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❖ 巻頭企画 ❖

名古屋学芸大学 新学長に聞く

これからの
名古屋外国語大学

名古屋学芸大学を
語ろう。
名古屋学芸大学 学長

名古屋学芸大学

杉 浦 康 夫
名古屋学芸大学の開学以来、初代学長として大学の
礎を築いてこられた井形昭弘先生が 8月12日に急逝さ
れました。その井形先生の思いを引き継ぎつつ、大学
のさらなる発展に向けて歩んでいくために、これまで副
学長として井形先生のサポート役で尽力してこられた杉

名古屋学芸大学短期大学部

浦康夫先生が新学長に就任されました。今回は、新学
長としての決意や抱負などをお聞きしながら、今後の名
古屋学芸大学のあり方、進むべき方向性について語っ
ていただきます。

学部それぞれの尖った部分をもっと強くし、
そして一つの集合体にしていくことが大切になる。

Ｎ
Ｓ
Ｃ

◇名古屋学芸大学は 2002 年（平成 14 年）の開学以来、14

している看護学部の開設です。井形先生が道半ばにして急逝

年間にわたり井形昭弘先生が初代学長として舵取り役をされ

されてしまいましたが、先生の思いをしっかり受け止めて、地

てきました。杉浦康夫先生におかれましては、2015 年に副学

域に望まれる学部にしたいと思っています。また、名古屋学芸

長に就任され、名古屋学芸大学の運営に関わってこられまし

大学は現在、
「管理栄養学部」、
「メディア造形学部」、
「ヒュー

た。まずは、新学長に就任されることとなり、舵取り役として

マンケア学部」の3 学部構成ですが、やがて「看護学部」が

の決意、抱負についてお聞かせください。

加わり4 学部になります。これほど違いのある学部を一つの大
学で有していることは異色な存在とも言えるのではないでしょ

名古屋学芸大学は、井形先生が 14 年間も学長を勤めてこら

1

うか。それが本学の特長でもあると感じています。

れたという歴史があります。まず感じたことは、その重責。こ

その一方で、
「名古屋学芸大学とはどういう大学ですか」と

れから私に何ができるのか。難しいことですが、それを実行す

聞かれた時、一言では伝えにくい、外から見てイメージし難い

ることが私の仕事だろうと思っています。まだ就任して日が浅

ところがあるように感じています。いろいろな機会に教職員と

いこともあり、今後のことはまだまだ模索中というところです。

話し合いましたが、私はまず学部ごとに尖ったもの、目立った

具体的にまず最初にすべきことの一つは、2018 年度に予定

ものをつくることが第一に大切だと思っています。その上で、
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になって取り組んだおもちゃづくりであったり、管理栄養学部

もの尖った部分があって一つになっているもの。つまり、各学

とヒューマンケア学部で開いた食育講座であったり、積極的に

部の強み、特長をもっと突出させながら、その集合体が名古

連携して取り組みながら地域の人々と交流してきました。現在、

屋学芸大学であるというものにしていきたい。それが、本学の

大学の位置する日進市とは包括協定を結んでいますが、今後

独自性を打ち出すことにもつながるでしょう。そのためにも、ま

は隣接する長久手市とも包括協定を結び、地域のお祭りなどに

ずは各学部、各学科がもっと尖ったものを持ち、もっと強くな

も参加していきたいと考えています。

れるように取り組みたいと考えています。今、そのためには何
をすべきか、思考しているところです。

こうした地域との関わりを強化していくことで、学部間の交
流や連携もさらに高まり、いろいろな人々とふれあう機会も増
えるはずです。ひいては社会的な発信力も高まっていきます。

