわる歴

被害者救済は、その後頻発する薬害被害者の救済制度創設のきっかけになった。鹿児島大学時代の昭和 63 年には、

名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンター・日中友

史認識をはじめ、経済力、軍事力などについて、率直な意

好 99人委員会）が開催されました。初となった今回の開催

見を述べ合いました。そして、改善策として、漫画やアニメ、

は、日中の未来を担う両国の大学生が一堂に会し、日中関

食、スポーツなどによる交流の促進。また、互いの言語を

係の現状や課題について率直な意見交換を行い、未来に向

学ぶ若い世代が、両国の架け橋になっていこうと語られま

点となる礎を築いた。また、脳死を人の死と認めるかどうかを検討した「臨時脳死及び臓器移植調査会」
（脳死臨調）

けた『日中大学生名古屋宣言』を発表することに主眼を置

した。

の委員を務めた他、厚生労働省の社会保障審議会老人福祉部会長として、介護保険の仕組みづくりと制度導入に尽力

討論会後に公表された『日中大学生名古屋宣言』では、

いています。
亀山郁夫学長による開会の

日中関係が重要であるという共通認識に至り、様々なレベル

挨拶でスタート。開催の目的とともに開催実現にご尽力をい

での交流が必要であること。特に若者が果たす役割が大き

ただいた関係者の方々への感謝が伝えられました。基調講

く、私たちが若い世代の交流拡大に努め、日中関係改善の

演は、前駐中華人民共和国全権大使を務められた丹羽宇一

ために寄与することを力強く宣言。会場は拍手でつつまれま

郎氏が「アジアと世界における日中関係の在り方」をテーマ

した。

当日は、名古屋外国語大学

成人T 細胞白血病ウイルスが免疫細胞と神経系を侵す難病のHAM（ハム）を発見、この世界的な功績により、野口英
世記念医学賞を受賞した。さらに高齢化社会への取り組みのため、愛知県大府市に国立長寿医療センター設立の構想
が持ち上がった際、けん引役として平成 5 年に国立療養所中部病院長に就任、老化のメカニズム研究など老年医学の拠

するなど、高齢化社会に備えるための土台作りに多大な貢献をした。
また高齢化社会では
“健康寿命”を伸ばすことが大切で、その上で尊厳死が認められなければならないと一石を投じ
た。平成 19 年に日本医師会のガイドラインができたが、法制化をめざし活動している。
〈略歴〉

締めくくりとなった閉会の挨拶では、名古屋外国語大学の

昭和29年

東京大学医学部医学科卒業

平成 6 年

日本医師会医学賞

時代。特に若者の力が政・官を動かす時代。だからこそ、

玉井俊紀副学長から、このシンポジウムを契機に両国の関

昭和40年

東京大学医学部神経内科助手

平成 9 年

あいち健康の森健康科学総合センター長

こうした機会が意義深く、今後も継続してもらいたい」との

係改善が進むことを期待したいという旨の話があり、初の開

昭和46年

鹿児島大学医学部教授

平成12年

勲二等旭日重光章

言葉もありました。

催となった大学生討論会は滞りなく終了しました。

平成14年

名古屋学芸大学学長

に語ってくださいました。その中で、
「今日の世界は、民の

（59年同付属病院長、
62年同学長）

平成19年

中日文化賞

平成 4 年

紫綬褒章

平成24年

第13回日野原重明賞

Ｓ

平成 5 年

国立中部病院長／武田医学賞

Ｓ

野口英世記念医学賞

Ｎ

平成元年

Ｎ

メインとなる学生討論会「日中の若者はどう思うか」には、

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

日中それぞれから計 8大学の学生代表が出席。名古屋外国

日中関係の未来を共

2015 年10月17日、ホテル名古屋ガーデンパレスにて、国
際シンポジウム「日中大学生討論会

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

『日中大学生名古屋宣言』を読み上げる日本代表の名古屋
外国語大学 石坂俊男さん、中国代表の北京外国語大学
鄭吉詩さん

Ｃ

Ｃ
開催の目的を語る亀山郁夫学長
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丹羽宇一郎氏による有意義な基調講演

200 名以上の参加者で一杯となった会場

Feb.2016 Vol.80
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学校法人 中西学園 創立70周年記念式典

創立 70 周年の節目を祝う記念式典・祝賀会を開催
1人ひとりの学生を大切にする教育と研究の深化に向けて
努力を誓う 
―記念式典―
2015 年12月5日（土）
、学校法人中西学園創立 70 周年記念式典が名

歓談のひととき

古屋東急ホテルで、来賓、招待者、卒業生及び保護者並びに教職員、

会場に華を添えた名古屋外国語大学フィルハーモニー管弦楽団

学生など約 300 名が出席し、盛大に執り行われました。
式典は、中西克彦理事長による理事長式辞で開式。まず、ご列席の
方々に対するお礼の言葉で始まった式辞では、中西泉先生の創立した

しめやかに物故者を追悼「創立 70 周年物故者慰霊祭」を開催

『すみれ洋裁学院』は女性の地位向上、役割の高まりを予測し、女子
教育のための学校として誕生したことが語られました。さらに、今日の
学園があるのも、ご列席の皆様のおかげであると感謝の言葉が述べら
れました。そして、学園の歩みは、新しい時代を予測し、新しいことに

式辞

晴天に恵まれた 2015 年12月12日。覚王山 日泰寺にて、

中西克彦理事長

「創立 70 周年物故者慰霊祭」が執り行われました。今回の

挑戦してきた歴史であること。これからも過去の経験を踏まえ、新しい

慰霊祭は、ここ10 年間にご逝去された学園関係者を追悼す

ことを大胆に進めていく学園でありたいと、今後への思いを語りました。

るための祭儀です。当日は、ご遺族や学園関係者、約 300
名が参列し、今は亡き方々を偲びました。

来賓、馳浩文部科学大臣、大村秀章愛知県知事、大沼淳日本私立
大学協会会長からの祝辞ではお祝いの言葉に加え、学園関係者の教育

慰霊祭は、恒川孝司 常務理事・法人事務局長の開式の

に対する熱意や努力に敬意を表すること、学園のさらなる発展を祈念す

辞で始まり、導師入堂、三拝一同合掌礼拝へ、粛々と進行

ることなどが述べられました。
式典に華を添える記念演奏は、日本を拠点に活躍するロシア人ピアニ

謝辞

していきました。

恒川孝司常務理事

追悼の辞では、中西学園を代表し、中西克彦 理事長が

スト、イリーナ・メジューエワ氏によるピアノソロ。優雅なピアノの音色

慰霊の気持ちを表しました。その中では、
「これまでの学園

が会場を包み、式典を華やかに彩りました。

の発展を振り返る時、学園に在職在籍された物故者の方々

式典の締めくくりに恒川孝司常務理事・法人事務局長から、感謝の言

のご功績、ご努力を改めて思い起こします。物故者の方々

葉とともに、今後も実直に建学の精神に沿って教育を進め、皆様のご支

は、ご家族にとって大切な方々であるとともに、おのおのの

援に応えたいとの謝辞がありました。70 周年の節目を祝う式典は、滞り

学校、学園全体にとってもかけがえのない方々でした」と語

なく閉式の運びとなりました。

り、物故者の方々への感謝の気持ちを伝えました。
記念演奏

イリーナ・メジューエワ氏

学園の成長の歴史を振り返り、創立70周年を祝う

その後、脇導師尊湯尊茶、大導師香語、そして読経が始

―祝賀会―

式典終了後、
『記念祝賀会』が開催されました。

まりました。厳粛な読経が続く中、まずは中西理事長が焼

慰霊の言葉を捧げる

理事長

参列者の方々の焼香、読経が終わり、導師退堂。恒川常
務理事による閉会の辞は、参列者の方々へのお礼の言葉で
結ばれました。
しめやかに執り行われた「創立 70 周年物故者慰霊祭」。

香へ。引き続き、亀山郁夫 名古屋外国語大学長、井形昭

物故者の方々に対する追悼の気持ちに包まれながら、荘厳

弘 名古屋学芸大学長、恒川常務理事、そしてご遺族、学

な祭儀は滞りなく終了しました。

園関係者が順に焼香へと向かいました。

亀山郁夫名古屋外国語大学長の挨拶で開会。
萩野幸三日進市長の来賓祝辞に続き、学園の歴史を振り返る『70 年
間の思い出』は、中西冨美子名古屋学芸大学短期大学部名誉教授が 70
年間の足跡を紹介。すみれ洋裁学院開校時、自らポスターを作り、貼っ
て歩いた思い出などのエピソードがユーモアを交えて語られ、会場が笑
い声に包まれ和やかな雰囲気が深まりました。
その後、井形昭弘名古屋学芸大学長の乾杯の挨拶。歓談のひととき
では会場のあちらこちらで思い出話に花が咲いていました。
歓談の合間には、2014 年 10月に発足した名古屋外国語大学フィル
ハーモニー管弦楽団が演奏を披露。亀山学長自らも加わり、祝賀会に
華を添えました。
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「70 年間の思い出」を語る中西冨美子名誉教授

追悼の意を込めて焼香を行う参列者

厳粛に進む慰霊祭

Feb.2016 Vol.80
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名古屋外国語大学国際交流
協定校一

覧

NUFS Partner Institutions
●アイルランド

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

リメリック大学
●ベルギー
ブリュッセル外国語大学

●中国

●カナダ

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

トロント大学
モントリオール大学
メディスンハットカレッジ
アルゴマ大学
セルカークカレッジ
レスブリッジ大学
ユーコンカレッジ

●台湾
NEW

●フランス

文藻外語大学
銘伝大学
国立台湾大学
●韓国

マッコーリー大学
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

釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学
●ベトナム
ベトナム貿易大学
ベトナム国家大学ハノイ
外国語大学

NEW

【次世代を担う若者による国際会議、11／18
～11／21 バンコク】に本学代表として参加
した、相崎実紗さんによるレポートです。

ロシアという国をもっとたくさんの人に知ってもらいたい。これ
この事業に参加するまで、ロシアについての知識がほとんどありま

と感じた方が多かったのではないでしょうか。今回のサ

シコ料理が主流です。メキシコ料理をテキサス風にアレンジした料

せんでした。しかし、ロシア人学生招聘、日本人学生派遣の二つの

ミットで気付いたのは、190カ国以上の代表者が誰もがテ

理
「テックスメックス」のレストランが沢山あり、とても美味しく、メ

事業を通し、ロシアの人々と交流することによって、少しですがロシ

ロについていかに対処するべきなのか議論していた事で

キシコの影響が強いテキサス・サンアントニオの特色を、料理から

アの文化、歴史などについて知ることができました。今回私が経験

す。テロだけでは無く地球温暖化や貧困を含め世界の

感じることができます。

したことを周りに積極的に発信し、人々がロシアに興味を持つきっ

直面する多くの問題が世界規模の団結を必要としていま

かけになったらと思います。また、今後もロシアの友人と交流を続

す。私たちのような先進国の人間は問題を作っている当

け、さらなる信頼関係を築いていきたいです。

事者とも言えます。そして解決する義務がある。まずは他

Ｎ

小林龍治）



（国際ビジネス学科3 年

山本捺未）

人事と思わずに考える事、言語だけでなくその背景にあ
して大きな前進である、と今回強く感じました。
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大阪城前にて

モスクワ大学 ISSA 前にて

2015年度出発海外派遣留学生数 397名

相崎実紗）

RECORD OF VISITORS
来訪日

バンコク各地で見られた OYW の広告 日本代表団との記念撮影

機関名

来訪者名

6月26日

グリフィス大学（オーストラリア）

レベッカ・コーツェン氏

7月23日

リール第 3 大学（フランス）

リチャード・デイヴィス氏

10月13日・14日

ディズニー国際カレッジ（アメリカ） イベッテ・ノーザン氏

カリフォルニア大学
10月13日・14日
リバーサイド校

マイケル・クルス氏

10月14日

オカナガン大学（カナダ）

ジム・ハミルトン氏、
ラッセル・ボリス氏

10月20日

ノーサンブリア大学（イギリス）

アレハンドラ・ビセンシオ氏

10月27日

デンバー大学（アメリカ）

ルーク・ボードワン氏

11月4日

パシフィック大学（アメリカ）

レスリー・ハリック氏、
スティーブン・プラッグ氏

11月5日

サンノゼ州立大学（アメリカ）

ゲイル・ルー氏

11月9日

アルゴマ大学（カナダ）

ジョアンヌ・エルビー氏

11月9日

セントローレンス大学（カナダ）

セサー・バルブエナ氏

11月10日

サザンオレゴン大学（アメリカ）

メアリー・ガーデナー氏

11月11日

トロント大学（カナダ）

クリストファー・チップマン氏

11月12日

ノースアイランドカレッジ（カナダ） ケーシー・マティス氏

11月17日

セルカーク大学（カナダ）

11月20日

セントラルランカシャー大学
（イギリス）

12月4日
ディープディッシュピッツア

ニュージーランド… …  6 名
メキシコ………………  1 名
フランス……………… 14 名
中国……………………  5 名
台湾……………………  1 名

カリフォルニア州立大学
ベーカーズフィールド校

Ｃ

Ｃ

（英米語学科 4 年

タコス

バドミントン大会にて

アメリカ… …………… 95 名
カナダ………………… 57名
イギリス……………… 22 名
アイルランド… ………  2 名
オーストラリア… …… 21 名

Ｓ

Ｓ

る文化を学んでいく事で世界に興味を持つ事は第一歩と


2015 年度 2 期出発 留学先国別人数

Ｎ

しかし、私が居るテキサスはメキシコとの国境の州であり、メキ

（英米語学科2 年

壮行会

1 期出発学生と合わせ、今年は約 400 名の学生が海外へ
派遣されました。

フランスで起きた同時多発テロ、もう他人事では無い

ます。

生活をスタートしています。

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大学
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
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

は、私がロシアミッションに参加して一番強く思ったことです。私は

料理は、その地域を知ることのできる素晴らしいものだと思い

お言葉をいただきました。学生達は大きな期

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

ディッシュピッツァという分厚いピッツァがお気に入りです。

NEW

One Young World 2015
in Bangkok

【8／22～8／28日本国内各地、9／6～9／12 モスク
ワ・ペテルブルグ】に本学代表として参加した、山本捺
未さんによるレポートです。

フードや、南部のソウルフードのイメージでしょう。私は、ディープ

ました。7月22日には、亀山学長から激励の

それぞれの留学先へ旅立ち、現地での留学

ノースアイランドカレッジ
セントローレンスカレッジ
オカナガンカレッジ

グアダラハラ自治大学

2015 ロシアミッション青年交流事業

アメリカの料理と言えば、ハンバーガーやピッツァなどのファスト

NEW

●メキシコ

マッセイ大学
ワイカト大学

テキサス大学サンアントニオ校に留学中の、英米語学
科・小林龍治さんからのレポートです。

今学期は 224 名の学生が海外留学へ出発し

待と少々の不安を胸に、8月から11月にかけて

サザンオレゴン大学
パシフィック大学
デンバー大学
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
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

NEW

●ニュージーランド

アメリカ編≫

2016年1月現在

海外留学生出発

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

≪おいしい話

NEW

●オーストラリア

84大学

2015 年度 2 期

●アメリカ
NEW
NEW

パリ第 7 大学
トゥールーズ・ミライユ大学
アンジェカトリック大学
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
トゥールーズカトリック大学

海外留学生

協定校

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

●イギリス

Nagoya University of Foreign Studies

シャナ・ラブラー氏
天野貴子氏
フランシスコ・ゴンザレス氏
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名古屋外国語大学国際交流

Nagoya University of Foreign Studies

FALL SEMESTER 2015

受入れ留学生

117名の留学生

世界19か国・地域から

メディア造形学部ファッション造形学科

フランスのパリにあるアカデミー・インター

作陶

ナショナル・ド・クープ・ド・パリに 2015 年 9月

日本文化、国際ビジネスを学んでいます。
（2015 年12月現在）

3年

大久保 奈々子さん

考え方が違うため、質問する内容も違い、と
ても刺激的です。

から留学しています。この学校のレディースモ

休日はできるだけ外に出て、1日も無駄にし

デリストの9か月間のコースには、3ヶ月間ずつ

ないように過ごしています。パリの町並みはと

の平面製図、立体裁断、企業研修というカリ

ても綺麗で、どこを写真におさめても絵にな

キュラムが設けており、最初の平面製図の授

るので散歩を楽しんだり、美術館や写真展に

業が始まってから2ヶ月経ちました。引き方や

足を運び、芸術に触れて感性を磨いたりする

31人

ベルギー

3人

チリ

1人

中国

22 人

カナダ

2人

インドネシア

1人

オーストラリア

15 人

ポーランド

2人

ポルトガル

1人

イギリス

13 人

スウェーデン

1人

キプロス

1人

寸法の測り方、定規の使い方までも日本とは

など、たくさんのものを見て吸収しています。

フランス

13 人

ブルガリア

1人

イタリア

1人

異なるので驚くことばかりですが、すべてが

私は学生寮に住んでいるため、寮の人と一緒

新鮮でやりがいを感じ、日々集中して取り組

にハイキングに行ったり、ほかに語学向上を

むことが出来ています。クラスの生徒は世界

兼ねてイベントに参加をして、人脈を作ったり

の各国から集まり、フランス語以外にも様々

できるだけ人と話し視野が広がるように積極

な言語が飛び交っています。休憩時間やラン

的に行動しています。この留学で自信を持っ

チタイムにはそれぞれの文化の違いについて

て帰国できるように、今後も勉学に励みより

話したりするなど、パターンの技術のほかによ

多くのことを学べるように活動していきたいと

り多くの知識が増えました。それぞれ見方や

思います。

台湾

4人

ベトナム

1人

韓国

3人

フィリピン

1人

習字

生け花

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」を
実施しています。今年 8月から12 月にかけて開講された文化実習を紹介します。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

アメリカ

日本語教育センター

（2015 年11月10日報告）

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

海外危機管理セミナーを開催
そば打ち体験

五平餅づくり体験

坐禅体験

産業技術記念館見学

名古屋学芸大学では毎年、学外から専門家をお招きして、教職
員向けに海外危機管理セミナーを開催しています。本年度は9月3日
（木）に日本アイラック株式会社の山下寿人様を講師にお招きして、
最近のイスラム国や新型感染症の危機について説明を受けました。
今回、本学の海外研修担当教職員 23 名が参加し、真剣に耳を傾
けました。日本アイラックは、本学及び名古屋外国語大学が危機管

常滑市散策

茶道体験

Hello NUFS!

東山閣（京都・奈良研修旅行）

防災体験

協定校からの留学生として、日本語教育センターで勉強している
ニコラス J. マッキューワンさんが、出身大学の紹介をしてくれました。

す。キャンパスは５個あり、経済学部や法学部や教育学部や言語学部などが

オーストラリアのグリフィス大学から
来たニックです。

私のキャンパスの名前はネーソンという名前で、森の中にありま

英国ボーンマス芸術大学より国際交流担当者が来学
10月26日、英国ボーンマス芸術大学より国際交流を担当されて
いるChizu Frankishさんが来学されました。ボーンマス芸大には、
過去に本学から合計3名が留学しています。また2013年11月には、
国際交流協定を締結しています。2014 年 9月から1年間、同大に留

思います。また、クラブやサークルなどがいっぱいあります。最近

学したメディア造形学部ファッション造形学科 4 年の小山友梨子さ
んも会合に同席しました。彼女は Chizu Frankishさんに現地でお

ら賞を与えられました。
オーストラリアの学び方は日本と違うので、色々な勉強方法を

世話になり、今回の来学では、留学時の話題で、会話が盛り上が

経験できるはずです。是非ブリズベンに来たらこの大学に来てみ

りました。日本人が現地の大学で学ぶ場合、多くの方のサポートを

(Nicholas J. McEwan)
※写真提供は、現在留学中の国際ビジネス学科 2 年柳生ゆかりさん＆国際教養学科 3 年高山慶成さん。
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Ｃ

Ｃ

す。だから、空気が澄んでおり気持ちがよく、とてもいい大学だと

てください。お待ちしております。

Ｓ

Ｓ

あって、勉強できることが多いと思います。

みなさん、こんにちは ！

理サービスについて契約をしている会社です。

Ｎ

Ｎ

グリフィス大学は、オーストラリアのクインズランド州のブリズベンにありま

グリフィス大学の言語学部がAustralian Financial Review か

07

この制度を使って学んでいる学生の留学滞在記を掲載します。

留学報告

挑戦しています！

程留学生18名の計117名の外国人留学生が在籍し、日本語・

本学には、休学せず半年から 1 年間、海外の教育機関で学ぶことのできる海外留学制度があります。
また海外危機管理セミナー開催と提携校からの国際交流担当者の来学についても報告します。

こういうことにも

NUFS には、交換留学生の 99 名と大学院・学部の正規課

Nagoya University of Arts & Sciences

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

留学生の作品

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部 国際交流課

得ているわけです。ボーンマス芸大は、ロンドンの南西部沿岸にあ
り、ファッション、映像、デザイン等の学科があります。

Feb.2016 Vol.80
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CAREER SUPPORT

就

職

情

報

名古屋外国語大学
2015 年度（4 年次生）就職状況

インターンシップ 2015 夏期研修

▶▶インターンシップで、就活スイッチ ON！

2015 年度は、採用日程の大幅な変更があり、一部で不安視もされましたが、求人状況は全体的に好調で、1月現在、内定率
は昨年と遜色ない水準に来ています。エアライン業界では、客室乗務職をはじめ今年度も多くの（65 名）内定実績となり、旅
行、ホテルメーカー等、業界を代表する企業からも内定が出ており、充実度はさらに高まっています。

合わせて62 名と、就職活動日程の変更に大きく左右される事なく、無事実施されました。

おもな内定先企業（2016 年1月現在）

講座を経て、夏期休暇中の実習に臨みました。そして、実習後の成果報告会では、各々の

航空

●日本航空 ●全日本空輸 ●ジェイエア
● JAL スカイ ● JAL スカイ大阪 ● K スカイ
●ドリームスカイ名古屋 ● ANA エアポートサービス
● ANA 中部空港 ● ANA 関西空港
●中部国際空港旅客サービス 他

運輸

●日本通運 ●フジトランスコーポレーション
●東陽倉庫 ●名港海運 ●伊勢湾海運 ●名港海運
●愛知海運 ●キムラユニティー ●福山通運
●センコー ●山九 ●東日本旅客鉄道（JR 東日本）
●中日本高速道路（NEXCO 中日本） 他

メーカー

金融・保険

●三菱東京 UFJ 銀行 ●三井住友信託銀行
●ゆうちょ銀行 ●大垣共立銀行 ●百五銀行
●岡崎信金 ●豊田信金 ●瀬戸信金 ●中日信金
●半田信金 ●大垣信金 ●野村證券 ●岡三証券
●東海東京証券 ●みずほ証券 ●東京海上日動火災保険
●あいおいニッセイ同和損害保険 ●第一生命保険 他