◇今後、名古屋学芸大学のさらなる発展を考えた時、どのよ

もちろん、こうした活動が各学部の魅力を強くすることにもつ

うな取り組みが必要だと考えておられますか。

ながることでしょう。そして、各学部の尖った部分が結び合っ

名古屋外国語大学

それをまとめ上げていく。例えるならば、金平糖のように幾つ

ていく中で、
「こんなことができる」「こんなこともしたい」と広
大学には、常に変化が必要です。変わらなければ、大学と

がっていくことが理想です。そうすれば、各学部、各学科が

しての進化もありません。では、変わるために何が必要か。私

切磋琢磨し、自ずと大学が変わる力になっていきます。それが

は、2 つの力、
「新しい息吹を吹き込む力」と「内部からの改

大学の進化に結びつくはずです。
ここで課題となるのが、現状の窓口のあり方です。現在、こ

護学部です。内部からの改革は、認証評価などさまざまな取

うした自治体や企業との取り組みは、それぞれ担当者が行っ

り組みの中で自己点検、つまり自らをしっかりと見直すことで

ています。せっかく数多く取り組んでいるのに、大学全体とし

変わっていかなければなりません。また、学部間や社会との

て見えていないものがあります。窓口を一本化し、情報を共有

交流、連携をさらに一歩進めることも内部からの改革に結び

したり、情報を有効に活用できるようになれば、大学としてど

つくと考えています。これまでも学部間の交流を行ってきまし

のように社会と向き合っているのか、どのように進もうとしてい

た。例えば、管理栄養学部とメディア造形学部でつくったお弁

るのかが明確化できます。そして社会からもわかりやすくなりま

当であったり、メディア造形学部とヒューマンケア学部が一緒

す。この窓口の一本化は、早急に取り組みたいことの一つです。

名古屋学芸大学

革する力」が必要だと思います。新しい息吹とは、まさに看

名古屋学芸大学短期大学部

“地域に学び、人と結び、人を支えて、世界にはばたく”を
スローガンに。
◇学園建学の精神「人間教育と実学」
、名古屋学芸大学の基

栄養、メディア造形学部ならユニバーサルデザイン、ヒューマン

本理念「知と美と健康の創造」について、学長としてはどの

ケア学部なら教育や子育て。日本にとどまらず、世界が生活に

ようなとらえ方をされていますか。

深く根ざした部分で人々を支える人材を求めているのです。映
像、デザイン、ファッションの分野にとどまらず、栄養や子ど

先ほど、名古屋学芸大学は、それぞれの異なる学部が尖っ
た部分を持ち、それをまとめ上げた集合体に発展していきたい

もケアの分野でも世界を見据え、世界の人々を支える人材を輩
出していきたい。世界を目指す学生であってほしいと思います。
Ｎ

と話しました。その集合体の核になるもの、各学部をつなげて
いるものが学園の建学精神「人間教育と実学」にほかなりませ

Ｓ

ん。また、名古屋学芸大学の基本理念に書かれている「知と

Ｃ

美と健康の創造」は、いわゆる集合体全体を網羅している言
葉です。具体的に何を学ぶのかを考え、もっと学生の姿が見
えてくるようにと、学長に就任した際に一つのスローガンを掲
げました。それが「地域に学び、人と結び、人を支えて、世界
にはばたく」です。
つまり、地域と連携する中で学び、いろいろな人たちとコ
ミュニケーションをとり、人を支える力を身につけて世界には
ばたいてほしいという願いを込めました。
「名古屋学芸大学」
と
「世界」が結びつきにくいと思われるかもしれませんが、決して
そうではありません。例えば、管理栄養学部なら食育や医療
Feb.2017 Vol.82
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名古屋学芸大学 新学長に聞く

◇今日の大学を取り巻く環境については、どのように感じて

外国語大学の学生とも合同祭やサークル活動を通して交流す

おられるでしょうか。

ることによって、いろいろな目標、考え方を持った人と出会い、
ふれあうことができます。この点は、学びの環境としてすばら

名古屋外国語大学

少子化による18 歳人口の減少は、すべての大学において大

しいことではないでしょうか。多彩な学生の集まりは、刺激に

きな課題でしょう。それぞれの大学が独自性を打ち出し、発

なり、学生一人ひとりの成長を促すことにもつながっていると

信していくことが、ますます重要になっています。また、ここ

確信しています。そうした点から考えると、コンパクトなキャン

数年、経済的な事情で大学を退学したいという学生が目につ

パスも、学生がコミュニケーションを取りやすく、みんなでまと

くようになってきました。日本の経済状況は回復基調にあると

まって行動をするには適しているのかもしれません。

いうものの、業績にはバラツキがあり、まだ全体としての底上

もちろん学生間の交流だけでなく、社会、地域の人々との関

げには至っていないのでしょう。せっかく目標を持ち、勉強に

わりも大切にしています。そこには、さまざまな学びのチャンス

情熱を注いでいたのに、経済的な理由で大学を去らなければ

があります。そういった観点からも名古屋学芸大学の学生は、

ならないというのは残念でなりません。奨学金をはじめ、何か

地域との交流が盛んです。同世代だけでなく、幅広い年齢層

救済の手立てはないものかと思います。この問題は、一大学と

の方々とも交流し、視野を広げること、人間の幅を広げること

いうよりも、社会全体で考えていかなければいけないことであ

ができる環境にあると言えるでしょう。また、歴史が浅いとい

ると感じています。

うことも、ある意味では魅力ではないでしょうか。名古屋学芸

名古屋学芸大学

今、大学は、少子化、経済状況など、本当に厳しい状況に

大学は、人間でいうならば思春期から青年期に入ろうとしてい

あります。こうした状況に適応して大学自身も変わっていかな

る時です。最も夢にあふれ、希望に満ちた時期とも言えます。

ければなりません。そうしなければ、淘汰されることもあり得

学生一人ひとりが、
「私が名古屋学芸大学の歴史をつくってい

る時代になったと言えるでしょう。大学が生き残る方法は、や

くんだ」と気概に燃えることができるに違いありません。まだ

はり大学の特長、独自性を打ち出し、的確に発信していくこと、

伝統の重みや、名古屋学芸大学ならではの雰囲気というもの

それに尽きると思います。

が少ない分、自由に、のびのびと学生が学んでいるように感じ
られます。

◇杉浦学長から見て、名古屋学芸大学の魅力はどのような点
にあるとお考えでしょうか。

◇名古屋学芸大学ならではの魅力を、どのように発信してい

名古屋学芸大学短期大学部

くことがよいと考えていますか。
まず魅力の一つは、違いのある学部で構成された大学とい
うことです。各学部それぞれに違う目標を持った学生が集まっ

最も有効な発信は、学生自身が自分の体験として話すこと

ています。さらに加えれば、同じキャンパス内に名古屋外国語

です。現在、オープンキャンパスの際は、本学を志望する高

大学があります。各学部間の交流や連携にとどまらず、名古屋

校生やご家族に対して、学生たちが「こうしたことを勉強して
いる」「名古屋学芸大学はこんな大学です」と話す機会を設け
ています。高校生側も在学生の声が聞きたいと、教職員だけ
でなく、在学生にも来てほしいという希望が増えているようで
す。やはり、在学生が語る内容には、何よりも説得力がありま
す。大学の魅力を伝える発信者として、在学生が大きな役割を
担っていることは間違いありません。

Ｎ

学としては、教育環境をしっかり整備していくことが重要にな

Ｓ

その在学生が、どのような魅力を語るのか。その上でも大
ります。在学生が、充実した大学生活を過ごしていれば、大

Ｃ

学生活を楽しんでいれば、語る内容も魅力的になるはずです。
大学として、学生の環境を充実させ、気持ちよく勉強できるよ
うにしていくことは、常に取り組み続けていかなければならな
いことの一つでしょう。
幸い、名古屋学芸大学は、兄や姉が通っていたということ
で、入学して来る学生たちが数多くいます。きっと在学中に大
学での話を家庭でも語ってくれていたのではないでしょうか。
親御さんからの信頼もあって、とてもよいつながりになってい
ると感じます。こうした信頼、つながりを断ち切らないようにす
ることも大切です。
3
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大学の 4 年間は、大きく変わる学びの時間。
目線を高く持ち、次のステップに進んでほしい。
◇井形先生から引き継ぐべきこと、そして杉浦学長らしさをど

◇最後に、学長として学生たちにメッセージをお願いいたします。
私が掲げたスローガン、
「地域に学び、人と結び、人を支え

井形先生は、いつもにこやかで、分け隔てなく人とお付き合

て、世界にはばたく」がまさに学生へのメッセージです。いろ
いろな学生たち、そして地域の方々と出会い、ふれあう中で、

思っています。学長室の訪れやすいオープンな雰囲気は、今後

まずはしっかりとコミュニケーションをとり、つながっていく。

も大切にしていきたいと考えています。また、自分らしさを発

そして、その人たちを支え、地域を支える中で、自分の力をつ

揮することに関しては、まだまだわかりません。答えを出すの

け、その力で本学から巣立ってほしいです。学べるチャンス、

は、ずっと先のことになるでしょう。学長という立場は、トップ

成長のチャンスをしっかり生かしてもらいたいと思っています。

ダウンのガバナンスも重要ですが各学部や部署がやりたいと

そして大学の 4 年間は、大きく変わる時間でもあります。高

いうことを進めるためにお手伝いをすることが役割です。実現

校生までは、ご家族や先生から指示を受けながら行動する、

するために、いろいろなところを回り、応援してほしいとお願

勉強することが多かったでしょう。これからは、自分で考え、

いすることにあるのではないでしょうか。大切なのは、現場の

行動し、自分の力で歩んでいかなければならないのです。4 年

声です。その声を聞く機会を数多く設けるためにも、教授会や

間で脱皮し、はばたいてほしいと思います。この 4 年間をどう

定例の打ち合わせはもちろん、井形先生が行われていた懇談

過ごすかによって、自分の未来が大きく変わります。ですから、

会も、引き続き行っていく方針です。

一日一日を大切に過ごすことを心がけてほしいと願います。ま

名古屋学芸大学

いをされてきた方でした。私もその点は、見習っていきたいと

名古屋外国語大学

のように発揮したいとお考えでしょうか。

た、18 歳から選挙権が与えられる時代になりました。ぜひ、社

杉浦康夫先生プロフィール
歴】

なると、目線が低くなってしまいます。目線を高く持ち、次の
ステップに進んでほしい。高い志を持って、日々の勉強と向

昭和46年3月、名古屋大学医学部卒業。昭和50年11月、名

き合ってほしい。学生たちには、そうあってほしいと願って

古屋大学大学院医学研究科博士課程修了（医学博士）
。

います。

【主な職歴】
名古屋大学医学部解剖学第1講座助手、米国ノースカロライ
ナ大学医学部生理学教室客員教授、名古屋大学大学院医学
研究科教授、等々を経て、名古屋大学理事・副総長に就任。
平成22年4月に愛知県心身障害者コロニー総長に就任。平
成25年4月、名古屋学芸大学ヒューマンケア学部教授。平成
26年4月、名古屋外国語大学・名古屋学芸大学附属図書館
長。平成27年4月、名古屋学芸大学ヒューマンケア学部長兼
大学院子どもケア研究科長・教授。同年、名古屋学芸大学副
学長、中西学園理事、中西学園評議員。平成28年10月、名
古屋学芸大学学長に就任。現在に至る。

就任後の活動
【主な新任挨拶】
愛知県大村知事、名古屋市河村市長、日進市萩野市長、長久手市吉田
市長、名古屋大学松尾総長、愛知教育大学後藤学長、名城大学小笠
原理事長、吉久学長、愛知医科大学三宅理事長、佐藤学長、愛知学
院大学小出学院長、佐藤学長、愛知淑徳大学小林理事長、島田学長、
椙山女学園椙山学園長、森棟理事長
（学長）
、愛知県医師会柵木会長、
愛知県心身障害者コロニー安藤総長、同中央病院吉田院長、名古屋商
工会議所小川専務理事、中日新聞小出社長、読売新聞足達中部支社
長、共同通信社井原名古屋支社長、朝日新聞社坂本名古屋本社代表
日本私立大学協会創立七十周年記念式典出席
国民文化祭あいち2016閉会式出席
愛知県公立高等学校長訪問
愛西市との連携協力に関する協定締結