サービス

●日本郵便 ●イーオン ● ECC ● GABA ●平安閣
●ベストブライダル ●高見 ●平安閣
●テンプスタッフ・ピープル ●ブラス ●ブライズワード
●テイクアンドギヴ・ニーズ 他

公務

●財務省（名古屋税関）●半田市役所 ●長久手市役所
●各務原市役所 ●瑞浪市役所 ●警視庁 ●愛知県警
●岐阜県警 他

●ジェイアール東海ホテルズ（マリオットアソシア）
●名古屋ヒルトン ●ナゴヤキャッスル
●ホテルグランコート名古屋 ●名鉄グランドホテル
●ミリアルリゾートホテル
●相鉄ホテル（横浜ベイシェラトン＆タワーズ）
●グランビスタホテル＆リゾート
●ホテル日航ハウステンボス 他
● NHK 大分 ●マイナビ ●中広 ●中日アド企画
●ひまわりネットワーク ●フレックス ●トランス・コスモス
●トヨタ自動車 ●デンソー ●アイシン精機
●アイシン・エィ・ダブリュ ●日本特殊陶業
●ヤマザキマザック ● DMG 森精機 ●新東工業
●オーエスジー ●ホーユー ●山崎製パン ●アイホン
●エフ・シー・シー ●キーエンス ●トリニティ工業
●林テレンプ ●ニデック ●オリバー ●矢崎総業
●豊田バンモップス 他

教職

他

建築・
その他

体験を発表し合い、他の研修先の情報についても皆で共有することができました。また報
告会では 16 名の学生が運営スタッフとして進行係、司会、タイムキーパーを担当しました。
最後に、阿部彰彦担当教授が参加学生に修了証書を手渡し、労をねぎらいました。参加し
た学生達からは、インターンシップ研修を通して、成長できたという声が多く聞けました。
今年度より変更となった、就職活動日程に合わせて、引き続き冬・春の実施にも力を入
れていく方針です。
おもな研修先（2015 年度夏期実績）
● ANA 中部空港 ●名古屋エアケータリング ●日本旅行 ●ジェイアール東海ホテルズ ●ナゴヤキャッスル ●ヒルトン名古屋 ●中日新聞社
●中部日本放送（CBC）●名古屋テレビ映像 ●東海ラジオ ● SMBC 日興証券 ●野村證券 ●損害保険ジャパン日本興亜 ●豊田信用金庫
●名古屋トヨペット ●出雲殿 ●学情 ● NHK 文化センター ●地域活性プランニング ●テンプスタッフ・ピープル ●パソナ 他 全 40 事業所

インターンシップ参加レポート
研修先：I＆S BBDO 名古屋支社（広告業） 2015.8.17～8.28

●愛知県 ●三重県 ●滋賀県 ●横浜市各公立学校教諭
●各私立学校教諭 他

●一条工務店 ●安藤ハザマ ●三井不動産リアルティ

他

国際ビジネス学科 3 年

大澤

祐太朗さん

就職活動をするにあたり、これ以上役
立つものはありません。企業研究も会社
説明会も、外側からしか会社を見ること
はできませんが、インターンシップは別で
す。会社を中から見ることにより、業務内
容や雰囲気をより深く知ることができる
のはもちろん、働く人の仕事への熱意、
姿勢までをも肌で感じることができまし

た。これはインターンシップならではであ
り、今後の就職活動へのモチベーション
の高まりにもつながります。自分は何が
したいのか、自分には何が向いているの
か。この研修を通し、その判断材料を得
ることができました。この経験をもとに
納得できる就職をしたいと思います！

2016 年度（3 年次生）就職に向けて
資格支援講座

▶▶充実の支援体制！
2017年卒業（現 3 年次生）より、経団連「採用選考に関する指針」に一部変更が加えられ、広
報活動
（会社説明会など）開始は 3月1日と変わらないものの、選考開始を8月から6月に早めるこ
とになり、全体として前年よりも活動の早期化が予想されます。本学でも活動開始を前にさまざま
な準備に取り組んでいます。

11月から2 月まで 30 以上の企業が来訪。

合宿研修

就活サマー合宿（9月）、直前合宿（2 月）、エアライン就活合宿（12 月）と、
充実のラインナップ。

学内合同説明会

今回、学内 2 日、学外1日の 3 回構成としました。

インターンシップ

夏期と冬・春期の年 2 回実施。また ANA 総研によるシンガポール空港研修
も行いました。

教職員向けセミナー

採用日程変更の経緯と今後の動向について、大手就職情報会社から講師を招
き行われました。

就活準備サマー合宿（2015.9）

OBOG 懇親会
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今回内容を大幅に拡張、パネルトークとブース形式による二部構成で、27企
業から OB・OG が参加しました。

検定合格を果たした英米語学科 2 年

石垣

樹さんに体験を語っていただきました。

業界セミナーで物流業界について知ったのが受講のきっかけです。
「物流」はトラックなど
での運送業のイメージがありますが、それだけではなくヒトとモノをつなぐための様々なプロセ
ス、例えばモノの管理や仕入れの確保などにかかわる重要な業界です。私たちの生活に密接
に関わっているのに、それほど知られていない点に興味を持ちました。そこでこの講座を知り、
OBOG 懇親会（2015.12）

Ｃ

Ｃ

業界・仕事理解セミナー

昨年度から開講された貿易実務検定対策講座ですが、今回、講座を受講し、見事

Ｓ

Ｓ

2 期開始に合わせ、9月から2 月まで毎月開催。

合格体験レポート

Ｎ

Ｎ

3 年次生就職ガイダンス

▶▶貿易実務検定 C 級

半ば勢いで受講しました。
知識はほぼ皆無で不安でしたが、講座はそれほど難しいものではなく、参考書に沿った内容を先生が説明し、問題を
解いてみるというものです。検定試験は例年の過去問とほぼ同じもので、しっかり問題集を繰り返せばそれほど難しいも
のではないはずです。私は序盤にほとんど勉強をしなかったので試験 3 週間前から過去問をやり続けましたが繰り返せば
知識もつき、試験にも合格しました。また講座を録音した音声ファイルを任意にダウンロードできたので復習に役立ち、欠

業界パネルディスカッション 本学で人気の物流・海運業界 6 社が一堂に会するユニークなイベント。
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研修は4月の説明会にはじまり、事前ガイダンスを重ね、マナー講座、コミュニケーション

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

マスコミ・
情報

商業・
アパレル

●興和 ●第一実業 ●伯東 ●東陽
●三菱商事テクノス ●岡谷鋼機 ●豊通マシナリー
●日通商事 ●森村商事 ●資生堂ジャパン
●そごう・西武 ●ユニー ●瀧定名古屋
●ファーストリテイリング（ユニクロ）●八木兵
●丹羽幸 ●ルイ・ヴィトン・ジャパン ●アディダスジャパン
●サマンサタバサジャパンリミテッド ●青山商事 他

今年度のインターンシップ夏期研修は、受入企業・団体 40、参加学生は 2 年生・3 年生

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

旅行

● JTB 東海 ● JTBワールドバケーションズ
●近畿日本ツーリスト ●ジェイアール東海ツアーズ
●農協観光 ●エイチ・アイ・エス ●名鉄観光サービス
●クラブツーリズム ●阪急阪神ビジネストラベル
●トヨタツーリストインターナショナル 他

ホテル

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

▶▶各業界ともさらに充実！

席してしまった場合も焦らず学習できました。
業界パネルディスカッション
（2015.12）

今後は上級の資格も取りたいと考えています。自分の将来に少しでも役立てばと思いこれからも講座を受講していきます。

Feb.2016 Vol.80
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名古屋学芸大学

2.

名古屋学芸大学▶
キャリアサポートセンターの年間行事

本学では『人間教育と実学』という見学の精神に基づ
き、また、上記のような情勢や就職活動開始時期の後ろ倒
し（2016 年 3月卒業予定者から）を踏まえ、各学部・学科
での教育カリキュラムの展開に加え、以下のキャリアサポー
トセンター主催の行事を開催しています。
【社会人基礎力養成プログラム】と
【就職活動支援プログ
ラム】の 2 つのプログラムを柱に構成し、キャリア教育の中
心である【就職活動支援プログラム】は、
『ステップⅠ』
（就
活全体像の理解と自己理解）、
『ステップⅡ』
（就活への目的
意識の醸成とモチベーション向上）、
『ステップⅢ』
（就活の
準備・実践）の3 つの段階で無理なくステップアップできる
内容となっています。

時

期

4月

プログラム

進路指導

1 ・ 2 年生
ステップ Ⅰ
（就活全体像の理解と
自己理解）
3

ステップ Ⅱ
（就活の準備・実践）

ステップ Ⅲ
（就活への直前対策）
就職活動

映・デ

支援

Feb.2016 Vol.80

3 年生

編）を実施しました。
このトレーニングでは、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

2016年度も現2年生を対象として9月に開催を予定して
いますので、ぜひ参加しましょう！

実 施 概 要

5 月～

実施テーマ（太字：新設）
基礎力ガイダンス（ 1 、 2 年生）
基礎力調査

EQ スコア向上プログラム
社会人基礎力養成塾
通年
（基礎学力向上プログラム）
6月
新聞の読み方
9月
卒業後の進路を考えよう
5月
第 1 回就職ガイダンス
6月
第 2 回就職ガイダンス
6月
第 3 回就職ガイダンス
7月
第 4 回就職ガイダンス
10月
第 5 回就職ガイダンス
10月
第 6 回就職ガイダンス
11月
第 7 回就職ガイダンス
11月
第 8 回就職ガイダンス
12月
第 9 回就職ガイダンス
12月
第10回就職ガイダンス
1月
就活直前パワーアップ講座（ 1 ）
1月
就活直前パワーアップ講座（ 2 ）
2月
就活直前パワーアップ講座（ 3 ）
2月
就活直前パワーアップ講座（ 4 ）
未定
ポートフォリオガイダンス
2 月頃
就職活動相談会
4月
サポートガイダンス
9月
就職筆記試験対策 短期集中合宿
12／ 1 月 職業適性検査／フォローガイダンス
12月
就活の身だしなみ・服装講座
12月
印象向上メイク講座（女子学生）
【講義編】
12月
印象向上メイク講座（女子学生）
【実践編】
就勝出陣式
就勝直前対策合宿
2 月～
特別面接対策講座
グループディスカッション対策講座
職場体験談会
随時
業界セミナー／企業セミナー
8・9 月他 インターシップ研修
11月
内定者懇談会
9 ～ 1 月 公務員採用試験対策講座
3月
合同企業説明会（学外開催）
随時
個別企業説明会

内 容 等
卒業後を見据えた大学での過ごし方
基礎学力テスト（ 1 ～ 2 年生必須）
・SPI（ 3 年生必須）
EQ 検査（ 1 年生・ 3 年生必須）
望ましい EQ 特性を身に着けるための講習・研修
不得手科目の克服に向けた対策講座など
「e ラーニング」 スタイルで開講。集中講座も検討。 3 年生は合宿でも実施。
日経新聞による新聞の読み方解説、時事問題の基礎と日常生活での学び方
進路ガイダンス
就活スケジュール、 心構え
SPI 3 を知ろう（SPI 対策講座）
業界・企業研究
自己分析（映・デはポートフォリオについて）
【講義編】エントリーシート、 履歴書作成
【実践編】エントリーシート、 履歴書作成（実際に記載）
就活マナー
【講義編】面接対策
【講義編】グループディスカッション対策
求人票の読み方
【確認編】直前！ ES ＆ SPI 総まとめ講座
面接に役立つボイストレーニング講座
【実践編】面接対策
【実践編】グループディスカッション対策
ポートフォリオの重要性と企業が求める視点
個別面談による就活状況の把握と求人情報の提供
就活留意点、 遠隔地支援他各種手続き説明 等
筆記試験対策講座
一般職業興味、 適職診断検査
リクルートウェア対策講座
【講義編】メイク（学科毎に、私服対応等、業種・業態に応じた内容を充実）
【実践編】メイク（学科毎に、私服対応等、業種・業態に応じた内容を充実）
CS センター・リクナビ・マイナビ等による情勢／活動留意点解説
面接・グループディスカッション対策他
個別要望に対応した面接特訓講座
個別要望に対応したグループディスカッションの特訓講座
卒業生による就業体験の説明
業界・業種の特徴と職種内容
専門分野での就業体験
4 年生内定者による就活体験談
公務員志望者向け採用試験対策講座

実施場所：名古屋外国語大学
参 加 者： 9 ／ 8
9 ／17

校舎

164名
84名

（うち、模擬試験受験者79名）

内

容

【 1 日目】
講義 1 ：常識①

政治・経済・国際・その他（環境・文化など）

講義 2 ：常識②

一般常識系の数学（割合、
方程式文章問題、
図形）

講義 3 ：数学系共通分野①（濃度、速度）
講義 4 ：数学系共通分野②（二重の割合、料金割引）
豪華賞品がもらえる ！？

常識クイズ大会

【 2 日目】
講義 5 ：数学系共通分野③（集合、損益算、仕事算）
講義 6 ：数学系共通分野④（順列・組合せ・場合の数、確率）
講義 7 ：数学系共通分野⑤（表の読み取り、清算問題、整数問題）
講義 8 ：SPI 特有分野（推論、分割払い、二語関係）
SPI 模擬試験
【参加学生の声】
◦これから就職筆記試験のための勉強をしていく良い第一歩となった。
◦ SPI の数学には問題の傾向があることがわかり、苦手分野の対策に役立つ内容だった。
◦ 2 日間とても充実していた。少し力が付いたと思うので、これを機に勉強を進めていきたい。
◦ やる気に繋がったので、参加して良かった。帰って復習をしたり、もっと勉強したいと思った。
◦ 授業中は解けるようになった気がしたが、最後の模擬テストで時間内に沢山解くことの難しさを感じたので、継続して取り組みたい。
◦ 2 日間で学力が向上したかは分からないが、少なくとも勉強をしなければいけないという危機感は感じた。
◦ 常識クイズ大会がとても楽しかった。

Ｃ

Ｃ
企業説明会

100 名定員で開催）
2日間連続の開講としていましたが、台風の影響でやむ
を得ず日程変更をすることとなりました。
が、結果、参加学生の約 9 割が中堅企業、約 6 割が大
手・人気企業の採用試験に合格できるレベルに達しまし
た。

Ｓ

Ｓ
3 年生（希望者）

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、2015 年 9月に就職筆記対策トレーニング（SPI

Ｎ

Ｎ

4 年生

プログラム

ことを目的として、様々な講座を開講しました。
2015 年度は多数の学生（定員180 名）が参加できるよ
う、会場を学内（名古屋外国語大学の校舎）、集中して
勉強ができるように授業時間を70 分として実施しました。
（2014 年度はホテルシーパレスリゾートにて一泊二日で、

名古屋学芸大学短期大学部

全学年

年生 （全員）

名古屋学芸大学短期大学部

社会人
基礎力養成

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。

※当初、 9 ／ 8 ～ 9 での実施を予定していたが、
台風接近のため 9 ／17へ日程変更

①社会人基礎力の着実な養成を図る
②学生の将来を第一に、学生自身による志望進路の早期選定と、志望進路に応じた計画的な就職活動の促進を図る
象

▶▶約 9 割が中堅企業、約 6 割が大手・人気企業の採用試験に合格できるレベルに！

実 施 日：2015年 9 月 8 日
（火）
・17日
（木）

CS センター活動計画
対
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く社会人生活享受ができるよう、真に社会人基礎力を備え
た学生を目指して、人材育成していくことが肝要と考えて、
様々な支援を行っています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2016 年卒採用から、経団連「採用選考に関する指針」に
基づき、企業等の広報活動開始時期を3月1日以降、採用
選考活動開始時期を8月1日以降とし、採用スケジュールが
変更となり、新卒採用市場は転換期を迎えました。
一方、ここ数年の良好な景況感から、企業等の新卒採用
意欲は年々高まっており、採用時期変更の影響は全体では
ほとんどなく、就職内定率はほぼ前年同様の推移となって
います。
しかしながら、
「質重視」という採用方針に変化はなく、
厳しさは依然として継続している様相です。
こうした中で、学生は、就職活動への漠然とした不安や
危機感を抱きつつも、いたずらに駆られることなく、
「自分
のやりたい仕事（職種）が出来る会社」を企業選択のポイ
ントとして挙げるようになってきており、身の丈にあった企
業へのアプローチを優先させる傾向も増加しています。
名古屋学芸大学キャリアサポートセンターでは、企業に
とって有為な人材であると同時に、働く本人自身も満足のい
活動方針

報

2015 年度就職筆記試験対策トレーニング（SPI 編）実施報告

2015 年度の就職環境と▶
大学に求められる人材育成

2015年度

情

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

1.

職

Feb.2016 Vol.80
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報

名古屋学芸大学短期大学部
必修授業「キャリアデザイン」

短期大学部では多様化する就職活動の対策として「キャリ
アデザイン」授業を開講しています。
これは、教員の他、キャリアサポートセンターも運営を支
援し1年生の後期から2 年生前期まで実施しています。
ここ数年、企業での就職試験だけではなく医療機関の採
用試験でも多く実施されているパソコンを使用したWEB 適
性検査や「グループワーク」
・「グループディスカッション」と

いった、個人での対策が難しい採用試験に対応していくた
め、それぞれの専門分野の方々と協力し様々なプログラムに
取り組んでいます。
就職活動で必要となる常識やマナーなどの就活スキルを
身につけると共に、社会人としてスムーズなスタートを切るこ
とができるよう社会人基礎力の向上を目指したプログラムと
なっています。

キャリアデザイン授業「SKY ラーニングの使い方」

Feb.2016 Vol.80

私

2010 年 3 月卒業

力のひとつです。あらゆる
分野の仕事をすることで、

の主な業務は、日進市内の公園・緑地の整備や維持

様々な知識を得られるだ

管理です。遊具の点検や樹木の剪定、除草等を地域の

けでなく、適応力を磨くこ

方々や専門業者と協力しながら進めています。市内には200以

とで自己の成長にも繋が

上もの公園・緑地があり、常に良好な状態を維持することは

ります。私自身もまさか市

大変ですが、市民の方々が快適に利用している光景を見ると、

役所へ入庁し、工事の設

とてもやりがいを感じます。

計やイベントの進行に携

また、緑化推進の一環として、吊り篭に花を植え込むハンギ

わることなるとは予想していませんでしたが、自分がこれまで

ングバスケット教室の開催、緑の募金や緑化ポスターの募集

関わることのなかった分野に足を踏み入れることはとても楽し

を小中学校へ依頼するのも私の担当業務です。他にも市民の

いです。他部署へ異動する度に多くの事柄を一から勉強する

方々に里山を親しんでもらうために、里山の整備体験講座や

のはとても難しいことだと思いますが、今後、異動先で自分が

子どもが里山と触れ合えるような講座を定期的に開催するの

どのようなスキルを身につけていくことができるのか、とても

も私の役目です。

楽しみです。

「俺物語」は「私物語」の
はじまりでした
就職先：株式会社マッドハウス

佐藤 鯛介さん

職種：アニメの制作進行

名古屋学芸大学メディア造形学部映像メディア学科

ア

2014 年 3 月卒業

つなぐ、コミュニケー
ションに携わってい
ると感じています。
監督やスタッフの
熱い思いがキチンと
隅々まで伝えられた
作品は、イキイキとし

ニメーション制作会社で「制作進行」に取り組んでい

た生命力を感じ、つく

ます。

づく作品は「生き物」

制作進行という仕事は、文字通り、制作全体を円滑に進行

なんだなあと、痛感

させていく仕事です。この1年で「俺物語」
「ダイヤのA」を担

します。ONAIRに間

当して来ました。アニメーション制作というと机にかじりついた

に合わせる為、昼夜

アニメーターが、日夜、画を画き続けている、というイメージ

を問わず、ギリギリ

を持たれると思いますが、全く、その通りです。
（笑）

まで蒸気機関車の様に描き続けるスタッフたちの仕事振りを

ひとつの作品には、プロデューサー、監督、演出、コンテ、

間近に見ていると、あの「エジプトのピラミッド」も間違いなく

背景、動画、撮影、編集、声優、録音等、総合すると常時、

「人の手で作られたんだ！」と思い起こさせます。昼夜逆転の

約 50人以上のスタッフがフル活動しており、それでも足りない

寝不足生活も、作品の完成による達成感で吹き飛び、それと

緊急事態には海外のスタッフにも応援を要請する場合があり

共にスタッフとの連帯感も深まって行きます。ONAIR で改め

ます。私の仕事は、この膨大なスタッフの中、総責任者である

て作品を目にした時の、ジーンとした愛しい思いは、今まで感

プロデューサーの元、一番重要なスケジュールと予算の管理を

じた事のない感覚でした。こんな気持ちと全スタッフの思いを

サポートする事です。ある時は連絡係、宅配便、タクシードラ

100 ％、テレビの向こうで見ている方々に伝えられる様に、まだ

イバー等、制作状況に応じて、常に役柄を変え、制作を円滑

まだ「私物語」は続きます。

Ｃ

Ｃ

長きにわたり医療機関で看護師として勤務され、現在はホスピタルマザー（病院の
母）として医療に関わっておられる水野恵理子氏を講師に招き、女性として社会人とし
て仕事を続けた体験をお話しいただきました。
社会人の先輩から聞く
「100 ％迷いのない選択であれば、必ず成し遂げられる」とい
う言葉が多くの学生の心に響いたようで、参加した学生からは「迷いのない選択をす
る為に、今後何をしていきたいのか真剣に考えたい」という声が聞かれました。
実際に病院での仕事を体験された人生の先輩から体験談を聞くことで、将来につい
て現実的に考える良い機会になりました。

名古屋外国語大学現代国際学部国際ビジネス学科

の仕事ができることが魅

Ｓ

Ｓ

キャリアデザイン授業「女性とキャリア」

建設経済部都市計画課公園緑地係

によって全く異なる種 類

Ｎ

Ｎ

新入社員として迎え入れるにあたって採用側が求める能力の1つに
「コミュニケーション能力」が
挙げられます。コミュニケーションと言っても、学生が思う能力と社会人として求められる能力の間
には大きな差があることから株式会社マイナビの担当講師を招き、社会で必要になるコミュニケー
ションについて講義を受けました。
実際に 4 人 1グループでチームを作り、1人に 4 枚ずつ与えられる全部で 16 の情報を整理して
答えを導きだすカードゲームを行いました。このゲームには
チームで協力すること、自分の持っている情報を理解するこ
と、情報を的確にチームメンバーに伝えること出された情報
を全員で整理していくことが必要になります。
実際に取り組んだ学生からは「チームメンバーで情報を
同じように共有することが難しかった」
「情報の使い方や出
すタイミングを考える事も必要だと感じた」
「集中力を保って
話し合う事が大切だと感じた」という感想が出ました。

中村 祐太さん

りますが、市役所は部署

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

キャリアデザイン授業「コミュニケーション能力」

就職先：日進市役所

業務の種類は多岐にわた

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学
13

2014 年より名古屋学芸大学短期大学部は、名古屋学芸大学と共用で SKYラーニングを開
始しました。
SKYラーニグとは〈社会人（S）基礎力（K）養成（Y）塾〉の頭文字から名づけられた、基
礎学力向上のための e-ラーニグによる専門教育ツールです。ドリル形式で在学生全員が無料
で活用でき、ベーシックコース（初級）
、ステップアップコース（中級）
、SPIコース（上級）の
3 つのコースが用意されており、各自の学力により適切な講座を受講することができます。
インターネットに接続されていれば PCや iPad、各種スマートフォンでも学習でき、空き時間
の活用としても有効です。
最近の就職試験ではパソコンやインターネットを活用した適性検査や一般常識検査等を
採用する企業、医療機関が増えています。そのための対策として、担当講師よりSKYラーニ
ングの有効な活用法のアドバイスを受けた後、テストセンター対策の模擬試験にも挑戦しまし
た。問題を解くことに加え、PCテストの出題方法や操作、1問ごとに時間制限を設けられる
ことに戸惑う学生もいましたが、採用試験の本番を前に良い練習の機会となりました。

多種多様な仕事に
取り組めることが魅力です

このように、私の担当

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

▶▶1年生（53 回生）対象

私 の 職 場 紹 介
●●●●●●

に進行させて行くという役柄です。言い換えるとスタッフ間を

Feb.2016 Vol.80
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私 の 職 場 紹 介
●●●●●●

図書館 & Multimedia Learning Center からのお知らせ
2015 年度に行った企画展やイベント等、図書館および MLCでの活動をご報告します。

名古屋外国語大学

短期大学での学びを強みに
活躍

師や看護師、その他
のスタッフと関わる機
会も多く、言葉遣い
やコミュニケーション

就職先：中部眼科

坂尾 祐佳さん

企画展

EX LIBRIS ～「紙の宝石」蔵書票の世界

開催期間：2015 年 9月21日～10月30 日
図書館 5 階展示ホールにおいて、
『EX LIBRIS ～「紙の宝石」
蔵書票の世界』と題した展示を行いました。

能力はとても大切で

Ex libris（蔵書票）とは、本の見返し（表紙裏）に貼って本の所

す。授業で学んだこ

有者を示すための小紙片のことで、多くの場合、図と蔵書の持ち主

が勤務している中部眼科は、一般眼科診療、日帰り白

とはもちろんですが、

の名前が記載されています。多様な図案が用いられており、銅板、
木版、石版などで趣味を凝らして制作されています。

名古屋学芸大学短期大学部メディカル秘書コース

2015 年 3 月卒業

私
名古屋学芸大学

内障手術、緑内障・硝子体手術、眼瞼手術、レーザー

実習などで実践的な

治療等行っており、大学病院や総合病院など大きな施設にも

トレーニングができ

今回の展示の中心は、木版画家である松本英三氏の作品で、そ

決して引けをとらない、開院 10 年目の眼科です。当院では最

たことで、入社当初か

れに加え、松本氏が所蔵している他の美術家の手による作品も展

新設備の導入はもとより、医療技術やサービスの向上など、あ

ら自信をもって接し

示しました。また、実際に蔵書票が貼られている本や東洋で蔵書票

らゆる側面において常に向上心を持ち、最新の医療を提供で

ていけたのだと実感しています。

の代わりに発達した蔵書印が押された本などの展示も行いました。

きるよう、スタッフ一同努力しています。

現在の仕事内容は、受付や診療報酬請求といった医療事

名古屋学芸大学短期大学部

私は現在、医師の診察に立ち会い、カルテの処理やお会計

務の仕事というより、医師事務作業補助の仕事に近いと感じ

のチェックなど、主に診察が円滑に進むように医師の補助をし

ています。しかし、学生時代に医療事務だけに絞らず、自ら興

ています。そのため、診察の内容を理解することが求められ、

味をもち、医師事務作業補助者の資格をとったことや、単位が

専門知識が必要となり、病名や症状、検査の内容など覚える

足りていても、様々な授業を専攻し、たくさんの資格を取得し

のに苦労しています。眼科ではありますが、糖尿病や高血圧な

たことで、今の仕事内容にも自信をもって取り組めているのだ

消しゴムを使ってオリジナルの蔵書票をつくる、
「消しゴム版画体験教室」を10月8日
（木）に開催しました。蔵書票は木版や

ど、違う疾病に伴う合併症で眼科を受診している患者さんも

と感じています。幅を狭めず、色々なものに興味を持ち、チャ

銅板などで制作されますが、消しゴムでも手軽に作ることができます。講師は 5大学共同図書環の連携校である愛知県立芸術

多くいるため、単に眼科だけの知識を身につければ良いという

レンジすることはとても大切です。皆さんにも色々なことにチャ

大学で水性木版技法を専門に学んでいる大学院生の廣畑聡美さんが務めてくれました。体験教室では、まず展示ホールの作品

わけではなく、身体のしくみや病気を理解している必要があり

レンジしてほしいと思います。

を鑑賞しながら作る作品デザインのイメージを膨らまし、そ

消しゴム版画体験教室開催
開催日：2015 年10月8 日

ようやく仕事場にも慣れ、少し余裕をもって仕事が出来る様

の後講師からデザインの選び方や彫り方等の手ほどきを受

短期大学では、診療報酬請求といった医療事務の専門的な

になってきました。まだまだ未熟ではありますが、学生時代に

けました。消しゴム版画は初めてという初心者から経験者

授業だけでなく、身体のしくみを学ぶ授業や臨床医学を学ぶ

学んだことを忘れず、これからも常に向上心をもち、努力して

まで参加者は様々でしたが、皆さん真剣な表情で取り組ん

授業など、様々な病気に関する知識を身に付けることができた

いきたいです。

でいました。1 時間半という時間の中でデザインを考え、消

ます。

ため、今の私にとってとても強みになっています。

しゴムを彫って完成させるのは大変だったようですが、
「楽
しかった」という感想を数多くいいただきました。完成作品
は「EX LIBLIS」展の一部に加えて、来場した皆さんにも

他職種と連携し、
患者さんの状態に細やかに対応
就職先：医療法人 杏園会 熱田リハビリテーション病院栄養科

Ｎ

金塚 加奈さん
名古屋栄養専門学校

Ｓ
Ｃ
15

また、患者さん、医

2010 年 3 月卒業

祖

せん。看護師さんや

観ていただきました。

理学療法士さん・言

図書館ではこれからも学生の皆さんに少しでも本に親し

語聴覚士さんなどと

みを持ってもらえるような、楽しいイベントを企画していきま

密にコミュニケーショ

すので、ぜひご参加ください。

ンを取り、患者さんの
日々の状態を共有す
るほか、病棟を訪問

栞（しおり）のプレゼント

母が高血圧だったのをきっかけに、好きな食を通して健

して食の進み具合を

康作りに貢献したいと栄養士を志望。大学ではなく、実

観察して声かけをし

習の多い専門学校を選び、卒業後大学に編入して管理栄養士

たり。カルテもチェッ

栞は読みかけの本の間にはさんで目印とする便利なものです。文庫本の中に初め

になりました。病院の栄養士を目指したのは、患者さんと顔を

クし、食から回復を

からはさまれていたり、書店の脇に置かれていたりするので、なじみ深く思う人もい

合わせ身近な存在として栄養面のサポートができるから。入職

支援できるように努めています。病棟に献立表を掲示しに行く

るでしょう。語源は、山道で迷わないよう木の枝を折って道しるべとする動作
「枝折

した病院は 30 代から70 代、80 代まで患者さんの年齢層は幅

と「今日は何？」など声をかけてくださる方が多く、食事を楽

る（しおる）
」で、そこから目印を「枝折（しおり）
」と言うようになりました。語源を

広く、特に高齢の患者さんは糖尿病や高血圧など合併症のあ

しみにされているのを実感します。期待に応えられるようにさ

知ると興味が深まります。

る方も多いので、制限食にするなど細やかな対応が欠かせま

らに頑張っていきたいです。

Feb.2016 Vol.80

図書館で栞（しおり）をプレゼントしていることをご存知でしょうか。

栞には、印象深い一節や季節を感じる言葉、学生さんの読後感想やお勧めコメン

Feb.2016 Vol.80
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図書館 & Multimedia Learning Center からのお知らせ

「バルカン超特急」上映会

トなど、様々な一文が並んでいます。また、昨秋には清々しい手書
きによる百人一首の栞を用意しましたが、活字とはまた別の新鮮さ

開催日：2015 年10月24日

があり好評でした。この手書き栞から話が進み、百人一首をテーマ
とした企画展示「秋に恋する」も行いました（百人一首というと正月

AVホールにて金巻康朗先生（学芸大・映像メディア学科非常勤講師）の解説付で「バルカン超特急」上映会を行いました。

をイメージしがちですが、恋の歌が半数近くあり、季節では秋が最

本学学生、教職員、卒業生等 34 名の参加がありました。

も多いのです）
。中国語学科の西川真子先生と同学科卒業生の水
野将規さんには栞作成に当たり大変お世話になりました。この場
を借りてお礼申し上げます。

ミニ企画
その1
学生サポーター推薦図書
期間：2015 年 8月～10月

その2
ピエール・ルメートル氏、中村文則氏来学！
期間：2015 年11月

図書館学生サポーターの企画

11月2日（月）に学内で開催された名古屋外国語大学 ワールドリベラル

で、一冊一冊に手 作りの栞を添

アーツセンター主催・外国語学部フランス語学科共催イベント「小説とジャン

えておすすめ本を選んでくれまし

ル－純文学とミステリー」に『その女アレックス』で知られる作家ピエール・

た。学生目線のおすすめというこ

ルメートル氏と、愛知県出身の芥川賞作家・中村文則氏が来学しました。こ

ともあり、貸出中のことが多く大

れに合わせてお二人の小説をまとめて紹介しました。著名で人気作家の本、

人気でした。

しかも来学して講演したとあって、こちらも貸出中の状態が続きました。

解説をする金巻康朗先生

MLC

上映会の様子

学習サポート

会場案内をしてくれた MLC サポーターの山田怜
加さん（左）と大庭拓真さん（右）



図書館の視聴覚部門 MLC では英語圏やフランスの留学経験者と中国からの留学生が学生スタッフとしてCD-BOOK
を使った発音練習のコツを教えています。学生スタッフのコメントを紹介します。
中村

紅子さん （外大・英米語学科）

私はここで“教える事の難しさ”を学びました。自分では分かっていても、相手に
分かりやすく伝える事はすごく難しいです。どうしたら上手く教えられるだろうと日々
勉強中です。しかし生徒さん達の発音が、上手くなっていくとすごく嬉しいです。また
「今日来て良かったです」と言われたとき学生スタッフをやって良かったなと思います。

松井

俊樹さん （外大・英米語学科）

最初は少し緊張していましたが、次第にスムーズに進行できるようになりました。
自分が学んできたことを直接後輩に教えることができる機会はなかなかないので、と
てもやりがいを感じています。参加者である学生たちの「発音しやすくなった」の言葉
はとても励みになります。今後も参加者の力になれるようがんばっていきたいです。

ボランティア
初の留学生ボランティア！
留学生別科の学生ハリス・メイソンさんが、5月から 6月
にかけて“図書館でボランティア活動を是非！”ということ
で、図書館初の留学生ボランティアとして受け入れました。
アメリカの大学院で司書の修士を取得し、日本の図書館に
とても興味があったとのこと。カウンター業務、洋書選書な
どに加え、BOOK PARTYなどの図書館イベントへの参加、
そして最後には“DREAM BIG”というテーマで企画展示
を行ってくれました。ボランティア活動を終えて“大学卒業
後は絶対図書館で働きます”と力強く宣言していたハリスさ
ん。このボランティア経験が将来に生きることを願ってや
みません。

三浦

恵美さん （外大・国際ビジネス学科）

初めて来た学生がリピーターになってくれた時はとても嬉しかったです。
そして発音がどんどん良くなり、感謝された時は本当にやりがいを感じました。
自分が学生の役に立てることに嬉しく思っております。一緒にどんどん学生たちと成
長したいです。

丹羽

勇斗さん （外大院・フランス語コミュニケーションコース）

学習サポートを始める前は、何をすれば良いかわかりませんでしたが、教えるにつ
れてどのように発音をしているのか、またそれをどのように教えればよいか学ぶこと
ができました。また、発音サポートを通して多くの1、2 年生と知り合うことができま
した。これから今年度の卒業までより多くの人とフランス語の発音を学んで行くこと
が目標であり、楽しみでもあります。

兪
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2 枚のスタンプカードを満杯にした参加者鈴木辰
己さん（左）と学生スタッフ三浦さん（右）

淼さん （外大院・日本語コミュニケーションコース）

学生スタッフを始めて、1年近くになりました。最初は緊張して自己紹介さえうまく
できなかったけど、慣れるとスムーズに対応できるようになりました。参加者がどん
どん上手くなっていくのを実感して、非常にやりがいがあると思います。また、中国語
の発音や中国に関する事情を紹介すると共に、日本人の考え方もわかるようになり、
自分の勉強にもなりました。
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左から丹羽勇斗さん、兪淼さん、中村紅子さん、
松井俊樹さん、三浦恵美さん

鈴木さんが満杯にしたスタンプカード
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▌留学と就職に強い名古屋外大の魅力を発信！

名古屋学芸大学
オープン
キャンパス

ンパス
部オープンキャ
学
形
造
ア
ィ
メデ

キャンパス
管理栄養学部・ヒューマンケア学部オープン
15 –
NUAS Live 20
–
て
べ
す
の
学
大
名古屋学芸

7月26日
（日）のオープンキャンパスでは、ZIP-FMのミュー

においてオープンキャンパス
「名古屋外大のすべて Vol.1, 2」を

ジックナビゲーター クリス・グレンさんと成田真美さんによる

開催しました。7月は昨年とほぼ同様の約 2,900人の参加者が

「RADIO ORBIT from 名古屋外国語大学 OPEN CAMPUS

来場し、翌 8月は昨年を上回る約 2,800人を超える参加者の来

2015」のラジオ番組の公開生放送を実施しました。番組内で

名古屋学芸大学は、2015 年 6月14日
（日）にメディア造形学

それぞれのオープンキャンパスは、各学科とも個性溢れる

部オープンキャンパス、7月19日
（日）に管理栄養学部・ヒュー

体験授業やミニ講義、在学生による発表・展示、学科ごとに

場で大いに盛り上がりました。7月・8月に行われたオープンキャ

はさまざまな音楽とともにオープンキャンパスのイベントの紹

マンケア学部オープンキャンパス、8月30日（日）に名古屋学

卒業生を招いた「キャリアイベント」などを用意し、高校生や

ンパスは、留学イベントをはじめ、模擬授業、学科イベント、

介はもちろん、オープンキャンパスに参加していた本学の在学

芸大学のすべて –NUAS Live 2015– と、3 回のオープンキャ

保護者の皆様をお迎えしました。参加者の方々は、さまざまな

入試情報説明会、またキャンパスツアーやクラブ発表など、さ

生の生インタビューもオンエアーされました。初の試みではあり

ンパスを開催しました。

イベントに参加するなど濃密な時間を過ごしました。また、多

まざまなイベントを通して、受験を控えた高校生たちに名古屋

ましたが、オープンキャンパスの参加者の方々からも大変好評

外大のすべてを知ってもらうオープンキャンパスになりました。

でした。

「個別相談」や「ネイティブスピーカーと話そう」のコーナーは
行列ができるほどの賑わいでした。エアラインイベントの人気

また今回も例年同様エアライン業界研究グループに所属す

も高く、キャビンアテンダントやグランドスタッフなど航空業界

る学生が、実際の離陸から着陸までを再現した「模擬フライ

で活躍している卒業生が、実際の仕事内容をはじめ、学生時

ト」
を実施しました。昨年同様予約の段階で満員となる盛況ぶ

代をどう過ごしたかなどをトークライブ形式で行い、高校生は

りでした。さらに8月23日
（日）
は河合塾の人気講師による入試

もちろん保護者の方々も熱心に耳を傾けていました。

対策講座「英語」を受験生対象に実施しました。そのほかに
も入試・学生生活・留学・就職・教職の個別相談は終日開催

「RADIO ORBIT from
名古屋外国語大学
OPEN CAMPUS 2015」
公開生放送
オープンキャンパス初の試みでした。

模擬フライト
（エアライン業界研究グループ）

初の試みとして6月と7月のオープンキャンパスは学部ごとで
実施を行い、7月に至っては、メディア造形学部対象入試 AO

くの参加者が在学生や教員に熱心に質問を投げかける姿も印
象的でした。

入試Ⅰ【体験型】の体験授業と同日開催となりました。そして

名古屋学芸大学はWeb やパンフレットにもたくさんの情報

8月は、全学部対象のオープンキャンパスを開催。3日間のイベ

を掲載していますが、来て頂いた皆様にはやはり直接キャンパ

ントで、高校生や保護者を含め約 4,300 名の方々に参加して頂

スを体験するのが一番だと感じて頂けたのではないでしょう

きました。キャンパスナビゲーターの熱心な協力も支えとなり、

か。そして各学部の学びの奥深さや、そこにかかわる人たちの

各日とも終日賑わっていました。

熱意も感じて頂けたと思います。

TOPIC

卒業生によるトークライブ
「キャリアイベント」

TOPIC

ランチはオープンキャンンパス限定
オリジナル弁当を配布！

学科ごとに卒業生を招い

管理栄養学科の学生がメ

た「キャリアイベント」を実

ニュー考案、デザイン学科の

施。学生時代のキャンパスラ

学生がパッケージデザイン、

イフや現在の仕事内容につ

名古屋の老舗仕出し料理屋

いてなど、卒業生のリアルな

八百彦本店と共同開発した

声を聞く事ができました。

オリジナル弁当を参加者に

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

企画

PICK IP

され、両日ともに多くの高校生や保護者の方々が訪れました。

▌自分の未来がイメージできる体験型オープンキャンパス、開催！

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2015 年 7月26日（日）
、8月23日（日）に名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

NUFS OPEN CAMPUS
2015

配布しました。味や栄養バ
ランスはもちろん、見た目に

各学部の入試の詳細を説明
TOPIC
「入試情報説明会」

もこだわり、パッケージも楽
しく役立つ情報を盛り込みま
した。

管理栄養学部・ヒューマンケア学部を対象とした「特別選抜
入試
（自己推薦入試）」、メディア造形学部 3 学科を対象とした

今年は法被を着て、お客様をお出迎えしました。

して一般公募推薦について、また今年度よりインターネット出
出願フリーパス」についても詳しく説明しました。

目まぐるしく変化する大学や受験生の周辺環境、大学受験
マーケットなど、保護者として役立つ情報をお伝えしました。

Ｃ

Ｃ

ネイティブスピーカーと話そう

受験生の保護者を対象に開催
「保護者説明会」

Ｓ

Ｓ

願に完全移行となった入試制度や検定料が割引となる
「ネット

TOPIC

Ｎ

Ｎ

「AO入試Ⅰ【体験型】」「AO入試Ⅱ【文章理解・表現型】」、そ

また、名古屋学芸大学の学びや就職実績、学納金などについ
ても説明しました。

ネイティブスピーカーとのコミュニケーションが楽し
める人気コーナー。参加者は外国人教員や留学生と英
会話を楽しみました。
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合同祭は、学生たちの学習成果を多くの人たちに向け

コンテストや、旅行業界研究グループ主催の風景フォトコ

て発表する場。そして、研究活動に対する理解を深めて

ンテストは、もはや合同祭の恒例イベントとして定着して

いただく機会でもあります。

います。毎年、大変な賑わいをみせるエアライン業界研究

名古屋外国語大学では、日本語学科の展示、中国語
学科では、第 28 回目となる中国語スピーチコンテストを開

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

第 ２０ 回
合同祭

「LINK」

テーマは
顔が
みんなの笑
間
がった 2 日
な
つ
に
つ
ひと

盛り沢山のイベントを通して、日頃の学習成果を発表

グループの模擬フライトは、今年も大人気。年代を問わず
多くの人が参加されていました。

催。マスコミ業界研究グループ主催のベストアナウンサー

ベストアナウンサーコンテスト
最優秀賞に選ばれたのは、外国語学部日本語学科
4 年の堀愛実さん。見事 4 連覇達成です。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

中国語スピーチコンテスト
模擬フライト
チケット発行から搭乗アナウンス、機内アナウンス
など、フライトの雰囲気が楽しめるイベントです。

弁論・暗誦・朗読の 3 部門で構成されるコンテスト。
在校生だけでなく、高校生も参加しています。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

風景フォトコンテスト
日本語学科展

マに設定しました。
今年も学科やゼミ、クラブ、実行委員会が、多彩な
イベント、展示、発 表、模擬店などを企画。2 日間で

第 20 回を迎えた今年のテーマは「LINK」
。LINK に

7,000人以上の来場者が訪れ、大変な賑わいをみせまし

は、
「結びつけるもの」
「絆」
「輪」などの意味があります。

た。まさに一人ひとりの心がつながり、そして大きな輪と

「合同祭とは地域の方々、来場者、在校生、学校関係者
など、さまざまな人たちを
“結びつける”場である。」と考

Ｃ

Ｃ

祭」が盛大に開催されました。

期大学部の 3 大学合同で行われる学園祭「第 20 回合同

日本を代表する作家ゆかりのものを展示。
日頃の活動も紹介しました。

Ｓ

Ｓ

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短

深めていきたいと、合同祭実行委員会は「LINK」をテー

Ｎ

Ｎ

秋の爽やかな晴天に恵まれた 2015 年10月24日・25日。

国内、海外の風景写真が展示された会場では、
世界の美しさを改めて感じることができました。

なり、会場を包み込んでいく…。そう実感できる合同祭
となりました。

え、合同祭を通して、いろいろな“輪”を作り、
“絆”を
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第２０ 回 合同祭