Ｓ

【その他】
12月 1 日
12月 3 日
1月5日
1 月20日

Ｎ

【主な研究業績・活動】

名古屋学芸大学短期大学部

【学

会に目を向け、世界を視野に入れてください。内向きな視点に

Morphology, lntraspinal organization of Visceral Afferents

Ｃ

の著書をはじめ、数々の学術論文を発表。第15回日本臨床
麻酔学会特別講演で「痛みの解剖学」
、2000年には「痛み
の解剖学―痛みの解剖学的背景―」を学会発表。大学教育の
改善に関する活動では、
「人体解剖トレーニングセミナーの
20年―人体解剖実習による医療人教育への貢献―」などを
執筆。現在の研究テーマは、痛みの機能形態学的研究、子ど
もの痛みの発症機序、言語表出できない人の痛みの評価。
【所属学会】
日本解剖学学会（永年会員）
、日本神経科学会、日本疼痛学
会（名誉会員）
、世界疼痛会議
大村知事を表敬訪問（2016 年11月17日）
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❖ 特別企画 ❖

名古屋学芸大学短期大学部
～ 日本の繁栄と共に刻んだ歴史 ～
名古屋外国語大学

名古屋学芸大学短期大学部の歴史は、1963 年 4月、愛知県下における19 番目の短期大学
として開学した「すみれ女子短期大学」から始まりました。以来、時代の変化、教育ニーズの
変化に適応し、
「愛知女子短期大学」
、現在の「名古屋学芸大学短期大学部」と名称変更を行
いながらも、建学の精神『人間教育と実学』に基づいた教育に邁進。今日まで、社会が求め
る人材の育成に全力を注いできました。その歴史が、いよいよ幕を閉じようとしています。
今、その半世紀以上にわたった軌跡を振り返り、その功績を見つめ直したいと思います。

未来に向かって


学部長

田尻 紀子

名古屋学芸大学

1963 年 4月、
「すみれ女子短期大
学」の名で発足した名古屋学芸大学
短期大学部は、54年に亘って日本に
おける女子高等教育の一翼を担い、
社会に求められる人材を育成してき
ました。そしてまた、幾多の改編を
繰り返しながら発展し、同学園内に
名古屋外国語大学・名古屋学芸大学
を生み出す原動力ともなって参りま
した。
しかし近年は、18歳人口の減少と
受験生の四年制大学志向に伴って
短大そのものが減少していく中で、本学も苦戦を強いられ、存続の
ためさまざまな努力を続けてきたものの、遂に全国的な短大の志願
者減という流れに逆らうことはできませんでした。そして、名古屋
学芸大学・名古屋外国語大学の充実・発展を目指す学園全体の将

名古屋学芸大学短期大学部

半世紀を振り返って


学科長

大原 榮子

Ｎ

2017 年 3月、半世紀以上の歴史
に幕を下ろすこととなった名古屋学
芸大学短期大学部の最後の学科長
として、また短期大学部に 23 年間
お世話になっている教員の一人とし
て、これまでの多くの思い出がある
短期大学部について振り返ってみた
いと思います。
短 期大学部 54 年間の歴史の中
で、学校名が「すみれ女子短期大
学」から「愛知女子短期大学」、
「名
古屋学芸大学短期大学部」へと2 度
変わりました。私が赴任した1993 年は、愛知女子短期大学時代で
した。この時の大学は、4 学科10 専攻を擁する東海地域最大規模
に大きく成長しているときでした。緑多いキャンパスには、すでに
名古屋外国語大学は出来ていましたが、まだアリーナや中央図書
館はありませんでした。入学式や卒業式などの行事は、名古屋市公
会堂や愛知県芸術ホールなどを利用していました。
この頃の大学について思い出すことは、施設・設備が充実してい
ることでした。特にパソコンが特別な機器ではなくなり、会社や学
校でも積極的に導入、普及し始めている時期でもありました。しか

Ｓ
Ｃ
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すみれ女子短期大学

校舎

来構想の中で、前学長井形昭弘先生の苦渋の選択によって、2015
年度を以て学生募集を停止することが決まったのです。
しかしながら、54 年間を通して世に送り出した卒業生は 33,000
名を超え、今も大勢の同窓生たちが社会の一線で活躍しており、毎
年開催される同窓会総会では、その元気な姿を垣間見ることがで
きます。また、昨年11月に開催した短大のモニュメント完成記念式
典にも、同窓会長以下、大勢の卒業生が駆けつけてモニュメントの
完成を祝ってくださり、短大閉校の無念さや寂しさを訴えられる皆
さんの言葉から、本学への思いに胸を熱くすると同時に、卒業年度
や学科専攻の枠を超えた、同窓生たちの強い絆を改めて感じるこ
とができました。短期大学は、この同窓生の方々の大きな力に支え
られて今日まで存続してこられたといっても過言ではありません。
短期大学は今年度でその歴史に幕を閉じることになりますが、
建学の精神は今も名古屋学芸大学・名古屋外国語大学に受け継が
れています。そして両大学と短期大学の卒業生がともに手を取り合
い、連帯を深めながら社会で活躍されることこそが、学生・卒業生
の皆さん、延いては本学園全体の発展と成長に繋がるものと信じ
ております。そして同窓会活動の今後と学園の未来に心より期待し
て、最後の挨拶とさせていただきます。

し、個人で持つにはまだ高価なものには違いありませんでした。そ
んな時期に、本学では入学してくる学生全員に、一人一台ノートパ
ソコンを2年間貸与していました。今でこそ、家電製品のひとつとし
て多くの家庭にもあるようになりましたが、かなり高価な品であった
ことは間違いありません。それをどの学生にも無償で貸与してくれ
る大学として、学生やその保護者から喜びの声を聞いたことがあり
ました。
ところで、私は養護教諭の養成に携わってきました。全国から養
護教諭になりたいという夢をいだいて入学してくる学生たちばかり
です。それは最後の学生まで変わりませんでした。そして、教員採
用試験を全員の学生が受験し、多くの合格者を出してきました。卒
業生は全国で活躍していますが、特に地元愛知県下の義務教育及
び高等学校の養護教諭として、本学の卒業生は 50 ％以上を占めて
います。本学が養護教諭の養成を始めたのは昭和40 年です。全国
でも早くから養成を始めた大学です。養護実習の巡回で学校を訪
問すると、多くの学校で管理職の方に「すみれ女子短大、愛知女子
短期大学さんですね。私もその大学出身の養護教諭と一緒に仕事
をしましたよ。古くからある大学ですよね。
」と言っていただきまし
た。卒業生の方々の活躍を耳にし、そこに繋ぐべき後輩の学生教
育に力を注ぐことの意味や責任を痛感しました。
歴史を創ることは、ただ単に年数を重ねることではないと思いま
す。一年一年と歳月を重ねる中で、本学が大切にしてきた建学の精
神である「人間教育と実学」を教育実践の中で行い、学生を育て
ていくことを先生方がしっかり行っているからこそ、それが伝統と

名古屋学芸大学短期大学部

なり、外部からの高い評価に繋がっていると信じています。井形前
学長が、この最後の学生である53 回生に「アンカー」としてしっか
りいかりを降ろしてほしいと話しておられました。53 回生69 名が巣
立つと同時に、名古屋学芸大学短期大学部はなくなりますが、これ
までの卒業生たちが、それぞれの場で建学の精神である「すみれ
精神」をもって活躍されることを祈念いたします。

日本の繁栄と共に刻んだ歴史

【建学の精神】
創立者、故中西泉は「野に咲く可憐な花すみれは、それは小さい
目立たない花ではあるが、雨にも風にも負けない力強い花である。
この花のように目立たなくとも奥ゆかしく、それでいて旺盛な活力を
持つことこそ〈すみれ精神〉である」と唱えた。昭和 20（1945）年。

名古屋外国語大学

卒業生の声
学生時代の想い出

挑戦と希望の二年間




英
 語コミュニケーションモデル 45回生

山本 知美（旧姓 小久保）

養護教諭コース 41回生
比嘉 美奈子

将来進む道に迷いがあった私にとっ
て、名古屋学芸大学短期大学部はとても
魅力的で可能性溢れるところでした。現
代総合学科の受講システムは、専門科目
と教養科目のバランスが程良く取れてい
て、専門知識を学ぶと同時に、一般的な
ビジネススキルも身につけていけることに大きな魅力を感じていま
した。短大卒業後は、念願であった航空会社に就職し、外国人パ
イロットと会話するために日常的に英語を駆使しておりました。小
牧空港、大阪伊丹空港と勤務し、その後、結婚を機に退職して、

名古屋学芸大学

現在は商社で営業事務を担当しております。ここでも、短大時に身
に付けた wordやExcelなどのPC 技術を発揮することができ、やは
りこの短大で学ぶことが出来て本当に良かったと思っています。
英語コミュニケーションのクラスでは、発音やリスニング強化の
授業に加え、英会話や資格試験対策の授業もあり、充実した環境
の中で勉強することが出来ました。昼休みの時間には、併設の名
古屋外国語大学に所属している留学生と英語で交流するプログラ
ムが組まれており、日ごろの成果を試すために、多くの友人と一緒
に参加し、様々な国の留学生と交流することが出来ました。仲良く
なった留学生達と一緒に回転寿司を食べに行ったこともあります。
留学生の方々はみな友好的で、日本の文化や歴史に強い関心を持
ち、将来の目的をしっかりと持って、語学と文化を学ぼうと勉学に
励んでいました。彼らの学びに対する真摯な姿勢を間近に見られ

名古屋学芸大学短期大学部

たお陰で、私も自分の将来のために努力しなければと、気を引き締
める事が出来たと思います。
春休みを利用したオーストラリア短期留学では、幾つもの貴重な
体験をさせて頂きました。その国の歩んだ歴史、4日間の職場体
験、ファームステイ
（牧場体験）、どれもが忘れえぬ貴重な体験であ