「LINK」みんなの笑顔がひとつにつながった 2 日間

ステージイベント

親子で楽しめるイベントもさらに充実
名古屋学芸大学では、毎年好評を博するファッション

ました。

の作品展、映像メディア学科のゼミ展を開催。管理栄養

また、子どもケアセンターの主催により、学芸大学 3 学

学科による身体チェックは、今年も多くの参加者で盛況

部の合同企画を
「遊びの交流 in 合同祭」と銘打ち開催。

でした。

ハッピーハロウィンパーティーや親子でミルク白玉作り、万

短期大学部のメディカル秘書コースによる秘書検定
チャレンジや医事コンピューターの操作体験、養護教

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

造形学科のファッションショーをはじめ、デザイン学科

みながら学習内容を理 解できるイベントとして賑わい

年カレンダー作りには、地元の親子が多数参加され、会
場は子どもたちの元気な笑い声で包まれていました。

諭コースによる養護展や養護活動展は、参加者が楽し

模擬店

デザイン学科作品展
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

授業での制作物はもちろん、
産官学協同プロジェクトや
ワークショップでの
作品も展示されました。

ファッションショー・展示
「呼吸する服」をテーマに学生たちが制作した
94 点の作品がファッションショーとして
披露されました。

身体チェック

メディカル秘書コース展示
養護活動展（2 年次）

活気で満ちあふれたステージ

短期大学部 2 年次の展示としてストレートネックや
スマホ依存、ドライアイなど、身近な健康課題を
取り上げ、原因や症状、予防法などを紹介しました。

大学祭に欠かせないものといえば、ステージでのライブ

衆もスタンディングで応えていました。そして、いよいよ

パフォーマンス、そして模擬店です。合同祭では、図書

「OWARAI スペシャルライブ」です。今年は、注目度の
高いコロコロチキチキペッパーズをはじめ、ニューヨーク、

5 号館に DOT STAGEと名づけたイベントステージを設

Wエンジンの3 組が、大勢の観衆の前で漫才を披露。笑

置。今年も多くのクラブが日頃の成果を発表し、ステージ

いの渦が巻き起こっていました。

付近では歓声や拍手が湧き上がっていました。

14 組の親子が思い思いの仮装をして参加。
シルエットクイズや劇、音楽などで
楽しい時間を過ごしました。
Feb.2016 Vol.80

その後、フィナーレに向けて後夜祭がスタート。毎
年、来場者の投票で決める人気模擬店コンテスト、BOB

競い合うように呼び込みの声をかけていました。定番の

（Best of Booth）の結果発表もありました。そして、合同

フランクルフルトや団子はもちろん、担々麺や揚げ餃子を

祭恒例のレーザーショーが始まると、美しい光の演出に

出すお店もあり、多彩なラインアップが盛り上がりに華を

再び参加者の心はひとつに。LINKというテーマにふさわ

添えていました。

しく、一人ひとりの心が達成感で結ばれて、第 20 回合同

ステージイベントの終盤を飾ったゲストライブには、

Ｃ

Ｃ

ハッピーハロウィンパーティー

Ｓ

Ｓ

館前に LINE STAGEと名づけたメインステージ、学芸大

今年の模擬店では、チュロスを出したクラブが続出。

親子で会話を楽しみながら、
世界で一つしかない
オリジナルのカレンダーを
作りました。

模擬店も大盛況

Ｎ

Ｎ

病院の受付から会計までの流れの中で
医療秘書の仕事を紹介しました。

万年カレンダー作り
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栄養の計算方法を学んだり
肺活量、骨密度、
体組成などを測定。
学生研究やサークル活動の
紹介もしました。

後夜 祭＆レーザーショー

祭は幕を閉じました。

ガールズバンド「Caramel」が登場。迫力ある演奏に観

Feb.2016 Vol.80
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外大だより
ワールドリベラルアーツセンター主催・フランス語学科主催

ワールドリベラルアーツセンター2015 年度の活動報告

「世界教養」
のコンセプトを研究と地域貢献で結実させたい！
ペラ演出家としても知られる方。ヴァイオリン伴奏は、ドイツ
バッハゾリステンの旧メンバー、熊谷祥子さん。この企画を

ルドリベラルアーツセンターである。本学の教育面での充実

立ち上げるにあたり、公私両面で世話を焼いて下さったの

は、他の私学も羨むほどのレベルに達しつつあることは、す

が、元愛知学院大学歯学部の教授で、私が日ごろからおつ

でに一つの事実として自負できるが、研究面での充実はど

きあいをさせていただいている福井壽男先生。参加者の数

うか、という、まだまだという印象を否めない。その事実を

約 400 名、701会場が満員となるほどの盛況ぶりで、私とし

端的に物語っているのが、科研費の採択数である。また、

てもじつに誇らしい一日となった。
（本誌既報 Vo.79 2015.7）

教員間の知的交流も充分に活発とはいえない。設立までに

10月17日
（土）には、ガーデンパレスホテルを会場に、国

少なからず曲折があったが、私自身、迷いはなかった。何よ

際シンポジウム「日中大学生討論会」を開催した。これは、

りも知的な華やぎに満ちた空間を作る―。教育と研究の

本学の川村範行特任教授の肝いりで実現したもので、基調

両面での監督責任を負う私として、外大のキャンパス全体に

ラルアーツセンター主催、外大フランス語学科共催の公開講演

受けて、中村さんの方も、

会・対談イベントが行われました。基調講演者は、アンスティ

アメリカで「ジャパニーズ

テュ・フランセおよびアリアンス・フランセーズ愛知フランス協

禅ノワール」と評された、

会が
「読書の秋 2015 年」のためにフランスから招聘したフラン

短い描写でシーンを印象

ス人作家ピエール・ルメートル氏で、特別ゲストが愛知県東海

的に記述するテクニックな

市出身で現在東京在住の芥川賞作家中村文則氏でした。

ど、自らの創作の秘訣を

ルメートル氏は、昨年発売された『その女アレックス』が 80

話してくれました。

中村文則氏

万部を突破する売れ行きで、日本のミステリ界の話題を独占し

二人の人気作家の会話は大学での1 時間半の枠内では終わ

ている作家です。また 2013 年にフランスで初めて発表した純

るはずもなく、第二部として、場所を移して本山のアリアンス・

文学作品
『天国でまた会おう』がその年のゴンクール賞を受賞

フランセーズで 6 時半から本格的な対談へと引き継がれまし

し、日本でも邦訳が出版されたばかりというタイミングでの来

た。こちらは「私の小説技法」と題され両者の小説技法の秘

講演者として元伊藤忠商事会長で元駐中国大使の丹羽宇一

日でした。一方、中村氏は最新作
『教団 X』がベストセラーに

密を具体的に話すという興味深い内容でした。様々な職業を

ただよう雰囲気が常に知的な華やぎを帯びてほしいと願う

郎氏を、中国から 4 名の大学生、日本側からは、本学の石

なっており、また大江健三郎賞を受賞した『掏摸』とデビュー

経験し、55 歳でのデビューと遅咲きながら、フランスを始めと

のは当然である。世界の諸地域の事情に通じ、海外での経

坂俊男君以下、3人の学生をお招きした。その一部始終は、

作の
『銃』が仏訳されており、ルメートル氏にも仏訳でこの 2 作

して世界中で多くの読者を獲得しているルメートル氏は、
（
『悲

験も豊富な先生方が、たんに教育熱心というだけであって

中日新聞の朝刊に全面で記事となるなど、大変な反響を勝

品を読んでいただいての公開対談ということになりました。

しみのイレーヌ』も発売直後ながら大変な売れ行きだそうで

は、惜しい。そこでイベントとジャーナルの発行を軸にした

ち得ることができた。近くて遠い隣人、中国との平和的共生

講演会に先立ち、亀山郁夫学長がフランスから初来日され

す）
「サン＝テグジュペリの『星の王子様』の次に売れているフ

センターの発足を考えたのである。副センター長には、中東

こそがわが日本の生きる道と考える私にとっても、本学の歴

たルメートル氏への感謝と近作への賛辞を述べられました。

ランス人作家」と日本で言われて驚いたという逸話も披露しま

研究者として知られる国際教養学科の佐藤都喜子先生（イ

史にとっても里程となる大切な一日だった。

また中村氏に対しては「彼はドストエフスキーの子供です」と

した。

WLAC では、他にも、フランス語学科との共催による作

」
）のお二
科の野谷文昭先生
（ジャーナル
「
“Artes MUNDI”

家平野啓一郎氏の講演会（「生命力の移動 －ボードレール

人にお願いした。佐藤先生の抜群のフットワークの軽さがも

と分人主義－」10月20日）、フランスを代表するミステリー

のを言って、今年1年だけでじつに14 のイベント（学科企画

作家ピエール・ルメートル氏と中村文則氏の公開対談（「小

の講演会等含む）
を実現させることができた。また、夏休み

説とジャンル －純文学とミステリー－」
）
、また、今年に入っ

明けには、東館 4 階にセンタースペースを持つことができた。

てからは、元朝日新聞記者で中東ジャーナリストとして知
られる川上泰徳氏をお招きし、
「中東激動と日本の関わり
－シリア難民と「イスラム国」の行方－」と題する講演会を
催すことができた。WLAC は、本学の研究力アップのみな
らず、何よりも
「地方創生」を狙いとして、それに資するさま
ルする格好のセンターへと着実に成長を遂げつつある。


ワールドリベラルアーツセンター長

亀山郁夫（学長）

いう印象的な紹介がなされ、ドストエフスキーを通じての師弟

この対談の内容は、
『月刊文藝春秋』2016 年新年特別号に

関係と短期間で世界的な人気を獲得した愛知県出身の若い

も掲載され、多くの人に名外大でのイベントの内容が知られる

作家への期待が伺われました。

ことになりました。テレビ番組の取材も入っており、外部から

基調講演で、ルメートル氏はユーモアと真剣さの絶妙なバラ
ンスで、自らの文学に対する熱意を語りました。講演のタイト

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

ベント担当）
、ラテンアメリカ文化研究の泰斗で世界教養学

ざまなイベントを企画中であり、新しい名古屋外大をアピー

数多くの参加者が訪れ、大成功したイベントでした。


（フランス語学科准教授

伊藤達也）

ルは「小説とジャンル－純文学とミステリ」というものでした。
ルメートル氏によれば小説は近代以降、カテゴリーとして典型
例が存在しなくなってきており、そのサブジャンルとして存在し
たミステリも、現在ではかつてのような分類（謎解き物、ミス
テリ、ノワール等）が当てはまらなくなってきているということ
でした。中村氏の作品はミステリとノワールの混交であり、犯
罪や謎が存在しなくともミステリが成り立つことを示し、その
意味で典型的なモダンなミステリだということでした。
この講演を受けて、中村氏が
『その女アレックス』
『悲しみの

Ｎ

Ｎ

イレーヌ』
『死のドレスを花婿に』
『天国でまた会おう』を読み
込んだ上で、ルメートル氏の創作上の秘訣について質問されま

Ｓ

Ｓ

した。世界中の人が熱
中する小説を次々と発

発足記念イベント「朗読と音楽による『カラマーゾフの兄弟』」 2015.6.23

Ｃ

Ｃ

表し続けるこのフランス
パイロットイベントとしてまず現代国際学部のムーディ美

人作家は、印象的な最

穂先生に、英語演劇のワークショップを企画してもらい、そ

初と最後のシーンをま

して6月には、発足記念の一大イベントとして、
「朗読と音楽

ず考えること、脇役に

による
『カラマーゾフの兄弟』
」を企画した。朗読者にお招き

至るまで全ての登場人

した、たかべしげこさんは、元名古屋音楽大学教授で、オ

物を魅力的にすること
川上泰徳氏の講演

25

かしてくれました。それを

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

そんな切なる願いから昨年春に誕生したのが、ワー

い！

2015 年11月2日
（月）15 時 00 分～16 時 30 分、ワールドリベ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

「世界教養」のコンセプトを研究と地域貢献で結実させた

ピエール・ルメートル氏の講演および中村文則氏との公開対談
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2016.1.9

ピエール・ルメートル氏

など、創作の秘密を明
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外大だより

名古屋外国語大学出版会の船出

フランス語学科主催講演会

2015 年 5月、副編集長の行動力豊かな大岩昌子先生、編集

作家・平野啓一郎氏の講演

2015 年10月20日
（火）16 時 40 分～18 時10 分、外大 7 号館

唱する「分人」の考え方

701教室にて、フランス語学科主催ワールドリベラルアーツセン

（詳しくは平野啓一郎著

ター共催の講演会が開催されました。講演者は平野啓一郎氏

『私とは何か―「個人」か

で、タイトルは「生命力の移動 ―ボードレールと分人主義」で

ら「分人」へ』講談社現

した。平野啓一郎氏は、言うまでもなく著名な作家で、京都

代新書を参照してくださ

大学法学部在学中の1998 年に文芸誌『新潮』に発表したデ

い）
、すなわち、
「個人」

ビュー作『日蝕』で第 120 回芥川賞を受賞し、三島由紀夫の再

としての一貫性にこだわ

来と大きな話題になりました。平野氏は蒲郡市のお生まれで、
愛知県とも深い関わりがあります。

長補佐で、北海道大学出版会で実務の経験もおありの平山陽

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

「生命力の移動―ボードレールと分人主義」

洋先生とともに、私は漠然とした不安を胸に新幹線で東京に
向かった。行き先は東京外国語大学出版会と、東京大学出版
会に同居する大学出版部協会。名古屋外国語大学に新設され
る出版会の活動を始めるに当たって、ぜひともアドバイスをう
かがわなければならない相手だ。
亀山郁夫学長から事前に訪問先のメールアドレスをうかが
い、学長のネームバリューでアポイントはとれていたとはいえ、

諫早編集長の開会挨拶

月に無事刊行されている。幸いメディアからも好意的に紹介さ

りすぎるのではなく、他

よりの言葉通り、
（双方の出版会・出版部ともご縁の深い平山

れたが、本出版会としてもこの 2 つの書籍の刊行を祝って、昨

者との関わりを通じて自

先生のおかげもあって）どちらも快く迎えてくれ、話は終始な

年12月名駅の「ウインクあいち」で盛大な設立記念フェアを催

当日大学に到着した平野氏はジーンズに黒いTシャツ、黒い

分を変化させることを肯

ジャケットという装いで、芥川賞受賞時の時に茶髪にピアスと

定的に捉え、様々な人と

ごやかに進んだ。とはいえ、バラ色の未来が開けたわけでは

し、亀山学長と蔵田敏明先生のトークショー「日本は奥深い」

騒がれた時から、17年経った今でも風貌には変わりありませ

の関わりを通じて変わる

けっしてない。
「プロの編集者を迎え、エディターシップをもっ

をはじめ特別講演、ミニトーク、サイン会など盛りだくさんの

ん。ロックTシャツのように見えるTシャツは、よく見るとエド

自分を受け入れ、自分が

た組織にする」ことが出版会の発展には不可欠だといったアド

プログラムで、名古屋外国語大学出版会が市民の方々から幅

ガー・アラン・ポーの「大鴉」をモチーフにしたデザインでし

自分らしくいられる人と

バイスとともに、
「よい本を出すことも重要だが、物流・在庫管

広く認知されることをめざした。

た。ポーの仏訳者でもあったボードレールへの目配せが感じ

のつながりを大切にすることをアドバイスされました。

平野啓一郎氏

聴衆を意識し、平野氏は作家としてよりも人生の先輩とし

られました。
講演に先立って亀山郁夫学長が挨拶され、平野氏の長編小

て、誠実に学生の皆さんに語りかけていました。ロマン主義

説『決壊』について最近書かれたばかりのエッセーを朗読され

や象徴主義のフランス文学にはまだそれほどなじみのない学

ました。平野氏もこの挨拶を予想していなかったようで、大学

理のようなそれを支える部分も重要だ」といった厳しい現実も

本年はいよいよ募集出版による教科書、教養書、学術書も

教えられ、これから待ち受ける課題の重みを感じつつ私たち

刊行される予定で、遅々とした歩みではあっても、出版会は確

は帰路についた。

実に歩を進めていくはずだ。気がつかなかったけれど、名古
屋外国語大学出版会はこんな面白い本を出していたのか、と

生、平野さんの作品をまだ読んだことのない学生も、難解な純

認識していただけるようできるかぎりの努力をつづけていきた

を挙げての受け入れに感謝し、講演にも一層熱がこもった様

文学の作家と言うイメージを良い意味で裏切る、気さくで飾ら

光文社古典新訳文庫で亀山学長の編集を担当されていた川

い。最後にここまで出版会を支えてくださった多くのみなさま

子でした。

ない彼の人柄に触れられた時間でした。就職活動や人間関係

端博さん、出版会の職員には出版に造詣の深い山田麻紀子さ

に厚くお礼を申し上げたい。本当にありがとうございました。

講演で平野氏は、ボードレールが 1855 年に書いた第一回
パリ万国博覧会の美術評の総論の部分に現れる
「生命力の移

に悩む時期の学生さん達は、平野さんの「分人」の考え方に
大きく共感したことが講演後のアンケートからも伺えました。

動」という概念を取り上げました。平野氏がボードレールに出

平野氏は講演会後の食事会にも参加され、学長を始め多く

会ったのは中学高校を過ごした北九州時代に岩波文庫版『悪

の教員達と気軽に文学や人生について話をされました。翌日

の華』
（鈴木信太郎訳）を購入した時で、京都大学入学後に、

はご友人の横尾忠則氏の高松宮殿下記念世界文化賞の明治

当時出ていた人文書院版の4巻の全集を古書店で入手し、4巻

記念館での受賞式典に招待されているそうで、多忙の中、名

目に収められた美術論に大変惹かれたということでした。

古屋まで赴き、大学のために多くの時間を費やしてくださった

ボードレールは、万博の美術展会場で、古代ギリシアや

平野氏の、人柄と日常生活に触れられた貴重で濃密な一日で

ローマの文明が滅び、イギリスやフランスで新たな近代文明が

した。

花開いているのを目にし、かつては遠方の土地で花開いた美



（フランス語学科准教授

伊藤達也）

んを迎えて、ようやく出版会の態勢が整った。そして、本学の
先生方を中心に執筆者を募る募集出版と、出版会がプランを

（名古屋外国語大学外国語学部世界教養学科教授）

さて、大岩副編集長率いる企画チームが立ててくださった
企画は 3 件：1）亀山学長がこれまで書かれてこられた現代日
本文学に関するエッセー、そして現代作家等との対談を集め
たもの（名古屋外国語大学叢書の第一弾）
、2）高瀬淳一先生
によるG7サミットに関するわかりやすいブックレット、3）複言
語プログラム部門による語彙集（2015 年度はフランス語と中国
語）だったが、みな順調に編集作業も進み、高瀬先生による

語っています。平野氏

ブックレット第 1号『サミットがわかれば世界が読める』は 10
月、亀山学長による叢書第 1号
『世界が終わる夢を見る』は 12

Ｎ

Ｎ

わり、かつて花形だっ

諫早勇一

立てる企画出版の二本立てでいよいよ活動がスタートした。

の「生命力の移動」を
は昨今の企業の移り変

編集長

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

出張報告の後、さまざまな折衝を経て、
「付随事業」として
教科書を中心に刊行していくことが決まったほか、編集者には

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

訪問先の敷居はとてつもなく高く感じられた。しかし、案ずる

トークショー『日本は奥深い』

Ｓ

Ｓ

た、ソニーやシャープと
いった日本を代表する

Ｃ

Ｃ

企業が衰退し、アップ
ルやグーグルといった
全く別の企業が繁栄し
ているという現状を、こ
の「生命力の移動」と
いう現 象になぞらえま
した。そのような不安
定な時代に、自らの提

亀山学長

27
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刊行書籍展示

亀山学長によるサイン会
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学芸大だより

外大だより
桜本亜沙美さん（現代英語学科 4 年）が優勝

ヒューマンケア学部 子どもケア学科 幼児保育専攻

2015 年11月28日（土）に名古屋外国語大学主催の「第 9 回

の対談逐次通訳を行いました。本学からは現代英語学科4 年

大学における鑑賞教育の促進を目的として、2015年6月

学生通訳コンテスト」が約 200 名の聴衆を集めて開催されまし

の桜本亜沙美さんが代表として出場し、見事優勝しました。コ

28日～8月31日に、ヒューマンケア棟 B 棟 1F・2F、C 棟

た。コンテストには名古屋外大を含めた12 大学からの選抜学

ンテストの結果は以下の通りです。

1Fにて「世界児童画展」が開催されました。この展覧会

生が出場。
「グローバル社会における移民問題」のテーマのも

は、国内・海外の子どもの作品を教育的に活用する「世

と、2 名のスピーカー
（吉見かおる名古屋外国語大学非常勤講

界児童画展ライブラリー貸出プログラム」によって実施さ

師、ダニエル・ラムリー名古屋外国語大学招聘講師）の発言

れ、今回は、日本を含む37ヶ国、3 歳から 6 歳の子ども
の作品100点（海外作品 80点・国内作品 20点）と、幼児

【優勝】
【準優勝】
名古屋外国語大学 4 年 東京外国語大学 4 年
桜本 亜沙美さん
高尾 桃子さん

保育専攻2年生による鑑賞ガイドが展示されました。期間
中には、オープンキャンパスが 2 度にわたって開催された

【The Japan Times 賞】
獨協大学 3 年
赤羽 咲紀さん

こともあり、学内だけではなく学外も含めた多くの方に鑑
賞された展覧会となりました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

【第 3 位】
大阪大学 2 年
石橋 奈々さん

近年、子どもの表現と鑑賞の活動のなかで感性を育む
ことが美術教育の課題となっています。今回の展覧会は、
保育者や教師を目指す学生が学内で鑑賞活動について

高いレベルの通訳パフォーマンスに称賛の拍手

考える機会となりました。鑑賞ガイドを制作した幼児保育

本年度で 9 年目を迎えました通訳コンテストも、今回より全

上泉先生によって、
「オーストラリアにおけるコミュニティー翻

国外大連合連携事業になり、学部主催から大学主催となりまし

訳通訳事情」と題しての講演では、通訳翻訳者としての心構え

た。今回は、グローバル社会が瀕する喫緊の課題であります難

や方法論等についてのお話しを伺うことが出来ました。一昨年

民や移民問題を捉え、
「グローバル社会における移民問題」と

度より、名古屋学芸大学のご協力のもと、映像メディア学科の

題して語って頂き、全国から集った学生による、大変熱の入った

森幸長先生とそのゼミ生の皆さんによって、会場における音響
機器の設営から運営までを行って頂きました。さすが、プロの

手が送られました。その中で、我が校の桜本亜沙美さんがトッ

先生やプロを目指す学生さん達によって見事なまでの運営をし

プバッターとして奮闘し、見事、優勝しましたことは大変名誉

て頂いたことは、この通訳コンテストをより一層引き立たせて

なことであると共に、次は私もチャレンジと、モチベーション

くれました。このようにこのコンテストは、中西学園の姉妹校

をアップする学生が見受けられたことは、頼もしい限りでした。

である名古屋学芸大学のご協力を初めとして、沢山の学内外の

学生によるコンテスト終了後には、恒例となりました神田外語

先生方や多くのスタッフに支えられています。このことは、社会

大学の柴原智幸先生の同時通訳デモンストレーションに会場

に飛び立つ学生にとっても、多くの学びの場となった事と確信

の皆さんも圧倒されたようでした。又、マッコーリー大学の井

しています。

（現代英語学科教授

浅野輝子）

専攻の学生は、子どもの絵の鑑賞活動について考えると
ともに、絵を描いた子どもたちを取り巻く環境についても
調べるなど、絵を通して世界の子どもたちとの触れ合いも
体験することができました。

【付記】
「世界児童画展」
【主

催】公益財団法人

【後

援】外務省・文部科学省・各都道府県教育委員会・読売新聞社・

【協

力】ぺんてる株式会社

公益社団法人日本美術教育連合・全国造形教育連盟

「世界児童画展」は、今後も毎年開催される予定です。

管理栄養学部 管理栄養学科 栄養教諭採用試験

栄養教諭採用試験に 3 名が合格
子供たちの給食を管理するとともに食事の大切さを教える「食育」が重要
な業務となる栄養教諭の平成 28 年度採用試験に、管理栄養学部の 4 年生

「聞き手にわかりやすいように通訳することを意識して」と何度も

おり、いつか出場したいと思っていました。毎年全国から集まっ

おっしゃっていて、本番でもわかりやすいスピード、表現、声の

た学生の素晴らしいパフォーマンスを目の当たりにし、そのレベ

トーン、目線を心がけました。壇上に上がるまでは、これまでに

ルの高さに圧倒されていました。昨年約1年間イギリスに留学し、

経験したことがないほど緊張していましたが、始まったらリラッ

もっと英語を専門的に身につけたいという気持ちと今後の課題

クスして楽しもうという気持ちで通訳に臨みました。他大学から

が見えてきました。帰国後、今年の通訳コンテストの予選の知ら

来ている学生も非常にレベルが高く、とても良い刺激になりまし

せを聞いた時から、テーマである移民に関する本やニュースを読

た。
要さ、やり甲斐を実感し、自分に自信がつきました。これからも

イア育成講座に参加し、通訳ボランティアとして働くなど実践的

努力を怠らず成長し続け、小学生の頃からの夢である通訳にな

な練習を積んできました。

りたいです。

予選で選ばれてから特訓が始まり、常にコンテストのことが頭

最後になりましたが、私にこのような貴重な機会を与えてくだ

から離れない日々が続きました。プロの通訳さんはずっとこの状

さった浅野先生、励ましてくださった先生方、通訳コンテストの運

態にいるのかと思うと、並大抵の精神力では足りないのだという

営を支えて下さったスタッフの皆様に心から感謝申し上げます。

ことを実感しました。実際に通訳をするのは難しく、特に日本語
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（現代英語学科

4年

桜本

平成28年度採用
採用地

栄養教諭志願者数および合格者

採用人数 受験者数
（倍率） 区分
（名）
（名）
新卒

愛知県

10

95

（9.5）

亜沙美）

名古屋市

7

35

（5.0）

最終合格者（名）
1
森川実希
（補欠合格2）

新卒（名） 既卒（名） 合計（名）

平成21年度

0

4

4

平成22年度

3

3

6

平成23年度

4

1

5

平成24年度

3

1

4

平成25年度

6

1

7

平成26年度

3

3

6

既卒

1

伊藤

優

平成27年度

4

4

8

新卒

2

今井愛理
山口ゆか

平成28年度

3

1

4
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Ｃ

Ｃ

通訳コンテストを終えて、改めて通訳という仕事の大変さ、重

基礎訓練をし、今年に入ってからは全国外大合同通訳ボランテ

ご指導をいただきました教職課程の先生方に深く感謝いたします。

採用年度

栄養教諭合格者数

Ｓ

Ｓ

んで準備し始めました。通訳法クラスではシャドーイングなどの

が 3 名合格しました。また既卒者も1名が合格しました。採用試験に際して、

採用年度別

Ｎ

Ｎ

通訳コンテストは 1年生、2 年生の時にスタッフとして参加して

美育文化協会

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

レベルの高い通訳パフォーマンスに多くの聴衆から称賛の拍

や英語特有の言い回しをどう訳すかで困りました。浅野先生が
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ヒューマンケア棟で「世界児童画展」が開催されました

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

全国外大連合連携事業 第 9 回学生通訳コンテスト開催

30

学芸大だより
メディア造形学部 デザイン学科

株式会社 デンソーさんと、名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科との「産学協同プロジェクト」で取り組み、
今年の 2 月、名古屋市中区の栄 地下街で開催いたしました「わくわくの種 展」が、2015 年度のグッドデザイン賞を 2015
年 9月25日に受賞。日本全国の企業やプロのデザイナーから寄せられる約 3,600 件の応募の中から「グッドデザイン賞：
宣伝・広告・メディア・コンテンツ部門」にて、見事受賞を果たしました。
（株式会社デンソーさんと名古屋学芸大学との合
同受賞です）今、デザイン学科が積極的に推進しています「産官学協同」の成果が、社会的に大きく認められ、教員一同
たいへんうれしく思い、さらにいっそうの力を入れて行きたいと思っております。

会

期：2015 年11月19 日（木）～11月21（土）

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

産学協同「DENSO わくわくの種 展」
グッドデザイン賞を受賞！

第 12 回コンタクト展
入場者数：551名
会

場：名古屋市栄：名古屋デザインセンター内 2 階アトリュームウ＋4 階展示場

本展は名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科3年生によるデザイン作品展。
［ビジュアル
コミュニケーションデザイン］と［スペース・プロダクトデザイン］および［学究ビジュネスデザイン］
の作品を展示。これから 4 年生になり、社会へ出ようとする学生の、就職に向けた活動につなが
る展覧会として開催。19日（木）は夕刻よりオープニングパーティを行い多くの企業や卒業生が来
場、教員や学生との緊密な懇談が開かれ作品の発表や批評会が随所でみられた。
社会に向けて初めて学生が発表する機会と位置付けており、3 年間の成果をベースにした課題
や自主制作を中心に、ポートフォリオを添えて自己アピールを展開、産官学の共同研究の機会も増
え、デザインの地域貢献に積極的に参加する作品もみられた。

（デザイン学科／河村暢夫）

「第12 回コンタクト展」ポスター

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

トヨタ車体株式会社開発部門創立 70 周年ポスター開発
メディア造形学部デザイン学科ではトヨタ車体株式会社開
発部門の創立70 周年記念ポスターの開発を実施しました。こ

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

れはトヨタ車体株式会社から開発部門創立 70 周年を迎える
にあたり本校学生のピュアな目線で、創立 70 周年に相応しい
キャッチフレーズ、およびポスターを作成して欲しいとのご要
望のもと、デザイン学科2 年生、3 年生有志が夏休み期間中に
2015 年 2 月3日（火）～8日（日）会期合計で、約 3,100 名のご来場者数を記録しました。

開発を実施したものです。
まずトヨタ車体殿への理解を深める為、学生によるトヨタ車
体開発部門の見学会およびデザイン部との Q&Aを実施しまし
た。その後『僕達の目は輝いている』を基本コンセプトに11
名の志願者がキャッチフレーズとポスターアイデアを創出しま
した。
8月6日にトヨタ車体デザイン部によるアイデア選択会を実施
し、アイデア4 案を選択し更にレベルアップ。
8月25日に最終案を提案し、その結果トヨタ車殿から下記の
3年

早川里紗

2年

鈴木隆之介、濱口陽平

トヨタ車体株式会社のトップの方々から下記のコメントを頂

Ｃ

Ｃ

やエレベーターホールに展示されました。

デザイン学科
デザイン学科

Ｓ

Ｓ

形で開発センター中央吹き抜けホールに、またポスターが玄関

最優秀作品は、8月31日の記念式典で写真のような大凧の

Ｎ

Ｎ

入賞

優秀案が選ばれ受賞しました。

きました。
最優秀賞

デザイン学科 3 年

飯柴賴、辻村恭利

キャッチフレーズ

大変素晴らしいポスターに仕上げていただき感謝します。
学生諸君の柔軟な発想や、リクエストへの粘り強い対応に感

「カッコだけじゃない。クルマの未来は僕らが創る」

心しました。最優秀作品の、
「クルマの未来は僕らが創る」は
全社のキャッチフレーズとして今後使わせていただきます。デ
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◦担当教員：梶田 渉 教授 ・ 尹 成濟 准教授 ・ 柴田 知司 講師 ・ 皆川 優介 助手

優秀賞

◦学生（VCDコース）：石川 理穂 ・ 伊藤 愛 ・ 今雪 葵 ・ 木村 詩織 ・ 林 玲奈 ・ 松浦 舞 ・ 森 千尋 ・ 山本 愛佳

キャッチフレーズ 「物語を運ぶ。未来を運ぶ。
」
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デザイン学科 3 年

綿貫佳祐

ザイン学科ではこれらの経験を基に更なるデザイン知識、技術
の向上に努めていきたいと思います。
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学芸大だより
メディア造形学部 映像メディア学科
〈映画プロジェクト〉として制作した『プラネタリウムと冬の

菜都美、西山諒（劇団パンジャーボンバーズ座長）

となっております。また、今年もメディア造形学部のプロジェ

伏見ミリオン座で10月24日（土）～10月30日（金）に劇場公

【主要スタッフ】監督・脚本・編集：柿沼岳志（講師）、撮影監

科3 年次制作展「ゼミ展」を本学にて開催しました。7 つの領

クトとして、ファッション造形学科の大学祭ファッションショー

域（フォト・映画・TV・サウンド・3DCG・アニメーション・イン

「NUAS COLLECTION」の制作ドキュメンタリーを映像メ

開されました。また、6月5日（金）には SHORT SHORTS

督：渡部眞（教授）
、音楽：鈴木悦久（講師）、録音・MA：森

スタレーション）で学んだ 3 年次生 105 名の 81作品が発表され

ディア学科1・2 年生の有志を中心に制作をして YouTubeで公

FILM FESTIVAL ＆ASIA 2015 の表参道ヒルズSPACE O

幸長（講師）
、グレーディング：齋藤正和（講師）

ました。今年は NUAS ギャラリーで写真作品の展示、メディア

開しています。

造形学部 B 棟のラウンジでインスタレーションやアニメーショ

https：//www.youtube.com/channel/UCq8MyPKWggK3MUs54AgKubA

2015 年10月24日（土）～25日（日）まで、映像メディア学

ン作品展示を行いました。合同祭と同時開催となり今回で5回
目を迎え、多くの卒業生・保護者の皆様にお越しいただく機会

【大賞】
「空の墓標」安田雄太・佐藤耕大・三上莉彩

映画領域

【最優秀賞】
～あんたに届けたい～」岡中萌奈

「戦争を見つめた目」森本瑞生

TV領域

映画領域

サウンド領域

今年度の映像メディア学科
「第 9 回 TOHO シネマズ学生映画祭」CM 部門グランプリ
学生：榊原英恵（さかきばら・はなえ）
映像メディア学科 4 年生の榊原英恵（さかきばら・はなえ）
さんが、2015 年 4月19日にTOHOシネマズ新宿で開催された

・NHK

Eテレ「映像の教室」

TECHNE ID AWARD2015

ポイントオブビュー部門

優秀賞「ちょっとよりみち」NAMAHO！
受賞学生：中村茉歩、新沼奈美

「第 9 回 TOHOシネマズ学生映画祭」において、全 166 作品
の中からCM 部門でグランプリを受賞しました。本作品を含

奨励賞「日々の幸せ」

～4月17日の間、関東の TOHOシネマズの映画館にて上映さ

テーマ：幸福度

プロジェクト

7月7日
（火）
～7 月 12 日
（日） 名古屋市民ギャラリー矢田

第 2 展示室

フォト領域 4 年生共同制作展
『CHAMELEON』

7月8日
（水）
～7 月 12 日
（日） 名古屋市民ギャラリー矢田 第 3・4・5・6 展示室

ワークショップ 日光で受信：鶏卵紙プ
5月2日
（土）
、10 日
（日）
リントワークショップ

名古屋テレビ塔

横山達也（助手）

ワークショップ あらたま父の日実験
教室 ～手作り写真でお父さんにあり 6 月 20 日
（土）
がとうを伝えよう～

イオンモール新瑞橋 1F
セントラルコート

横山達也（助手）

ワークショップ 古典印画技法ワーク
8月1日
（土）
、2 日
（日）
ショップ 太陽で写真プリント！！

ANEWAL Gallery
（京都） 横山達也（助手）

研究発表
「Interactive Onsite Application
8 月 7 日（金）
of Museums’Art Collections and
Image Connectivity」

パフォーマンス『wald（ヴァルト）
』

E ight h I nter nat iona l
Conference on the
Inclusive Museum
（第 8 回インクルーシブ・ 稲垣拓也（助手）
ミュージアム国際会議）
National Science
Museum、Delhi（インド）
演出・映 像：伏 木 啓（講
リンナイ株式会社旧部品
師）
、空間設計・施行：井垣
センター
理史（デザイン学科講師）

8 月 28 日
（金）
、29 日
（土）

〈映画プロジェクト〉として制作した『唇はどこ？』
（監督：長

で、YouTubeでご覧いただけます。

崎俊一）が、渋谷ユーロベースと伏見ミリオン座で劇場公開さ

https：//youtu.be/a8xprDCvYJI

れ、第 37 回 PFFぴあフィルムフェスティバルの東京・名古屋会

谷達也（演劇集団 KIMYO）、鈴木理恵子（映像メディア学科
4 年生）、山本一樹（演劇集団 KIMYO）
【主要スタッフ】監督・脚本・編集：長崎俊一（非常勤講師）、
撮影監督：渡部眞（教授）
、音楽：鈴木悦久（講師）、整音・
MA：森幸長（講師）、グレーディング：齋藤正和（講師）

映像インスタレーション『waltz 2015』

11 月 12 日
（木）
～15 日
（日）

中川運河・長良橋北側

横山達也（助手）
総合演出・映像：伏木啓
（講師）
、空間設計・施行：井
垣理史
（デザイン学科講師）

ワークショップ 写真の散歩道ワーク 11 月 28 日
（土）
、29 日
（日）
、
名古屋テレビ塔
ショップ ～写真の古典印画技法～
12 月 5 日
（土）
、6 日
（日）

横山達也（助手）

ワークショップ 芸術と科学のハーモ
ニー事業 からだ・で・アニメーション 12 月 6 日
（日）
みんなサンタ？！

江口詩帆（助手）

みなとアーカイヴ 2015 ―“mosaic”
映画『NOTHING PARTS 71』
（岐阜おおがきビエンナーレ 2015）

ゆめたろうプラザ
（愛知県武豊町）

Ｃ

Ｃ

場でも特別上映されました。

ワークショップ 写真の技法について
9月14日
（月）
、10月17日
（土） 名古屋学芸大学
学ぶワークショップ

Ｓ

Ｓ

宛てたメールで紹介するというもの

【主要キャスト】久具巨林（卒業生 10 期生）、廣瀬菜都美、宮
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第 1～7展示室

Ｎ

Ｎ

上京して1年経った女の子が母へ

7 月 1 日（水）～7 月 5 日（日） 名古屋市民ギャラリー矢田

受賞学生：前田有輝、松田晃平、中村祐太、長谷部大輝

ですか（55 秒）
」は、
「TOHO シ
ネマズ新宿」という新しい劇場を

大名古屋電脳博覧会 2015

・第11回ＡＣジャパン CM 学生賞

む14 作品が、2 次審査を通過し、映画祭に先立って 2月28日
れました。受賞作「お母さん元気

第 7展示室

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

その他の受賞作品

賞

スクリーンプリント写真展「彼女たちの行方」 6月16日
（火）
～6月21日
（日） 名古屋市民ギャラリー矢田

教員の活動

サウンド領域

「家族のたまご」松井亜久理・長田侑弥・古田恭大

受

学科関係の展覧会

インスタレーション領域『VMIC 展』

フォト領域

【優秀賞】
「ドラギャル！！」中島多々楽

（オー）会場でも上映されました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「言の葉

「ハウリング ペンデュラム ウェーヴ」杉山一真
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【主要キャスト】鈴木理恵子（映像メディア学科 4 年生）、廣瀬

月』が、第 7 回ショートストーリーなごやの映像化作品として、

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2015 年度 3 年次制作展『ゼミ展』

12月8日
（火）
～12月26日
（土）

Minatomachi POTLUCK 齋藤正和
（講師）
、鈴木悦久
BUILDING 2F
（講師）
、村上将城（講師）

12 月 20 日
（日）

ソフトピアジャパン・セン
監督：仙頭武則（教授）
タービル 3F ソピアホール
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学芸大だより
メディア造形学部 ファッション造形学科

『第 22 回浜松シティファッションコンペ』グランプリ獲得
2015 年12月20日
（日）に静岡県浜松市主催のファッションデザインコンテス

故防止を目的としたファッションショーを8月28日に鶴舞
公園内の名古屋市公会堂にて実施しました。

ト最終審査会が開催されました。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

愛知県警からの依頼により、反射材を使用して、交通事

最終審査会では、全国応募総数 4,240点のデザイン画から選ばれた 30点の
作品が発表され、本学科2 年生の向城美翔さんがグランプリを獲得しました。
【これまでの入選・入賞実績】

また、2014 年度・2015 年度と2 度に渡り『交通安全反射
材ファッションショー』を実施した功績に対し、愛知県警
本部から感謝状をいただきました。

2014 子ども環境紙芝居

入賞

2015 子ども環境紙芝居

入賞

倉敷ファッションフロンティア 2015
Re DESIGN PROJECT2015
NUAS COLLECTION2015

入選

朝日新聞名古屋本社賞・入賞（2 点入賞）
グランプリ

受賞者

向城美翔さん

受賞作品

2015 年度コンテスト入賞・入選実績
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2015 年12 月21日現在

第22回 浜松シティファッションコンペ

第42回 神戸ファッションコンテスト
インターカレッジキッズファッションデザインコンテスト KOBE

入 選
第1次審査通過

帽子コンテスト イン ナゴヤ 2015

最優秀賞
入 選
入 賞
入 選
最優秀賞
優秀賞
審査員特別賞
入 賞

第53回 全国ファッションデザインコンテスト
新宿ファッションフィールド2015
第90回 装苑賞

愛知県内で使用される特殊詐偽撲滅ポスターをファッション造形学科学生がデザインし、12月

福井ファッショングランプリ2015
ナゴヤファッションコンテスト2015
倉敷ファッションフロンティア2015

より県内の警察や区役所等の公的機関・金融機関・パトカーなどにポスターやステッカーがは

名古屋学芸大学短期大学部

られています。この功績を評価され、12月14日に愛知県警本部にて感謝状が贈呈されました。

2015 こども環境紙芝居
アモッサ クリエーション

ナゴヤリメイクコンテスト

企業 3 社からの依頼により、産学合同事業に取り組み、11
第26回 ザッカデザイン画コンペティション
Re DESIGN PROJECT 2015

入

賞

入 選
企業賞
（朝日新聞名古屋本社賞）
入 選

りえ
弥生
良麻
萌子
朋代
朋代

向城

美翔

丸地 把奈
成瀬 寛起
古田 朋代
服部 麻祐
舛中 美月
太田 萌子
佐々木 優子
伊藤 来夢
山本 和枝
坂野 文香
飯田 結偉
市川 真帆
粟野 萌子
坂野 文香
粟野 萌子
河合 由佑美
市川 真帆
西尾 和希
伊藤 愛友菜
今井 美希
根木 紗耶
待井 彩絵
岩澤 真友梨
佐藤 穂奈美
濱田 ゆりえ
青山 ありあ
向城 美翔
吉川 沙希
向城 美翔
今井 美希
根木 紗耶
北小路 毬乃
向城 美翔

朋代

大鋸
日下

蒼
宗隆（助手）

坂野
畔栁

文香
あゆ

青山

めぐみ

古田
待井

亜由美
彩絵

青島
岡崎
仲山
向城
仲山

古田
日下

朋代
宗隆（助手）

里奈
仁美
あいこ
美翔
あいこ

根木
多治見

畔栁
今井
丸地

あゆ
美希
把奈

川畑
服部
近藤
佐藤
古田

南依
麻祐
彩
真実
亜由美

河合
石川
木全
佐藤

由佑美
沙希
友紀子
真実

紗耶
真以

Ｃ

Ｃ

作品が展示されました。

かりゆしテキスタイルコンテスト

岩崎
安藤
鈴木
粟野
古田
古田

古田

Ｓ

Ｓ

月に都内で開催されたJAPAN CREATION にて学生の

美翔
萌子
良麻
弥生
美晴

Ｎ

Ｎ

第19回 全国きものデザインコンクール

洋装産業新聞社賞
YKK 賞
中日新聞社賞
金 賞
入 選

向城
太田
鈴木
安藤
向城

名古屋学芸大学短期大学部

第15回 YKK ファスニングアワード
第38回 HEP FIVE オリジナルファッションコンテスト
日暮里ファッションデザインコンテスト2015
金澤ファッションコンペティション2015

グランプリ
入 賞
優秀賞
入 選
新宿区長賞・
アッシュ・ペーフランス賞
入 選
第2次審査通過
入 選
入 選
入 選
ジーンズ＆カジュアルウェア部門
奨励特別賞
ユニフォーム部門
奨励特別賞
入 選
入 選
入 選
入 選

以上、21種コンテスト、27名入賞、45 名入選

なお、これらのファッション造形学科最新情報は、学科のホームページ

http://media.nuas.ac.jp/fashion/ から
ご覧いただけます。随時更新しておりますので、ぜひご覧くださいませ。
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学芸大だより