Ｎ

ると同時に、その土地の人の優しさを直接肌で感じ取った数週間で
もありました。帰国前には、お世話になったホストファミリーの方々

Ｓ

への御礼として、日本の文化を紹介し、体験してもらえるパーティー

Ｃ

10 年以上前になりますが、遠く離れた
沖縄県から、当時の愛知女子短期大学
へ入学した日のこと、つい昨日のことのよ
うにはっきり覚えています。綺麗な桜が
ひらひらと舞う中での入学式でした。初
めての土地、初めての一人暮らし、家族
も友達も誰一人近くにいない環境で正直
不安もありましたが、
「養護教諭になりたい」という夢を抱いた私
は、希望と期待で胸がいっぱいでした。
2 年間の短大生活を思い返してみると、毎日朝から夕方まで続く
授業、課題や提出物、看護実習、教育実習ととても慌しく、毎日が
あっという間に過ぎていきました。このハードスケジュールをこなす
のは簡単なことではなく、マイペースな私は勉強や課題でつまずき、
くじけそうになったことが何度もありました。そんなとき、気がつく
と、いつでも支えてくれ、そして手本になってくれる優しく頼もしい
友人が傍にいました。多忙な中で学生生活を楽しく過ごせたのも、
無事に卒業できたのも、愛知女子短期大学で出会えた大切な友人
達がいてくれたおかげです。また、いつもさりげなく声をかけて、優
しく、時には厳しく導いてくださった先生方の存在はとても大きく、
本当に感謝でいっぱいです。
私は短大を卒業して地元沖縄へ戻り、これまで 6 校の小・中学校
で講師として働かせていただきました。最初に勤務した学校はフェ
リーで 1 時間以上かかる離島の小学校でした。初めての養護教諭
としての職務で、分からないことばかり、学ぶことばかりの毎日で
した。中学校の頃から夢見ていた養護教諭の仕事は、想像してい
た以上に大変でしたが、また想像していた以上に楽しく、とてもや
りがいのある素敵な仕事でした。これまでの講師としての経験のな
かで、つまずき、悩み、涙をこらえる出来事もありましたが、たくさ
んの人に支えられ、指導していただいたおかげで、一つひとつ乗り
越え、今まで仕事を続けることができました。これまでの経験があ
るからこそ、今、笑顔で子ども達と向き合えている私がいると思い
ます。採用までは厳しく長い道のりでしたが、今回やっと沖縄県採
用試験に合格することができました。合格通知を受け取った時、自
分の力だけではつかみ取れなかった結果だと痛感し、今までの出
会いや、たくさんの経験をさせて頂いたご縁に対して感謝の気持ち
でいっぱいでした。これからも一つひとつの出会いを大切に、日々
成長していけたらと思います。
思い返すと、養護教諭コースの仲間や先生方の雰囲気はいつも
優しく温かく、本当に素晴らしい環境で学ぶことができたのだと今
改めて思います。閉校になってしまうのはとても寂しいですが、長
い歴史をもつ愛知女子短期大学で学ぶことができたことを誇りに、
これからも初心を忘れず、養護教諭として子どもたちの健やかな成
長と笑顔のために頑張っていきたいと思います。何かにつまずいた
り、迷ったりしたときには、きっと私の養護教諭としての原点であ
る短大生活を思い出すと思います。いつまでも忘れません。本当に
ありがとうございました。

を企画し、折り紙や習字などを一緒に楽しみました。浴衣を着て
披露した時、ホストマザーが「綺麗よ。」と褒めてくれた事がとても
嬉しかったです。日本から遠く離れた地で、単なる旅行でなく、生
活を体験することによって、日本での生活の便利さや有り難み、家
族・友人の大切さ、自分の将来への思いなど、改めて気づかされる
事が沢山ありました。支援して下さった先生方やホストファミリー、
一緒に留学した仲間へは今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
思い出深い名古屋学芸大学短期大学部が閉校してしまうのはと
ても残念ですが、大切な 2 年間を過ごした日々は、私の心の中で
永遠に生き続けることと思います。
Feb.2017 Vol.82
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～ 軌 跡をたどって… ～

1963
（昭和38年）
4月1日

すみれ女子短期大学の開学

名古屋外国語大学

短期大学の開設準備が本格的に始まったのは、1961年
（昭和 36 年）のことでした。その
後、文部省の認可を得るために、校舎や施設設備、教員組織など、条件整備への取り組み
がスタート。その努力が実り、1963 年（昭和 38 年）1月21日付で待望の「すみれ女子短期
大学大学服装科（入学定員40 名）
」の設置および学校法人中西学園の組織変更が認可され
ました。こうして4月1日、すみれ女子短期大学が開学。初代学長には中西泉先生、学生部
長兼助教授には中西憲一郎先生が就任しました。
「人間教育と実学」の建学の精神のもと、
「奥ゆかしき中にも、個性味豊かな〈野すみれ〉をイメージし、教養と生活力を併せ持ち、
専門学識を兼ね備えた現代女性の育成」を教育理念に掲げました。新たな歴史の1ページ
を飾る第 1回入学式は、服装科1回生 80 名を迎え、4月10日に行われました。短期大学発
足時の規模は、専任教員10 名、兼任講師 10 名、専任職員5 名、学生 80 名。キャンパスは
新栄キャンパスの西校舎を主体としたミニ短大でした。

第1回入学式

名古屋学芸大学

1964

家政科を増設

（昭和39年）
4月1日

開学以降、地域社会からは「服装科のほかに家政学全般に関する専門教育を行う家政科を新設してほしい」との要望が本
学園に寄せられていました。学園では、女子の高等教育や専門教育の重要性、社会的ニーズを認識し、地域社会に貢献する短
期大学として家政科の増設をめざすことに。1964 年（昭和 39 年）1月、申請が正式に認可。直ちに学生募集に着手しました。
こうして同年 4月、開学 2 年目にして、2 学科を擁する収容定員160 名の短期大学に発展しました。