短大だより

名古屋学芸大学メディア造形学部・メディア造形研究科

ファッション造形学科

映像メディア学科

第11回卒業制作発表会

卒業・修了制作展

2016 年1月23日（土）
、ナディアパーク・デザインホー

2016 年1月13日（水）～17日（日）愛知芸術文化

メディカル秘書コースでは、入学当初から医療・福祉分野

学系知識だけに留まらず、ホスピタリティマインドの習得にも力

の医療事務のスペシャリストをめざし、将来医療チームの一員

を入れています。このように、本コースでは、時代のニーズに

として活躍できる医療秘書、医療事務職としての自覚を高めら

合わせた資格取得を目指してきました。

れるようなカリキュラムを実施して参りました。その一つとして

大学の授業を受けることによって、基礎知識を身につけるこ

挙げられるのがメディカル秘書関連の資格支援です。資格を

とはできますが、さらに本学では、資格取得のためにさまざま

ルで、第 11回卒業制作発表会及び本学と数年来交流の

センター

愛知県美術館ギャラリー展示室・愛知県

取得することは、授業で学んだことが理解できているかを計る

な支援講座が組まれています。また、医療事務に関する資格

あるドイツ国立プフォルツハイム大学学生作品発表会を

芸術劇場小ホールで、卒業・修了制作展を開催しま

開催しました。

指針でもあり、学生自身が大学生活を送るうえでの目標でもあ

の合格者には、大学からの資格取得お祝い金の支給制度を設

した。

ります。

けています。
積極的に挑戦し、着実に自分自身のスキルアップをさせた

いて時系列で紹介します。1年次では、
『秘書技能検定』
『日

学生（医師事務作業補助技能認定に合格）に勉強法を尋ねる

本語ワープロ検定』
『MOS 検定
（Word ／ Excel）
』など、社会

と、
「授業内容を元に資格支援講座にも臨み、学んだ内容を復

に出て働くうえで必要となるビジネス実務の基礎知識や情報

習しました。学科対策は自分で何回も違う問題を解きながら、

処理技能を高めるための資格です。1年終了時から2年次にか

どのような問題がどのように出題されているのか見当をつけま

けては、社会的ニーズが高まっている保険医療機関で必要と

した。また同じ問題を何度も解くことで、どの教科書を使い、

なる医療関係や保険請求事務などの知識に関連する『医療事

どこに何が書いてあるかが分かるようになりました。資格試験

務技能審査（メディカルクラーク）』、更に上を目指す学生には

は時間との勝負だと思いま

『診療報酬請求事務能力検定』が、調剤薬局では『調剤事務

す。」という答えが返ってき

は『ケアクラーク技能認定』等が用意されています。また、昨

ました。
資格を取得するために

年度から『医師事務作業補助技能認定（ドクターズクラーク）』

は、自己学習が必要不可欠

の取得も目指しています。医師事務作業補助者とは、医師の事

です。支援講座をうまく活

務作業（診断書の作成、処方せんの作成、検査の予約など）

用しながら、めざす資格に

をサポートする人材で、2008 年から診療報酬への点数加算が

積極的に挑戦し、一人でも

認められました。医師の診療補助を行うことで患者さんへの

多くの学生が医療現場で

理解や、専門医療の知識も深まります。さらに今年度からは、

活躍してくれることを期待

『メディカルフロントコンシェルジュ技能認定』を取り入れ、医

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

管理士技能認定』
、居宅介護支援センターや福祉施設などで

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

卒業するまでの 2 年間にチャレンジをしている資格試験につ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

卒業・修了制作展・発表会

名古屋学芸大学短期大学部メディカル秘書コースの
資格支援について

しています。

医師事務作業補助技能認定
（ドクターズクラーク）合格証書

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ

デザイン学科

卒業・修了制作展

2016 年1月13日（水）～17日（日）愛知芸術文化センター
愛知県美術館ギャラリー展示室・ラウンジで、卒業・修了制作
展を開催しました。
メディカル秘書コースの実習室
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ＮＳＣだより

短大だより

名古屋ファッション専門学校
養護教諭コース

2日間で、養護展には 300 名、養護活動展には400 名の方にご来場いただきました。
「養護展」では、1年次の前期の学びの発表を兼ねて、調べ学習と

「ATSUSHI NAKASHIMA」コレクションを
名古屋パルコで展開
当 校 を卒 業し、 パリで の デ ザイナ ー 経 験 を 経 て

コレクション、2016 SPRING SUMMER COLLECTION

帰 国、 現 在 ま で 5 シ ーズ ン に わ た りメル セ デ ス・

『DISCOVERY』を、名古屋パルコ西館 1 階のインキュ

ベ ン ツ ファッション ウィー ク東 京 に て「ATSUSHI

ベートスペース「SHOW STAGE」で、11月14日から 4日

NAKASHIMA」ブランドを発表する中島篤さん。今年度

間にわたって受注販売しました。店舗の設営、ファッショ

た。また、脳トレーニングでは、パソコン上の画面に映し出される脳ト

より
『NFFF2016』ファッションショーの作品製作指導の

ンアドバイザーなど様々な部分で名古屋ファッション専門

レーニング用の画面を見つめ、微妙に変化する画像を見つけるトレー

ほか、コレクション発表の際フィッティングのお手伝い、そ

学校の教員や学生がサポート。ショップには一般のお客

して名古屋パルコでのポップアップショップの開店を学校

様の他、新聞社の取材、ショップを経営している卒業生

挙げてお手伝いさせていただきました。10月12日に東京・

など多数の方々が来店くださいました。

身体計測を実施、そして「脳の活性化」についての説明と、脳トレー
ニングの実践を行いました。参加者の方々は、日頃計測する機会のな
い肺活量や偏平足検査などに興味関心をもって参加してくださいまし

ニングに夢中になっておられました。

渋谷「ヒカリエ」にて開催されたショーで発表された最新

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「養護活動展」では、2 年次の学生が、これまでの学びのまとめ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2015 年度短期大学部での合同祭では、養護教諭コース1年は「養護展」、2 年は「養護活動展」を開催しました。

として
「機器を使うことでおこる健康問題」をテーマに活動を展開し
ました。体験コーナでは、来場された方々が、学生の指導により肩
こりや、眼の疲れを解消するマッサージなどに熱心に取り組んでお
られました。また、アロマで癒されたと喜んで話しながら帰って行か
養護教諭コース 2 年次の「養護活動展」

れました。

11月23日に東急ホテルにて「名古屋ファッション専門学校

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋ファッション専門学校 創立70周年記念同窓会
創立 70 周年記念

同窓会」を開催しました。理事長先生、中西冨美子先生のご挨拶や、卒業生で

メディカル秘書コース

デザイナーの中島篤さん、スタイリストの森田晃嘉さんのトークなどが続き、300
名以上の来場者の皆様が終始和やかな雰囲気で歓談されました。

今年の合同祭では、メディカル秘書コースの紹介
をさまざまな角度から行うため、321、331 教室と2
つの会場を設けました。321教室では、昨年に引き

体験入学

続き、学生による模擬授業（身体のしくみ、PCによ
る診療報酬請求書の作成）
、秘書検定の問題を試す

学園祭恒例の3 年生によるファッションショーや全校から応募され

クイズを実施しました。331教室では、病院の仕組み

るデザイン画コンテストのほか、たません、やきとり、おにぎらず、フ

を理解していただくために、パネル展示、人形、ベッ

リーマーケットなどの模擬店や授業作品展示など今回も盛りだくさん

ド、会計カウンター等を配置し、要所に学生が待機

方にご来場いただきました！

病院の受付から受診、投薬、会計までの流れの説明

した。来場者が多かった要因は 3 つあります。第 1は、昨年に続き養護教諭コースとメディカル秘書コースが共同して

Ｓ

Ｓ

今年の来場者数は昨年より約 3 割増え、186 名で

の内容でした。高校生や保護者の皆様、懐かしい卒業生など多くの

Ｎ

Ｎ

して、来場者に説明を行いました。

学園祭

毎年恒例となったファッションショー

Ｃ

Ｃ

スタンプラリーを行ったことです。第 2 は、2 会場の各所に学生が待機し、来場者に話しかけて展示物の説明を行っ
たことです。第 3 は、紹介したテーマが来場者の関心を引いたことです。
10 数回にわたって話し合いを行い、試行錯誤を重ねた結果、来場者の増加という成果を得ることができました。合
同祭に関わった全ての学生が、達成感を味わうことができたとともに、この共同作業の中で様々なことを体験し、将
来の糧となる貴重な体験をしてくれたのではないかと思っています。
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プロカメラマンを講師に迎えてスタジオ
撮影体験

デザイン画コンテスト表彰式

恒例、3 年生のファッションショー！
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ＮＳＣだより
名古屋栄養専門学校

栄養計算をした食事を喫食者が残さず食べてこそ健康

美しく本格的な料理になります。鶏肉やベーコンなどを焼い

を保つことができます。栄養士には調理力が基礎スキルと

た後のうま味を利用してソースを作り上げることで、ソース

して必須でしょう。本校では 2 年間の学習を通して、包丁の

だけでも美味しいものが出来上がります。

使い方、だしの取り方から丁寧に指導し、日本料理・中国料

大高恒夫先生はウェスティンナゴヤキャッスル総料理長

理・西洋料理、さらにライフステージの食事、疾病食、フー

のおり、2005年に愛知県で開催された日本国際博覧会「愛・

ドサービスなど毎週 2～3回の調理実習を開講しています。2

地球博」で国内外の賓客をもてなす迎賓館、その料理長を

年生最後の学期には「特別調理実習」を全学生必修で開講

任された先生です。

し、ホテル総料理長経験者の授業を実施しています。今年
から新しくスタッフに加わっていただいた大高恒夫シェフの

大島先生薬膳メニュー①「皮膚に潤いを与え、気を高め、
ラゲとキノコの炒め物・鮭の味噌麹焼き・小豆とはと麦のお

大高先生のメニュー①・若鶏の詰め物キャベツ巻き・海老

粥・里芋のデザート・焙じはと麦、ヨクイニンの薬茶。

のクルトンサラダ・百合根のスープ。百合根のスープは、普段

大島先生薬膳メニュー②「身体を温め、腎を補い、胃腸

は市販のブイヨンを使ってしまいがちですが、玉ねぎやセロ

の調子を整える料理」・海老蓮根団子・鶏手羽と丸干しの

リなどの野菜を使って一から作り使用することで、普段味わ

陳皮鍋・甘栗入り玄武粥・黒胡麻プリン・生姜紅茶・枸杞、

うことの無い本格的なスープをいただくことができました。

菊花の薬茶。
大島先生は高校生中学生のお子さんを育てながら本校
に 2 年間通学して卒業、大学に編入学して管理栄養士国家

プは時間をかけて煮込むことで牛蒡臭さが消えてとても美

試験に合格。2013年から本校の教員として栄養指導実習等

味しくなりました。スープは「飲むものではなく食べるもの」

のご指導をいただいています。ご自身が体調を崩された経

と教えていただきました。ルシアン地方オムレツでは、フラ

験から薬膳の勉強を始めて健康を獲得されました。そうし

イパンで材料と卵を焼き、手のスナップだけできれいにオム

て極められた
「薬膳」の知識とスキルを学生に伝えたい、そ

レツを裏返す工程に驚かされました。

して悩んでいる学生が薬膳を学ぶことで体質が変わり、元

フランス料理は難しい、という印象がありますが、先生

気になってもらいたいという思いで授業を行ってくださいま

の料理は調理経験の少ない学生でも作りやすく、家でも作

した。お店で簡単に手に入る食材一つ一つに様々な効果が

れそうなものを教えてくださいました。作りやすいレシピで

あるということを学び、体質チェックも行い、自分に適して

はあるが、クルトンのパンを型抜きしたり、スープに牛蒡の

いる食材を知ることができ、毎日活き活きと生活する知恵を

チップスをのせたりと工夫がたくさんされており、見た目が

学びました。
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薬膳メニュー

牛蒡のクリームスープ

私は、大学卒業後に名古屋栄養専門学校へ入学しましたが、就職活動は初めてでした。
一年生の夏頃から、病院で働きたいと漠然と考えていました。そんな時、授業の一環で「先輩就
職体験報告会」が行われ、海南病院で栄養士として働く先輩の話を聞きました。この病院は自分に
向いていると直感し、海南病院を第一志望にしました。まず、履歴書の作成から始め、先生に何度
も添削していただき、納得のいく文章をつくることができました。夏休みに海南病院で5日間の実
習をさせていただき、志望動機も迷うことなく書くことができました。求人票が来てからは、作文
の練習と筆記試験の対策に力を入れました。作文は先生にギリギリまで添削していただけたので、
自信を持って試験に臨むことができました。筆記試験では、栄養学の基本的な問題が出されたの
で、日頃の勉強の成果が出せたと思います。面接はとても緊張しましたが、実習でお世話になって
いたので、安心して自分の意思を伝えることができました。就職活動を続ける中、海南病院で働き
たいという気持ちがどんどん強くっていたので、面接で何を聞かれても戸惑うことなく話せたのだ
と思います。実習を通して働く自分をイメージできたこと、栄養士として活躍したいという強い気
持ち、そして先生方やまわりの友人のサポートが内定に繋がったと思っています。
ありがとうございました。

鳥居 綾さん 名古屋栄養専門学校 食物栄養科
内定先：（社福）おおぞらにこにこ福祉会

てらべサニーサイド保育園

今、就職活動を振り返って、履歴書や面接では、むやみに飾った言葉を使わずに自分の言葉で伝
えることが大切だと実感しています。
私は、名古屋栄養専門学校を卒業後、どの方面の栄養士として職に就こうか、入学当初はまだ模
索していました。
しかし、校外実習や授業を受けるにつれて、乳幼児の栄養やアレルギーの分野に興味を持ち、子
どもの食育に携われる保育園や幼稚園での栄養士になりたいと思うようになりました。
一年生の後期から、就職対策の授業が始まり、少しずつ就職先を探し始める中で、ふと頭に浮か
んだのは、自分が通っていた幼稚園です。
すぐさまコンタクトを取ると、タイミング良く、4月から保育園を開園するため、栄養士の募集が
あるというお話を頂きました。その数日後には履歴書を持参で面接を受け、合格を頂きました。急
ではありましたが、慌てずすぐに対処出来たのは、余裕を持って早い段階から、先生方に指導をし
て頂いたからだと思います。履歴書作成では、何度も添削して頂くことで、かしこまった文では、
相手には伝わりにくく、自分にとっても素直な気持ちが表せないということもわかりました。
まさか、自分が通っていた園にご縁があるとは想像もしていなかったので、驚いてはいますが、
これも、早くから行動に移したからだと思います。
次は、栄養士として、関われることに嬉しく思い、やりがいと責任を感じています。

Ｃ

Ｃ

⑤ボードを使って説明の大島先生

ルシアン地方オムレツ

新實 幸子さん 名古屋栄養専門学校 食物栄養科
内定先：JA 愛知厚生連 海南病院

Ｓ

Ｓ
食い入るように見つめる学生

就職活動をする中で、強く印象に残っていることは、準備をすることの重要性です。
私の希望する企業は、他よりも就職試験が5月前半と早く、二年生の授業が始まって早々に、履
歴書を書いて提出しなければなりませんでした。
一年生の後期から「就職講座」という授業にて、履歴書の書き方を学び、志望動機や自己 PR を
考える時間がありました。そのため、さほど苦労することなく履歴書を仕上げることができ、就職
試験に臨むことができました。
また、一年生のときからオープンキャンパスのスタッフをしており、原稿を書いてスピーチす
る、パワーポイントを使用して自己 PR するなど、さまざまな形で発表する機会がありました。就
職試験の面接もその延長線と捉えることができたので、緊張することなく臨むことが出来ました。
内定をいただいたさいには、学校生活の全てがこのための準備であったと思い、喜びを噛締めま
した。
今からの準備で、結果が変わってくると思います。頑張って下さい。

Ｎ

Ｎ
大高先生の授業風景

就職活動体
験記

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

大高先生のメニュー②・若鶏のソテーマレンゴ風・ルシア
ン地方オムレツ・牛蒡のクリームスープ。牛蒡のクリームスー

食物栄養科

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

血液を補い、寒い冬に備えて丈夫な身体を作る料理」
・キク

授業と大島知美先生の薬膳を紹介します。

宮下 哲大さん 名古屋栄養専門学校
内定先：メーキュー㈱

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

「特別調理実習」―シェフのわざと薬膳料理

薬膳メニュー
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名古屋総合デザイン専門学校

先本くん

Feb.2016 Vol.80

Ｃ

Ｃ


■来年のイラストカレンダーが完成
本校グラフィックデザイン科2 年生の米田佳代さんがイラ
ストを担当したカレンダーが完成し
ました。
このカレンダーは昨年に引き続
き、医療関係のメーカーさんのご依
頼で、今年の春先から長期間の制
作を経て、やっと完成した労作。
今回は 2 種類の形式で展開。今
年の年末から全国の病院等に配布
米田さん
され使用されます。

■ラベルデザイン表彰式
11月19日（木）ボージョレ・ヌーヴォー発売解禁日。
ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー2015 セントレア限定
ラベル、ラベルデザイン表彰式がセントレア旅客ターミナル
ビル4 階 イベントプラザ ス
テージにて行われました。
本校グラフィックデザイン
科2 年生 横井春菜さんもこ
れに出席。横井さんの作品
受賞の様子
は優秀賞を受賞しました。

■受賞！
connectA Award 2015 Exhibition
東海地区のクリエーターを志す学生の団体 connectA。
その connectAと中部クリエーターズクラブ（ccc）および国
際デザインセンターが共催するデザインコンペティション、展
覧会、授賞式が 11月28日（土）にありました。
本校グラフィックデザイン科2 年生の金井杏莉さんが、こ
こで ccc 賞を受賞。この日、授賞
式に臨みました。展覧会のテーマは
「2020 なにしよう」
受 賞した金井さんの 作品は抽
象的な平面構成で表現されたポス
ターで審査員であるベテランのグ
ラフィックデザイナーが特に推した
金井さん
作品だそうです。

Ｓ

Ｓ

■愛知県教育委員会賞 太田 佳保理さん
■愛知県印刷工業組合理事長賞 木全 和也くん
■平和紙業㈱賞 山﨑 菜七子さん
■㈱小森コーポレーション賞 先本 大輝くん

山﨑さん

Ｎ

Ｎ


■春と秋の交通安全市民運動でデザイン採用！
「春および秋の交通安全市民運動」で本校グラフィックデ
ザイン科2年生の柴田亜寿美さんの作品が公式ポスターとし
て採用され名古屋市内のバスと
地下鉄全駅に掲出されました。
この作品は、1年生次に取り組
んだ広告デザインの授業の課題。
デザインコンペに応募したときの
もので、このとき最優秀賞をいた
だきました。
ポスターはキャンペーン期間中
駅等でずっと活躍しました。
柴田さん

■れんらくぶくろ デザインコンテストで、奨励賞！
9月25日（金）、名古屋中税務連絡協議会主催 「第 4 回
れんらくぶくろ（名古屋市中区の新1年生に贈呈する学校と
家庭間を行き来する書類ケース）デザインコンテスト」の第
2 次審査（公開審査）がプレゼンテーション方式で行われま
した。
今回デザイン系専門学校 3 校が参加するこのコンテスト
は、まず校内審査を経て、さらに第 1次審査通過者がこの
審査会に臨み、プレゼンテーションを行うものです。
本校からは3名が第2次
審査に進出。果敢に課題
に挑み、グラフィックデザ
イン科1年生の藤井佳奈さ
んが見事、奨励賞に輝き
ました！
プレゼンの様子

■帽子デザインで受賞！
9月25日（金）
、26日（土）名古屋オアシス21「尾張名古
屋の職人展」ステージにて全日本帽子協会主宰 「第 53 回
全国帽子研究会 帽子コンテスト in NAGOYA」 のファッ

木全くん

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

Feb.2016 Vol.80

先本くん

太田さん

名古屋学芸大学
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■特別賞を受賞！！
本校グラフィックデザイン科 2 年
生の先本大輝君が、CBC テレビ主
催「スマイルデーなごや」マンガコン
テストで、特別賞を受賞しました。

ションショーおよび審査がありました。
ここで、本校グラフィックデザイン科1年生の飯田みつきさ
んの作品「きのこぼうし」が協会会長賞を受賞しました。飯
田さんは、本来ファッション校の講座であるデザイン画を、
本校のデザインバイキングシステムにより5時限目に受講。一
次審査通過後は
ファッション 校
の帽子デザイン
講 座を受 講し、
自ら帽子を制作
しました。
楽しく学んで、
見事に結果を出
飯田さん
受賞作品
しました。

■交通安全の公式ポスターに、本校の学生作品が、
またまた採用！
採用されたのは本校グラフィックデザイン科2 年生、宮崎
伶菜さんの作品。
ポスターデザイン制作はちょうど一年前の今頃、宮崎さん
が 1年生のときの作品で、
「まだまだ拙くて恥ずかしい」とい
う本人の感想でしたが、そ
れでも傑作にちがいありま
せんね。
この作品は来月11月いっ
ぱい、名古屋市内のバス、
地下鉄の駅にて掲出されま
した。
宮崎さん

■ 2015GIFT TREE AICHI 展
本校の学生（主にグラフィックデザイン科2 年生）と本校
の講師の先生も参加する展覧会が開かれました。
今年愛知では日本最大級の緑のイベント“全国都市緑化
あいちフェア”が開催されました。本展は、日本グラフィッ
クデザイナー協会〈JAGDA〉の愛知地区会員と県内デザイ
ン教育機関の学生が「デ
ザインの力で、都市緑化に
光をあてよう！」をミッショ
ンに、グラフィックデザイ
ナ ー が 持 つ『GIFT』を
使って緑あふれるまちづく
りを応援するポスター＆ポ
関連イベント「サンデーデザインスクール」
ストカード展です。
にて作品が紹介

■ポスターグランプリにて多数入賞・入選！
愛知県印刷工業組合等主催の第 6 回ポスターグランプリ
にて今回も本校の学生が多数入賞・入選しました。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

■夏期特別集中講座 サマーソニック会場装飾
サマーソニック会場装飾 8月12日～14日
サマーソニックスタッフ＆ライブペインティング 8月15日16日
夏期特別集中講座の目玉、毎年恒例のサマーソニック夏
期講習が行われ学生がアーティストとして参加しました。
サマーソニックのフラワーステージ後方のアートテントを 6
基を手掛けました。今年は例年の倍の数でした。7月の終
わりごろから2年生の柴田亜寿美さんを中心に事前にデザイ
ンを何度も打ち合わせました。
8月12日正午に会場入り。1日2 基づつ仕上げる昨年の倍
のスピードでしたがクオリティも高くプロデューサーからの
評判も高く、非常に良い作品に仕上がりました。
夜になって絵が見えなくなるまでテントから離れず塗り続
ける姿は学校で授業を学ぶ姿とはちがった必死さがあり、
テントを仕上げた時の喜びは計り知れないと思いました。
3 年目の挑戦で今年が一番タフなチームでした。生徒の
引率は日比野先生。生徒の監督役としても立派に努めてく
れました。
今年はサマソニのメインゲートの装飾やオアシスエリアの
バルーン、既存トイレをまるごとアートで彩るプロジェクトが
ありリーダーとして左右田先生を筆頭に卒業生で講師の大
河内先生、日比野先生、小林晴香さんを含めたチームで会
場のアートを手掛けました。
フェス前日には徹夜。そのままライブペイント。36 時間も
描き続けました。
フェス当日にも乾さん、柴田さん、木村くん、松波さんが
アーティストとして巨大グラフィティを担当。他の生徒も会
場スタッフとして朝から晩まで作家のサポートをしました。
当日は小林晴香さんがソニッカートのアーティストとして
ライブペインティングに参加した事も快挙でした。
学生のアートテントの下で皆が休憩する姿や、皆で仕上
げたゲート前で写真を撮る人たちを見て描いたものが使わ
れる喜びを先生、卒業生、生徒で共有出来たことが一番印
象に残っています。
サマーソニックの夏期講習ではデザインの現場、音楽フェ
スの現場を体験するのが目的です。今年の参加者は意識が
非常に高く、挑む姿勢はプロそのものでした。
描く喜び、仕上がる喜び、使われる喜びを肌で感じ、モ
ノを作り上げる楽しさを体験した 5日間となりました。
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名古屋製菓専門学校
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賞

受

名古屋外国語大学

2015 年技能五輪ブラジル世界大会銅メダル受賞！

わが町日進

Profile

岩崎町・特に竹ノ山周辺のことども
前岩崎城歴史記念館長

（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。
元日進市文化財保護審議会長。著書：
『歴
史物語

田中 義和

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

2015 年 8月ブラジルサンパウロで行われた技

日進のマチがのどかな農村から大都市近郊のベッドタウンと変

崎の地名があり、
「愛知郡誌」
（明治 22 年版）には「岩崎村岩木

能五輪世界大会、洋菓子部門で本校の伊藤美

貌してからもう何年かたちました。いや、過去形でいうのは正しく

坑・岩崎村字竹ノ山に在り（以下略）」と竹ノ山一帯での亜炭産出

緒さんが銅メダル（第 3 位）を受賞しました。伊

はありません。今なお変貌しつつあると進行形でいうべきでしょ

を述べています。
「岩崎誌」
（岩崎誌編纂委員会・昭和 60）は岩

藤さんは 2014 年の国内大会金メダル（第 1位）

う。その中のひとつが名古屋外国語大学・名古屋学芸大学がある

崎における戦前戦後を通じての主要炭鉱として大薮炭鉱（名古屋

に続く快挙です。

名古屋学芸大学

2015 年ドイツパンの世界大会 ibaカップ 2015で
本校卒業生が世界一獲得！ 日本人としても初の快挙！

岩崎町竹ノ山地区です。今回はこの竹ノ山の

学芸大学南・中日青葉学園西辺り）、八代

ごく一部についてお話したいと思います。こ

炭鉱（椙山学園女子大学運動場辺り）
、東

の竹ノ山のタケは植物の竹ではなく、山の峰

海炭鉱（竹ノ山新五郎池北側辺り）をあげ

や尾根を意味する嶽（岳）が地名の語源に

ています。

なったものと考えられます。また、岩崎の地

採掘の範囲も坑道の長さも広がりも記

名の由来は、江戸時代に著された「尾張国

録が散逸して不明ですが、当時の竹ノ山

地名考・岩崎村の条」に「この村のうしろに

では亜炭を採掘した後の坑道が陥没した

竹の山とて近辺に比類なき岩山あり、其山の

ことは時としてあったようです。名古屋学

尾崎にある村なれば岩崎と名付なるべし」と

芸大学の前の道路が陥没したという話を

あり、これからも岩崎町の地名語源が推測
できるかと思います。この岩崎村は天文21年

聞いたことがあります。現在では地盤強化
菊水の滝（日進市岩崎町竹ノ山）

の技術・工法が進歩したのでしょうか、こ

けんしゅうだんなちゅうもん

（1552）10月4日付の
「賢秀檀那注文」と呼

の類の話は聞かなくなりました。

ばれる史料に村名が初見されます。同書に

この竹ノ山を南北に縦断する道路が以

は、赤池・梅森・野賀田（野方）・浅田・下

前から県道瀬戸大府東海線としてあった

津（折戸）・藤嶋・藤枝など日進市域の村名

わけではありません。それどころか、竹ノ

井一浩さん
（2004 年度卒業）が見事世界

も初見されます。このことから、その頃には

山一帯の明治・大正期の地図を見ても道ら

一を獲得しました。

これらの村々が村として成立していたことが

しいものは見当たらないのです。古老の話

わかります。

によれば、亜炭搬出のための私道はあっ

世界各国の代表が集まり競い合うドイ
ツパンのコンテストで、本校卒業生の浅

名古屋学芸大学短期大学部

浅井さんは東京の有名店で店長を任
されながら、コンテストに挑戦し、結果
を残しました。卒業してからも最前線で
活躍する卒業生が増えてきました。

Ｎ

2015 技能五輪全国大会
2 大会連続金・銀・銅賞受賞の
快挙！！

Ｓ

若い技術者が技術を競い合う技能五輪全国大会が 12月に東京で行
われ、本校の学生が 2 年連続、金・銀・銅賞受賞の快挙を達成しました。

Ｃ

技能五輪上位受賞は10 年連続の快挙です。

竹ノ山というと地元の人は「ああ、御嶽山

たようですから、杣（そま）道もあったか

のこと」といい、まず御嶽神社が頭に浮かぶ
ようです。木曾（長野県）の御嶽山に発する

もしれません。
大府より北上してきた旧来の瀬戸大府

弁天池（日進市竹の山 3 丁目）

御嶽信仰は御嶽講として全国に及びますが、

線は、いまでも大府街道という人がいます

岩崎御嶽山を開いたのは明寛、明心の両行者と言われ、御嶽講祖

が、岩崎交差点から右折し、岩藤新田
（現岩藤町）から北新田
（現

の夢のお告げ「尾張国愛知郡岩崎村に竹ノ山という霊山あり、こ

北新町）経由で長久手の岩作へと結ばれていました。しかし、岩

の山に御嶽大権現を勧請すベし」により、万延元年
（1860）、勧請

作、瀬戸方面へ向かうのにこのルートでは不便であるため、昭和

したものです。

25 年より岩崎交差点より北へ順次、竹ノ山へ、さらには砂子（長

この御嶽山の西南麓にある菊水の滝は蓬州旧勝録（安永 8 年・
1779 刊）や尾張名所図会にも紹介された名瀑でした。かつて御
嶽山に登拝する信者は白衣をまとい、滝水にうたれて心身を清浄

久手市）へと開設、延伸、拡幅工事をして道路整備を行い、今の
主要地方道 57 号瀬戸大府東海線となりました。
わずか20 年ほど前、この大府街道から西方を見たとき、何の変

にしたものでした。また、西麓にある弁天池は水あくまで澄んだ、

哲もない尾張丘陵の雑木林がさえぎって新設の愛知淑徳大学学舎

池中央に弁財天が祀られた小島のある池でした。この御嶽山・菊

（長久手市）を見ることができませんでした。やがて、愛知万博が

水の滝・弁天池のあたりは大正 15 年（1926）名古屋新聞が企画し

ひらかれ、竹ノ山土地整理組合ができて、ブルドーザーが山肌を

た尾張 10 名所の第 1位に選定されたほどの絶景で、戦後もしばら

削り、同大学が間近に望めたのもつかの間、新しく建った家並み

くはその面影が残っていましたが、今は片々でしかその様を見るこ

が再び隠してしまいました。まさに竹ノ山地区は大きく変貌したの

とができなくなりました。

であり、なおまだしつつあるのです。

春日井市の辺りから知多郡北部に連なる尾張東部丘陵には尾
張夾炭層という亜炭を含んだ地層がありました。わたしたちは亜
炭とは言わず、
「岩木」とか「皮木」とか呼んでいましたが、尾張
名所図会にも岩木として「岩崎村、岩作村（長久手市）の辺およ
び春日井郡水野山中（瀬戸市）の地下に是を産す（以下略）」と岩
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クリスマス会

12
11

今年も名古屋製菓専門学校の先生と学生の皆さんがクリスマスケー
キを持って来てくださいました。こうして毎年クリスマスケーキをプレゼ

小学生との交流会

11
20

ントしていただけて、しかもそのケーキがとびきり美味しいとなれば、こ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

「経験は人生を豊かにする」と考えています。幼稚園での日々という日常にちょっとした変化がプラスされると子どもの心が弾み、成長のチャンスが広がります。
菱野幼稚園では、いろいろな体験、出会い、連携を通し、優しく強くたくましい人に成長してほしいと願いつつ、様々な取り組みを行っています。

んな幸せな幼稚園は滅多にないことでしょう。菱野幼稚園の園児は本
当に特別です。
今年も美味しくて嬉しい気分を味わった私たちは、名古屋製菓専門
学校の皆さんが菱野幼稚園にとってのサンタクロースだということを強く

瀬戸市立幡山東小学校四年生 38 名が幼稚園を訪問してくれました。幼稚園児が

感じています。

楽しめる遊びや活動を自分たちで考えて、年長児と半日過ごしました。子どもたち
は、年齢が近いためかすぐに溶け込み楽しんでいるようでした。私たち教職員として

特別
企画

は卒園生との再会も嬉しいことでした。
こうした取り組みでお互いを知り、年長児は小学生になることに期待を持ち、小学

（その2）

生も高学年としての自覚を持つことに繋がることでしょう。交流するとしないとでは、
全く違うと感じます。ますます幼小の連携が深まることに期待しています。

創立70周年を迎えた中西学園にあって、菱野幼稚園は開園43 年目を迎
えています。
卒園した子どもの人数は、約 4,700 名。
親子二世代、菱野幼稚園に通ってくださる方々も大勢いらっしゃいます。
そこで、前回の「ひしの育ち」の 2 名の教員に続き、親子二世代ひしの
育ちの方々の内、現在も幼稚園が位置する萩山台にお住まいの 6 組の皆
様をご紹介します。

11 11
～
24 27

運動会などの秋の大きな行事を終えたこの時期は、子どもたちがぐっと成長し、ク
ラスとしても落ち着いてきます。そういった充実期に、菱野幼稚園ではクラスの枠を
越えて、年少児から年長児までが一緒に活動する縦割り保育週間を設けています。

親

この週、子どもたちは、予め準備している5 種類の楽しい企画
（粘土木工・クラフ
ト・戸外遊び・料理・作って遊ぼう）から毎日やりたいことを自分で選び、そのクラ

1

スに行って過ごします。たまたまやりたいことが同じ子どもたちの集合体ですので、
いつもと違う友だち、いつもと違う先生と過ごすことになるのです。
そんなドキドキワクワクを体験して、子どもたちはますます成長します。自ずと異
り、年下の子の気持ちになったりと、思いやりの心や助け合いの気持ちが芽生え

年中：うめ組
年長：きく組

1

なわとび

なわとび

2

つり輪あそび

のぼり棒

ケーキ屋さん

3

ピアノの先生

妖精

4

毎日泣きながら通 友だちとケンカし
園したこと
たこと

4

お買い物ごっこ

お絵かき教室

鬼頭さん親子

子

親

年少：もも組
年中：ばら組
年長：かんな組

1

年長：きく組

2

キックスクーター

のぼり棒

2

粘土あそび

ドロケイ

3

パイロット

探検家
山登りをする人

4

入 園 式 の 日、 雨 が
降っていました。白
い靴下で登園したの
ですが、着いてすぐ 遠足でモリコロパー
に幼稚園の中にあっ クへ行ったこと
たどぶにジャンプし
てドロドロになって
しまったこと

警察官

ケーキ屋さん

菱野幼稚園で二日間を過ごしました。奉仕活動ということで、大学生の教育実習と
4

逆上がりができる
運動会
ようになったこと

もたち以上にこの二日間の関わりに心を動かしてくれていたかもしれません。
クラスでのお手伝いや保育室や園庭の清掃など熱心に行っていただいたことに感

「幼稚園に消防車が来た！」園庭に入ってきた消防車に目を輝かせる
子どもたちです。

見学

12
9

平下さん親子

子

親

のひとつです。

子

年中：うめ組
年長：かんな組

年少：もも組
年中：すみれ組

1

年少：さくら組
年中：うめ組
年長：あやめ組

年少：さくら組

2

ジャングルジム

ジャングルジム

2

なわとび
鬼ごっこ

みんなで鬼ごっこす
ること

3

鬼ごっこの鬼
年長組さん
たしか…お花屋さん （あじさい組）
ライオンのえさ
（をやる人？）

4

お遊戯会のときにす
みんなでやる鬼ごっこ
ごく緊張したこと

3

警察官

野球選手

4

移 動 動 物 園 で う さ うんていができた
ぎを抱っこしたこと こと

した。幼くても真剣に取り組むことの大切さを教えたいと思っています。
消防署の方々のご指導を受け、今後もしっかりと行っていきたいこと

天野さん親子

1

この日は、火災発生を想定した避難訓練と消防車見学を行いました。
避難訓練は、自分の命を守る大切なことと改めて確認することができま

年少：ふじ組
年中：うめ組
年長：あじさい組

鉄棒

菱野幼稚園

菱野幼稚園

親

謝しています。両者にとってプラスの出会いとなりました。

避難訓練・消防車

子

年少：もも組
年中：すみれ組
年長：あやめ組

瀬戸市内にある聖カピタニオ女子高等学校の生徒さん10 名が、奉仕活動のため

に過ごしたことをとても喜んでいましたが、高校生の皆さんは、もしかすると、子ど

藤田さん親子

1

3

は少し違うスタンスで触れあうこととなりました。子どもたちはお姉さんたちと一緒

年中：ばら組
年長：かんな組

年少：ふじ組
年中：すみれ組
年長：あやめ組

おかあさん

親

12
8.9

年少：ちゅーりっぷ組

※以 前はちゅーりっぷ組が
ありました。

子

2

の姿を認識できる経験にもなります。いつもと違う環境は精神的にも強くしてくれま

高校生が来園（奉仕活動）

年少：ふじ組
年中：ひまわり組
年長：きく組

渡邉さん親子

親

3

ます。また、小さい子が年上の子どもに対して、自分もこうなりたいというあこがれ
す。楽しいだけではない中身の濃い一週間となりました。

子

１．何組でしたか？
２．幼稚園では、どんな遊びが好きでしたか？
３．幼稚園の頃、大きくなったら何になりたいと
思っていましたか？
４．菱野幼稚園での「いちばんの思い出」は？

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学短期大学部

年齢クラスに編成されますので、そういう環境下で年上の子に優しくしてもらった

上田さん親子

こんな質問をしてみました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

縦割り保育

親子そろって ひしの育ちです！

菱野幼稚園での体験が、いつの時代も豊かな心を育んでいることを願います。
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マスコミで見る学園各校の 出 来 事
2015 年 6 月 1 日 ▶▶ 2016 年 1 月 31 日
日付・媒体

6月2日
毎日新聞
6月4日·5日

The Japan Times

6月5日·7日

中日新聞・毎日新聞

6月6日

中日新聞

6月6日

中日新聞

中国でのドラえもん映画上映について
＜外国語学部 川村範行教授＞

7月17日·19日

学芸大

三重県熊野市と観光振興に関するデザイン協定締結
＜井形昭弘学長＞

7月18日
9月1日

学芸大

公開講座「観光のユニバーサルデザイン」告知
＜メディア造形研究科 川原啓嗣教授＞

外大

三重県志摩市のサミット決定についてコメント
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

学芸大

6月13日·24日

中日新聞

6月14日

中日新聞

6月17日

国際開発ジャーナル6月号

6月21日
朝日新聞

6月21日
毎日新聞

6月22日
10月25日

中日新聞

6月23日·26日
中日新聞

6月24日
中日新聞

6月24日
7月3日

中京テレビ

6月28日

東海テレビ

6月28日

東海テレビ

7月3日

中日新聞

7月3日

中日新聞

7月4日

中日新聞

7月6日

中日新聞（夕刊）

7月10日

中日新聞

7月11日
中日新聞
7月12日

中京テレビ

7月16日
中日新聞

7月16日

外大

6月9日
中日新聞

中日新聞・毎日新聞

日付・媒体

安保法案審議についてコメント
＜国際教養学科

外大

6月11日·12日

記事内容等

外大

6月8日
中日新聞

6月10日
文學界7月号
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所属

「ロシア文化の運命」講演

武田さやかさん＞

髙村薫著『太陽を曳く馬』書評

＜亀山郁夫学長＞

スクリーンプリント写真展「彼女たちの行方」告知
＜映像メディア学科＞

学芸大

「学長翻訳 名著を朗読」
ワールドリベラルアーツセンター
（WLAC）発足記念イベント開催
＜亀山郁夫学長＞
留学生

外大
外大

＜亀山郁夫学長＞

「復興支援インターンに参加」
＜管理栄養学科3年

外大

外大

高瀬淳一教授＞

保育園児と交流

＜日本語教育センター＞

「「足で稼ぐ」日本の強み」中東支援インタビュー
＜国際教養学科 佐藤都喜子教授＞

「+C でら日本一 東海」健康寿命についてコメント
学芸大
＜健康・栄養研究所 下方浩史教授＞
訳本『アメリカ大陸のナチ文学』書評
＜世界教養学科 野谷文昭教授＞

外大

「高校ファッションデザインコンテスト2015」開催
学芸大
＜ファッション造形学科＞
学芸大

「なごや VISION 展」開催

＜デザイン学科＞

「キャッチ！」
「はやりば」で「アベンジャーズ エイジ・
学芸大 オブ・ウルトロン」のプロモーション協力
＜デザイン学科＞
「スタイルプラス」「外国人が見たナゴヤ」で留学生へ
インタビュー
＜日本語教育センター＞

「新報道2001」 健康寿命について
学芸大
＜健康・栄養研究所
学芸大

「大名古屋電脳博覧会」出展
＜映像メディア学科4年

下方浩史教授＞
髙須友佳さん＞

「大島誠と FunMobileClubExhibition」告知
学芸大
＜デザイン学科 大島誠教授、学生＞
日進市長選についてコメント
＜英米語学科3年 有安七実さん
英語教育学科3年 藤武弘さん
国際教養学科2年 日笠まり絵さん＞

外大

外大

「街角新風－暑さ対策」
＜日本語学科1年

PRO SOUND8月号
Sound＆Recording9月号

7月25日
10月30日

中日新聞

7月26日
中日新聞

7月31日

中京テレビ

8月1日

中日こどもウィークリー

8月3日
中日新聞（夕刊）
8月4日

CanCam9月号

8月6日

中日新聞

8月10日
中日新聞
8月12日

中日新聞

8月14日

名古屋テレビ

8月15日

中日ホームニュース
Between8-9月号

8月18日

中日新聞

8月20日
中日新聞

8月27日
朝日新聞

8月29日
中日新聞

8月29日
中日新聞

8月29日
中日新聞

8月30日
中日新聞

9月2日
中日新聞
9月14日

Science Portal China
川崎麗奈さん＞

「笑顔！」プチヴェール酢のラベルデザイン
学芸大
＜デザイン学科4年 高橋里奈さん＞
外大

中日新聞

8月15日

「食育推進 国から表彰」サークル「Canteen」が食育
学芸大 推進ボランティア表彰を受ける
＜管理栄養学科 塚原丘美教授、Canteen ＞

外大

中日新聞（知多版）

外務省課長が講義

9月17日·29日
10月17日·18日·25日
11月1日

中日新聞・東海テレビ・
テ レ ビ 愛 知・NHK・
日中文化交流協会会報

「所さんの目がテン！」徳之島の長寿の秘密
学芸大
＜健康・栄養研究所 下方浩史教授＞

9月20日

「伊勢志摩サミット－アジアへ視線 期待」
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

9月22日

外大
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The Japan Times
テレビ愛知

所属
外大
学芸大

学芸大

記事内容等

日付・媒体

元気にするには」東海市で講演会
＜国際教養学科 横山陽二准教授＞

9月25日

三重県菰野町と地域振興に関する包括連携協定締結
＜井形昭弘学長＞

9月26日

音響スタジオ紹介
＜映像メディア学科

10月1日

「地域

佐近田展康教授、森幸長講師、
鈴木悦久講師＞

中日新聞

産経新聞

中日新聞

10月7日

外大

NHK BS

中国語スピーチコンテスト開催

＜中国語学科＞

外大

「なるほどランド」伊勢志摩サミット解説
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

学芸大

「キャッチ！」夏の食欲減退対策について
＜管理栄養学科 塚原丘美教授＞

外大

留学生がバースデーケーキについて取材協力
＜日本語教育センター＞

外大

「タガログ語児童が増加」についてコメント
＜現代英語学科 津田守教授＞
読者モデルとして紹介
＜現代英語学科4年

外大

日本航空・ANA 総合研究所・ドリームスカイ名古屋と
人材育成連携協定
＜亀山郁夫学長＞

学芸大
外大

石倉侑芽さん＞

「18歳以上に選挙権」についてコメント
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞
「温暖化テーマのポスター展」出展
＜デザイン学科4年

小田原有伽さん＞

「ドデスカ！」終戦記念特集－授業風景
＜内田忠男客員教授＞

外大 「どまつり」で魅せます！！
学芸大
＜よさこいソーランサークル「凰」＞
外大
外大

「私の改革論

＜亀山郁夫学長＞

「安倍首相談話」についてコメント
＜外国語学部

「日比

川村範行教授＞

ふたつのルーツ」残留2世についてコメント
＜現代英語学科 津田守教授＞

「水谷誠孝洋画展」開催
＜子どもケア学科

水谷誠孝講師＞

「亡き母導くパティシエ」技能五輪銅賞受賞
製菓校
＜製菓専門学校 伊藤美緒さん＞
外大
学芸大
外大

外大

留学生を対象に安全対策講座
「五輪

10月13日

中京テレビ

10月14日
中日新聞

10月14日
10月16日
中日新聞

10月17日
中日新聞

＜国際交流課＞

またつまづく」エンブレム撤回にコメント
＜ CS センター 森本健参与＞

「日中の教育最前線」寄稿
＜外国語学部

川村範行教授＞

国際シンポジウム「日中大学生討論会」

学芸大

「チャレンジ TV」

＜映像メディア学科＞

外大 「EX LIBRIS ～“紙の宝石”蔵書票の世界～」展告知
学芸大
＜中央図書館＞
外大

「地域プロデュース演習」紹介
＜国際教養学科 横山陽二准教授、
現代英語学科4年 石倉侑芽さん＞

外大

学術講演会「現代のアイルランド－詩と音楽－」告知
＜ WLAC・英米語学科＞

外大
外大

「ザ・プロファイラ－

#1スターリン」
＜亀山郁夫学長＞

「一億総活躍社会」についてコメント
＜国際教養学科

高瀬淳一教授＞

「宮城産の魚で介護食」
学芸大
＜管理栄養学科 塚原丘美教授、
2年 神村美帆さん、河野呼春さん＞
「キャッチ！」保護者インタビュー
学芸大
＜子どもケアセンター＞