1966

家政科の定員増、専攻科を設置

（昭和41年）
4月1日

高度経済成長の進展とともに、女子高等教育に対する地域社会のニーズは多様化・専門
化の方向をたどり、さまざまな専門能力を備えた人材の育成がさらに求められるようになり
ました。そして、短期大学入学者が急増する時代に突入したのです。本学では、特色ある
短期大学づくりをめざし、教育課程の多様化・専門化に取り組むとともに、入学定員増を実
施。1966 年（昭和 41年）4月には、家政科の入学定員を40 名から 80 名に増員し、養護教
諭、中学校教諭保健の教職課程認定および栄養士養成施設の指定を受けました。同時に、
より深い学術・技能を修得・研究するための専攻科家政学専攻（3 年）の設置が行われま
した。

桑沢講師の被服図案

名古屋学芸大学短期大学部

1967

各科の定員増、専攻分離を実施

1974

初代学長・中西泉先生、逝去

（昭和49年）
3 月 19 日

本学園の創業者であり、理事長・学長であった中西泉先生が逝去されました。同年 4月6日の理
事会では、その遺志を受け継ぐ新理事長・新学長に学生部長の中西憲一郎先生が就任。全教職
員は、新学長のもと、一致団結し大学発展に努力することを誓いました。新学長に就任した中西憲
一郎先生は、短期大学の名称変更、キャンパス移転計画など、エポックメーキングとなる一大プロ
ジェクトに着手していったのです。

1977

愛知女子短期大学に名称変更

1981

日進キャンパスに移転

（昭和42年）
4月1日

この年も短期大学入学者の急増に対応し、入学定員増を実施。同時に、多様化する教育ニーズに合わせて、専攻分離を行
いました。まず服装科を服装専攻（60 名）と生活デザイン専攻（20 名）に、家政科を家政専攻（30 名）と食物栄養専攻（90
名）に変更。さらに、服装専攻を洋裁学課程と和装学課程に、生活デザイン専攻を服装デザイン課程と美術・デザイン課程
に、家政専攻を家政課程と養護教諭課程に、食物栄養専攻を栄養士課程に区分。2 学科 4 専攻 7 課程の構成になりました。ま
た、この当時は、入学者の急増に対応し、校舎の増設も急ピッチで進んでいました。そして、翌年の1968 年（昭和 43 年）4月
には、在学生 1,000 名を超す大規模な短大に成長。1969 年（昭和 44 年）4月には、家政科を家政学科に、服装科を服装学科
に、それぞれ名称変更を行うとともに定員増を実施。本学は、成長への道のりを一歩一歩進めてきたのです。

Ｎ
Ｓ
Ｃ

（昭和52年）
4月1日

（昭和56年）
8月1日

7

学園創立者 初代学長
中西泉先生

すみれ女子短期大学は、養護教諭課程や栄養士課程など、服装とは分野の異なる新たな課程が
増設されるにつれ、在学生や教職員の間から大学の実態にあった名称に変更を求める要望が強く
なってきました。当時、キャンパスの移転先が愛知県愛知郡であったことから、その地名を取り「愛
知女子短期大学」と決定。
「知を愛する」の意味に通じ、大学にふさわしい名称でした。この名称
変更は、
「服装」に直結した短大のイメージを一新し、新しい出発点ともなりました。

校旗

1970 年代半ばから着手したキャンパス移転計画は、愛知県愛知郡日進町岩崎竹ノ山 57 に決まり、敷地の購入から工事着工
へと進められました。そして、1981年（昭和 56 年）8月1日に新キャンパスへの移転が完了。同年 9月1日の新学期から授業が
開始されました。この日進キャンパスの完成は、のちの名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の開学につながり、学園にとって
は大きな飛躍を遂げるきっかけとなったのです。
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名古屋学芸大学短期大学部

1983
（昭和58年）
4月1日

日本の繁栄と共に刻んだ歴史

人文学科および経営学科を増設

日進キャンパス正面全景

本館と時計台

名古屋外国語大学の開学

1992

約 3,000人を擁する総合短期大学に

（平成 4 年）
4月1日

愛知女子短期大学は、長年の教育実践のあり方が認められ、社会的な評価も高まっていました。受験生が年々増加傾向に
あったことから、入学定員増を順次申請して認可を受け、1991年（平成 3 年）4月には入学定員が 4 学科10 専攻で1,170 名に。
中部地区最大規模の短期大学となり、翌 1992 年（平成 4 年）4月には在学生約 3,000人を擁する全国でも屈指の総合短期大学
へと成長を遂げました。

1999

改組転換委員会を設置

（昭和63年）
4月1日

（平成11年）
1月

1980 年代初頭、学園では、21世紀に向けた国際化時代への対応を図るため、姉妹大学として外国語大学の設置を構想。
「英
米語」「フランス語」「中国語」の 3 学科を外国語学部として設置することにしました。そして、1988 年（昭和 63 年）4 月1日、
姉妹大学として同じ日進キャンパスに「名古屋外国語大学」が開学。中西憲一郎先生が学長に就任しました。名古屋外国語大
学の開学は、短期大学から四年制大学への改組転換型のモデルケースとして注目を集めることにもなりました。