11月17日·29日
中日新聞

11月18日
CBC

11月24日
SINRA 1月号
11月26日
中日新聞
11月29日

中京テレビ

11月29日·30日
12月21日
2016年1月3日·
17日

12月1日
中日新聞

外大

講演会「生命力の移動～ボードレールと分人主義」告知
＜ WLAC・フランス語学科＞

外大

「元気な地域はこうして創る」東海市で講演会
＜国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ学生＞

学芸大

制作映画「プラネタリウムと冬の月」上映
＜映像メディア学科 柿沼岳志講師、学生＞

12月2日

外大

教育講演会「モンゴルへの発達障害児支援から学ぶ
ー日本の特別支援教育の課題」告知
＜英語教育学科＞

12月5日
中日新聞（夕刊）

12月1日·15日·17日

中日新聞・朝日新聞
中日新聞・読売新聞

12月6日
2016年1月13日

10月24日
中日新聞

学芸大

「名学芸大生にグッドデザイン賞」デンソーとの共同企画
＜デザイン学科 梶田渉教授、学生＞

12月14日

10月27日
中日新聞

学芸大

「名古屋看護助産学校
看護学部新設目指す

12月17日

10月28日
10月30日
10月31日
12月12日
中日新聞

名学芸大に移行へ」

外大

学芸大

中日新聞・教育学術新聞
フジテレビ
週刊新潮

「私の先生」中学時代の恩師紹介
学芸大
＜客員教授
東アジアサミットについてコメント
＜外国語学部

ドン小西氏＞
川村範行教授＞

映画プロジェクト作品「唇はどこ？」上映
＜映像メディア学科＞

12月17日·23日
中日新聞

12月19日

フジテレビ

12月20日
毎日新聞
12月25日

外大

講演会・特別対談「小説のジャンル～純文学とミステリ」
告知
＜ WLAC・フランス語学科＞

11月1日
読売新聞

外大

「東京外国語大学読売講座」 沼野恭子教授と
「文学と食」
について対談
＜亀山郁夫学長＞

11月6日·29日
中日新聞

外大

「菰野町 PR 映像コンテスト」
＜国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ学生＞

1月2日

11月9日
名古屋テレビ

外大

「哲人の告白」

1月3日
CBC

10月31日

中日新聞

11月10日·22日
12月6日·17日

読売新聞・北海道新聞・
中日新聞・産経新聞・
朝日新聞

11月10日

東海テレビ

11月11日·
12日·18日

中日新聞・東海テレビ

11月15日

映画撮影 No.207

11月17日

名古屋テレビ

外大

外大

学芸大

学芸大
学芸大
外大

著書『新カラマーゾフの兄弟』紹介

＜亀山郁夫学長＞

「みんなのニュース ONE」サミットについて解説
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞
「東海テレビ文化賞」顕彰

朝日新聞

「全国外大連合連携事業学生通訳コンテスト」開催
＜現代英語学科4年 桜本亜沙美さん＞

外大
外大
学芸大

「やすだの歩き方」

＜エアライン業界研究グループ＞

「『徒然草』に学ぶ吉田兼好の自然観察眼」
＜日本語学科 蔵田敏明教授＞
名古屋商工会議と産学連携協定締結

＜井形昭弘学長＞

「所さんの目がテン！」長寿の秘密
学芸大
＜健康・栄養研究所

外大

著書『新カラマーゾフの兄弟』書評

下方浩史教授＞

＜亀山郁夫学長＞

「にっしんまるごとカレー選手権」企画
学芸大 （にっしん市民活動祭）
＜管理栄養学科3年 髙見華子さん・鈴木りささん＞
学芸大

特殊詐欺防止のための啓発用ポスターデザイン最優秀賞
＜ファッション造形学科3年 太田萌子さん＞

学芸大

名古屋医療センターと名古屋看護助産学校の運営に
関する協定締結

外大

著書『サミットがわかれば世界が読める』紹介
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

法人

「中西学園70周年記念式典」開催

外大

「めざましテレビ」地域広報についてコメント
＜国際教養学科 横山陽二准教授＞

外大

「私の週間食卓日記」寄稿

＜亀山郁夫学長＞

外大

「名古屋外国語大学出版会設立記念フェア」開催
＜名古屋外国語大学出版会＞

学芸大

「すぽると！」駅伝部の食事支援活動紹介
＜管理栄養学科 田村明教授、ゼミ生＞

学芸大
外大

写真展「戦争を見つめた目」開催
＜映像メディア学科3年
政治学者

森本瑞生さん＞

白井聡氏とロシアについての対談
＜亀山郁夫学長＞

「サミット－日本文化発信のチャンス」
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

1月1日
日赤あいち

外大

シリア赤新月社ボランティアがシリアの現状を講演
＜ WLAC ＞

外大

サミットについてコメント
＜国際教養学科

The Japan Times

中日新聞

1月8日
読売新聞
1月16日

中日ホームニュース

1月19日
中日新聞

「水面に浮かぶ映像のアート」中川運河演出
＜映像メディア学科 伏木啓講師＞

1月21日

「ドデスカ！」フランステロ事件について
＜国際教養学科 高瀬淳一教授＞

外大

外大

＜井形昭弘学長＞

撮影監督映画「嫌な女」についてコメント
＜映像メディア学科 渡部眞教授＞

記事内容等

2016年1月1日
読売中高生新聞

1月7日·14日
＜亀山郁夫学長＞

所属

毎日新聞・週刊現代・
日本経済新聞・朝日新聞

「「反射材」使い服デザイン」県警が感謝状
＜ファッション造形学科 安藤文子学科長＞

中日新聞

外大

日付・媒体

学芸大

11月13日
安保法案による日中関係の影響についてコメント
＜外国語学部 川村範行教授＞

記事内容等

10月21日
中日新聞

The Japan Times

「反射材ファッションショー」開催
学芸大
＜ファッション造形学科4年 向城美晴さん
2年 向城美翔さん＞
学芸大

中日新聞

中日新聞

No.9」

「竹の山ふれあい夏祭り 学生が協力」
学芸大
＜管理栄養学科1年 浅井咲希さん＞
外大

10月10日

中日新聞（知多版）

外大

外大

10月9日
中日新聞

所属

中日新聞

1月24日·26日

中日新聞・読売新聞

高瀬淳一教授＞

学芸大

「健康カプセル！ゲンキの時間」愛知の食習慣と健康寿命
＜健康・栄養研究所 下方浩史教授＞

外大

WLAC 主催講演会「中東激動と日本の関わり－シリア難民
と『イスラム国』の行方」
＜ WLAC ＞

外大

ジュニアサミットについてコメント
＜国際教養学科

外大

「ハローお嬢さん」
＜留学生

ステイシー

高瀬淳一教授＞
カウーヤさん＞

「隠れメタボ 試算900万人」隠れメタボ対策に有効な
学芸大 生活習慣紹介
＜健康・栄養研究所 下方浩史教授＞
外大

「留学へ出発の学生にエール」留学壮行会
＜亀山郁夫学長＞

学芸大

「集大成 華やかに」卒業制作発表会 ファッションショー
＜ファッション造形学科＞

※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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法人だより

学校法人 中西学園

名古屋学芸大学における看護学部（仮称）
設置構想と国立名古屋医療センターとの提携
名古屋学芸大学では、開設以来、実学を重視し、管理栄養

他方、独立行政法人国立病院機構名古屋医療センターで

士、養護教諭、幼稚園教諭、保育士等といった免許・資格の

は、これまで附属看護助産学校において看護師、助産師の養

取得と、それらを職業に生かした人材の輩出に大きな実績を

成をしてきましたが、近年、高校生の大学志向が高く、受験

残すとともに、地域社会に貢献してきました。

1945年（昭和20年）12月 1日

すみれ洋裁学院を創立

1951年（昭和26年）3月 8日

私立学校法第64条第4項に基づく「学校法人中西学園」（愛知県）となる

1963年（昭和38年）1月21日

学校法人中西学園（文部省）となる

4月 1日

すみれ女子短期大学開学（服装科）

1964年（昭和39年）4月 1日

すみれ女子短期大学家政科開設

生の中の大学併願者も多くなっています。そこで現状の土地・

1966年（昭和41年）4月 1日

すみれ女子短期大学家政科に専攻科設置

今回その特性を更に推進、充実させることを目的に、国立

建物を使い、看護大学を誘致する方針を決定し、
「独立行政

1969年（昭和44年）4月 1日

すみれ女子短期大学家政科を家政学科に、服装科を服装学科に名称変更

名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校
（3 年制）の大学

法人国立病院機構名古屋医療センター敷地内の土地・建物を

1973年（昭和48年）4月 1日

瀬戸市萩山台に菱野幼稚園開園

学部化（4 年制）公募に応募し、採択されたことを受けて、こ

活用し看護大学及び看護大学院を設置・運営事業」の事業者

れまでの名古屋看護助産学校の伝統と実績に、学園が 70 年

を公募型企画競争により募った結果、名古屋学芸大学をその

間培ってきた「人間教育と実学」の理念を付加して、より高度

事業実施法人として決定しました。

で実践的な看護師養成に向け、第 4 の学部として、平成 30 年
（2018 年）4月、看護学部（仮称）を設置する計画です。

今後、両者は看護学部（仮称）設置に向けての文部科学省
への学部認可申請等の準備を円滑に進めるとともに、質の高

また、今回の看護学部（仮称）は同一法人内に設置される

い看護教育の充実、発展とこれに関わる人材の育成に寄与す

名古屋外国語大学とも連携しつつ、グローバルに活躍できる

ることを目的として、看護学部設立・運営に関する連携協定を

国際的な看護師の育成も大きな特色となります。

締結しました。

名古屋外国語大学世界共生学部設置について
平成 26 年（2014 年）7月、名古屋外国語大学は 5 年間のア

この「世界共生学部・世界共生学科」は、言語的・文化的

ン 2014」を策定し、現在、大学全体でこれに基づくさらなる

に様々な背景を持つ人々の共生が随所に、かつ顕著に見られ

研究教育の国際化の推進に取り組んでいます。また同年9月に

るようになった日本社会の現状、さらには海外へと勇躍する日

は、平成 30 年（2018 年）の名古屋外国語大学創立 30 周年に

本人・日本企業の地域の多様化を踏まえ、卓越した言語能力

向けた「NUFS Next：global future project」を明示、これ

に加えて、多文化共生の精神に深く通じつつ、現代社会に生

に基づき4つの領域、すなわち「中部地区をリードする高等教

起する諸課題を解決しうる高い能力を持った新たなグローバ

育拠点としての体制の確立」
、
「キャンパスグローバル化及び豊

ル型人材を養成するために構想されました。

かなキャンパスライフのための環境整備」
、
「国内外の大学・

既存 2 学部、すなわち専攻語学の修得とその言語圏の文

種々の機関との連携及び地域社会への貢献」
、
「中部地区唯一

化・社会の理解を主たる目的とする「外国語学部」、ならびに

の外国語大学としての機能強化及びガバナンスの確立」にお

グローバル化時代を見据えたキャリア教育を重視する
「現代国

いて、様々な改革を進めています。そのうち高等教育拠点とし

際学部」とは、教育内容・教育手法が異なる新たな学部とな

ての体制の充実については、
「次世代グローバル人材育成のた

ります。すなわち、教育内容においては、英語と複言語の習

めの学部再編と効率的かつ高度なカリキュラムの構築」を掲

得に加え、世界の「リージョン（地域生活圏）
」に関する研究

げ、
「20 年後の将来を見据えた全学的なカリキュラム改革とそ

を徹底的に行うことを主眼とし、さらには「多文化共生時代」

れに伴う学部・学科の再編」を進めるとしています。

への対応という視座をもって人間、文化、社会への理解を深め

1947年（昭和 22 年）
新聞に掲載された学生募集の広告

1952 年（昭和 27年）
校名の由来となった貞明皇后の
御歌を記した校訓碑建立

1947年（昭和 22 年）頃
徳川義親先生を囲む創設時の中心教員
（前列右が創設者の中西泉学院長、後列左から中西冨美子先生、
長谷川多津恵副学院長、高尾澄江先生）

1963 年（昭和 38 年）
すみれ女子短期大学開学（第1回入学式で挨拶する中西泉初代学長）

ることを企図して、教育課程や教員組織を編成します。一方、

点で不十分さが見られた世界各地域に関する研究体制の充実

教育手法においては、海外・国内での多くの体験学習を含む

の必要性、ならびに多文化共生時代を見据えた新たな学問研

徹底した「アクティブラーニング（能動的学修）」を徹底して実

究と教育手法の開発の必要性の二点が強く認識されるに至り

施します。名古屋外国語大学では、こうした基本認識のもと、

ました。こうして、既存の外国語学部と現代国際学部の一部

学内機関での検討・審議を重ねた結果、教育課程を新たに構

の学科を元に、新学部・新学科として「世界共生学部・世界

築できる
「新学部」の設置が適切であるとの結論に達したとこ

共生学科」
（入学定員は100 名）を平成 29 年（2017年）4月に

ろです。
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1945 年（昭和 20 年）
名古屋市昭和区戸田町に「すみれ洋裁学院」を創立

創設することを決定したところです。

クションプランである「名古屋外国語大学国際化推進ヴィジョ

再編計画を進める中、名古屋外国語大学において網羅性の

51

70年の歩み

園舎竣工

瀬戸市萩山台

1973 年（昭和 48 年）
菱野幼稚園開園

第1回入園式クラス写真
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学校法人 中西学園
1977年（昭和52年）4月 1日
1981年（昭和56年）7月31日
8月 1日
1982年（昭和57年）4月 1日

70年の歩み

「すみれ女子短期大学」を「愛知女子短期大学」に名称変更

愛知女子短期大学人文学科英語英文学専攻を人文学科英米語専攻に、家政学科家政
学専攻を生活科学科生活科学専攻に、家政学科食物栄養学専攻を生活科学科食物栄
養学専攻にそれぞれ名称変更

1994年（平成 6年）4月 1日

名古屋外国語大学国際経営学部開設

1995年（平成 7年）4月 1日

愛知女子短期大学経営学科経営専攻の廃止

1996年（平成 8年）4月 1日

名古屋外国語大学外国語学部英米語学科編入学定員設置

1997年（平成 9年）4月 1日

名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科開設 愛知女子短期大学服
装学科を生活造形学科に、服装学科服装学専攻を生活造形学科服飾造形専攻に、人
文学科国語国文学専攻を人文学科日本語日本文学専攻に、経営学科情報専攻を経営
学科経営情報専攻にそれぞれ名称変更

1998年（平成10年）4月 1日

名古屋製菓専門学校設置及び名古屋建築設備専門学校を名古屋建築土木専門学校に
名称変更

1999年（平成11年）4月 1日

名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科博士課程（後期）設置及び、修
士課程を博士課程（前期）に組織変更 名古屋外国語大学外国語学部日本語学科設置

2000年（平成12年）4月 1日

愛知女子短期大学人文学科を言語コミュニケーション学科に、人文学科日本語日本
文学専攻を言語コミュニケーション学科日本語専攻にそれぞれ名称変更 名古屋総
合ビジネス専門学校廃止

2001年（平成13年）4月 1日

名古屋外国語大学留学生別科設置 愛知女子短期大学経営学科をビジネス情報学科
に、経営学科経営情報専攻及び秘書専攻をビジネス情報学科ビジネス情報専攻及び
ビジネス実務専攻にそれぞれ名称変更 人文学科文化史専攻廃止

2002年（平成14年）4月 1日

名古屋学芸大学設置
変更

2003年（平成15年）4月 1日

名古屋建築土木専門学校を名古屋環境建設専門学校に名称変更

2004年（平成16年）4月 1日

名古屋外国語大学現代国際学部設置
部に名称変更

2005年（平成17年）4月 1日

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部設置

2006年（平成18年）4月 1日

名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科及びメディア造形研究科設置
学短期大学部生活造形学科廃止

2007年（平成19年）4月 1日

名古屋学芸大学短期大学部現代総合学科設置
NSC デザイン工科カレッジに名称変更

2008年（平成20年）4月 1日

名古屋外国語大学外国語学部英語教育学科設置 名古屋学芸大学大学院栄養科学研
究科博士課程（後期）設置及び、修士課程を博士課程（前期）に組織変更 名古屋
学芸大学短期大学部言語コミュニケーション学科及び生活科学科廃止

2009年（平成21年）4月 1日

名古屋学芸大学短期大学部ビジネス情報学科及び家政学専攻科廃止
ザイン専門学校再開

2010年（平成22年）4月 1日

専門学校 NSC デザイン工科カレッジ廃止

2011年（平成23年）4月 1日

名古屋学芸大学大学院子どもケア研究科設置

2012年（平成24年）4月 1日

名古屋外国語大学国際経営学部国際経営学科廃止

2013年（平成25年）4月 1日

名古屋外国語大学現代国際学部国際教養学科設置

2015年（平成27年）4月 1日

名古屋外国語大学外国語学部世界教養学科設置

愛知女子短期大学日進学舎竣工
愛知女子短期大学

愛知県愛知郡日進町大字岩崎字竹ノ山57番地に移転

「すみれ洋裁学院」を専修学校に移行 名称を「名古屋ファッション専門学校」に変
更。同時に「名古屋総合ビジネス専門学校」「名古屋栄養専門学校」「名古屋総合デ
ザイン専門学校」の3校開校

1983年（昭和58年）4月 1日

愛知女子短期大学人文学科及び経営学科開設。同時に「名古屋建築設備専門学校」
開校

1988年（昭和63年）4月 1日

名古屋外国語大学開学（外国語学部英米語学科・フランス語学科・中国語学科）

8月26日

1991年（平成 3年）4月 1日

法人事務所所在地を「愛知郡日進町大字岩崎字竹ノ山57番地」に変更

愛知女子短期大学校旗
竣工間もない校舎

1974 年（昭和 49 年）
中西憲一郎新理事長
就任挨拶文（中西学園報創刊号）

1977年（昭和 52 年）
すみれ女子短期大学を愛知女子短期大学に
名称変更

1982 年（昭和 57年）
「すみれ洋裁学院」から「名古屋ファッション専門学校」に名称変更。同時に、
「名
古屋総合ビジネス専門学校」
、
「名古屋総合デザイン専門学校」、
「名古屋栄養校専
門学校」を開校。この専門学校群を NSCと呼称。

1981年（昭和 56 年）
愛知女子短期大学 日進キャンパスに移転
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愛知女子短期大学を名古屋学芸大学短期大学

名古屋学芸大

名古屋環境建設専門学校を専門学校

名古屋総合デ

1988 年（昭和 63 年）
名古屋外国語大学開学（第1回入学式で挨拶する中西憲一郎
初代学長）

1994 年（平成 6 年）
学園創立 50 周年記念式典（挨拶する中西憲一郎理事長）

53

愛知女子短期大学の専攻区分を廃止し、学科−コースへ組織

2002 年（平成14 年）
名古屋学芸大学開学（第1回入学式で挨拶する井形昭弘学長）

Feb.2016 Vol.80
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2015 年度

後期

中西学園

C

A

L

名古屋外国語大学

E

N

D

A

R

NSC

2期授業修了… ………………… 2016年
学生春期休暇………………… 2016年
卒業式………………………… 2016年
新学期ガイダンス（在校生対象）
……………………………… 2016年
2016年度入学式……………… 2016年

1月25日㊊
1月26日㊋～3月31日㊍
3月22日㊋

NSC 合同卒業式… …………… 2016年
2016年度 NSC 合同入学式… … 2016年

名古屋ファッション専門学校

3月24日㊍～3月28日㊊
4月 1日㊎

学生春期休暇………………… 2016年

学生春期休暇………………… 2016年

1月 8日㊎
1月23日㊏～3月31日㊍
3月22日㊋
4月 1日㊎

2月24日㊌～4月7日㊍

名古屋栄養専門学校
学生春期休暇………………… 2016年

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部

名古屋製菓専門学校

後期授業終了………………… 2016年
学位記授与式………………… 2016年
2016年度入学式……………… 2016年

学生春期休暇………………… 2016年

1月23日㊏
3月21日㊊
4月 3日㊐

3月18日㊎～4月7日㊍

3月16日㊌～4月7日㊍

菱野幼稚園
3学期始業式… ………………… 2016年
遊戯会………………………… 2016年
卒園式………………………… 2016年
修了式………………………… 2016年
2016年度始業式……………… 2016年
2016年度入園式……………… 2016年

名古屋学芸大学大学院
後期授業終了………………… 2016年
学位記授与式………………… 2016年
2016年度入学式……………… 2016年

3月24日㊍～4月7日㊍

名古屋総合デザイン専門学校

名古屋外国語大学大学院
2期授業終了… ………………… 2016年
学生春期休暇………………… 2016年
修了式………………………… 2016年
2016年度入学式……………… 2016年

3月17日㊍
4月 8日㊎

1月23日㊏
3月21日㊊
4月 3日㊐

表紙の言葉

1月 7日㊍
2月 8日㊊～2月12日㊎
3月17日㊍
3月24日㊍
4月 6日㊌
4月11日㊊

編集後記

今回の表紙は、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
2年生の向城美翔さんの作品です。この作品は、『第22回浜松シティファッ
ションコンペ2015』で全国応募総数4,240点のデザイン画から1次審査を
通過した30点で行った最終審査会でグランプリを獲得しました。
『綿は王様』をテーマに浜松市の地場産業である綿織物を用い、様々な手
法を取り入れて作品として仕上げました。審査員の先生方から特に評価して
いただいた花の装飾を表紙として選びました。


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長



安藤文子

学園創立70周年を迎えた今、創設者の中西泉先生の掲げた教育理念「す
みれ精神」を反芻したいと思います。学園報創刊号（昭和49年（1974年）
11月1日発行）に中西憲一郎先生が第2代理事長就任のご決意の中で次のよ
うに書かれています。
「本学園は野に咲くすみれの花の如く、謙虚な中にも時代の変遷におし流
されぬ強い一本筋の通った、教養の匂い深く、高度の専門技能に特色ある現
代女性の養成」を「すみれ精神」と称されました。今日、この精神を踏まえ
て本学園は、教育の原点は「個性を生かした人間形成」にあるとの信念に立
ち、
「人間教育と実学」を建学の精神に掲げるに至りました。この「精神」
・
「理念」は学園が設置している幼稚園から大学に至るまで、大動脈として脈々
と流れています。学園広報誌は、学園報からナプレへと名称を変えながら学
園発展の記録を40年間刻み続けて本号で区切りの80号となりました。

学校法人  中西学園
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

NSC カレッジ
http://www.nufs.ac.jp/

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

学校法人中西学園

■名古屋ファッション専門学校

TEL：052-241-7381
FAX：052-242-2746

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

〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目9番6号

■名古屋総合デザイン専門学校

TEL：052-261-8944
FAX：052-243-3976

http://www.nsc.ac.jp/

■名古屋栄養専門学校

TEL：052-251-7392
FAX：052-265-0502

■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/

〒489-0886 瀬戸市萩山台七丁目13番1号
TEL：0561-83-3651 FAX：0571-83-1913
http://www.hishino.ed.jp

■発行者

中西学園報編纂委員会

〒 470-0197 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-74-1111
http://www.nakanishi.ac.jp
・読者の皆様からのご感想やご意見・ご要望、また、些細なことでもお気づきの点がございましたらお寄せください。
〈メールアドレス napre_np@nakanishi.ac.jp 〉
・napre Vol.70 Jul.2011 以降のバックナンバーは、全て中西学園ホームページで閲覧いただけます。