2000

東福賢先生が学長に就任

2001

新大学構想の取り組み

（平成12年）
4月1日

（平成13年）

2001年
（平成 13 年）
、愛知女子短期大学は、設置する4 学科 8 専攻4コースのうち、言語コミュニケーション学科の日本語専
攻、ビジネス情報学科の各専攻が定員割れに。短期大学全体としても初めて総数において定員割れを起こしました。理事長に
就任して間もない中西克彦先生は、改組転換委員会の目的を「短期大学の四年制化」に絞り、東福賢学長とも協議を重ねなが
ら、原案策定に着手します。中西理事長は、これまでの短期大学の伝統と実績を生かし、過去にも、現在でも、そして将来
にわたっても、得意分野であり続ける領域、常に最先端の科学、技術、知識と融合できる分野、社会が要請し必要とされる領
域の学部・学科の構築を模索。そして、実社会と密接に結びついた新しいスタイルの大学教育を始めようと考えます。それは、
「人間教育と実学」という学園の教育理念へ回帰した結果でした。こうした中、2001年（平成 13 年）5月16日、新大学の設置
に向け中西理事長とともに奔走していた東福学長が逝去。三浦正彦先生が学長代行に就任し、遺志を継ぐことになりました。

Ｓ

名古屋学芸大学の開学
新大学構想が具体化する以前から、卒業生を中心に、いくつかの学科・専攻を四年
制大学化してほしいとの要望が寄せられていました。中でも強く要望されたのが、養護
教諭、栄養士養成の分野、そしてデザイン、ファッションなどの本学における伝統的な
分野です。こうした要望を踏まえつつ、改組転換委員会で学部・学科を検討。短期大学
の伝統と実績を背負いながら、新大学は「管理栄養学部」と「メディア造形学部」とい
う二つの学部で構成されることになりました。そして、2002 年（平成 14 年）4月1日、日
進キャンパスに名古屋学芸大学が開学。学長には井形昭弘先生が就任しました。志願倍
率は、2002 年度開設の新設大学の平均を超える結果となり、順調なスタートを飾りまし
た。愛知女子短期大学においても、井形先生が新学長に就任。学芸大学の開学にとも
ない、生活科学科の食物栄養学専攻を廃止しました。また、この年の10月5日、名古屋
学芸大学開学・愛知女子短期大学創立40 年記念式典を開催。式典終了後には祝賀会も
執り行われました。

Ｃ

（平成14年）
4月1日

中西憲一郎理事長兼愛知女子短期大学長の学園長就任にともない、中西克彦先生が理事長に就任。学生部長であった東福
賢先生が愛知女子短期大学の新学長に選出されました。東福先生は、教育指針として「人間教育」に重点に置くべきとの信念
に立ち、一人の女性として人間的に魅力ある人材育成の重要性を提唱しました。

Ｎ

2002

日進キャンパス全景

名古屋学芸大学短期大学部

1997年（平成 9 年）を境に短期大学の志願者数は激減期を迎えます。18 歳人口の
減少、女子学生の四年制志向が、現実の姿として顕在化してきたのです。本学におい
ても1998 年（平成 10 年）の志願倍率は 1.17倍、定員超過率は 1.04 倍にまで低下しま
した。全国的に見ても短期大学そのものが高等教育機関として危機的な状況に直面し
ていました。危機感を抱いた中西憲一郎先生は、1999 年
（平成 11年）1月に改組転換
委員会を組織。この年、短期大学から名古屋外国語大学へ思い切った定員移行計画
を実行しました。こうした定員振替を契機に、学園経営主体の大きな流れは、愛知女
子短期大学から名古屋外国語大学へと受け継がれていくことになるのです。

名古屋学芸大学

1988

名古屋外国語大学

1970 年代半ば、愛知女子短期大学は、家政系短期大学として社会的な評価が定着
していたものの、時代の変化はめまぐるしく、社会的には家政系短期大学の志望者が
減少傾向に転じ始めていました。その一方で、短期大学卒業生の社会的需要は高く、
そして多様化の傾向をたどっていました。愛知女子短期大学では、日進キャンパスの
移転計画とともに、多様化する社会のニーズに応えるためにも総合短期大学へと脱皮
することをめざし、新学科の設置構想を検討。1983 年（昭和 58 年）4月1日、人文学
科（国語国文学専攻・英語英文学専攻・文化史専攻）と経営学科（経営専攻・情報専
攻・秘書専攻）を新たに設置しました。ここから総合短期大学の第一歩が始まったの
です。

創立40 年記念式典
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❖ 特別企画 ❖

名古屋学芸大学短期大学部

日本の繁栄と共に刻んだ歴史

2004

名古屋学芸大学短期大学部に名称変更

2007

学科を統合し現代総合学科に改組

2008

前理事長・中西憲一郎先生、逝去

（平成20年）
11月29日

11月29日、中西憲一郎先生が逝去されました。すみれ女子短期大学の開学にあたって中心的な役割を果たし、開学後は大
学運営の中枢を担ってきました。中西泉先生の他界後は、その遺志を引き継ぎ、理事長に就任。建学の精神である
「人間教育
と実学」を推進し、以来 2003 年（平成 15 年）3月の退任まで学園を牽引してきました。理事長退任後は学園長、相談役として
学園を見守っていました。2009 年（平成 21年）1月25日には、日進キャンパス・アリーナにて「偲ぶ会」が開催され、同窓生や
教職員が参列し、哀悼の意を表しました。

2010

日進市と連携協力協定を締結

（平成22年）
2月1日

名古屋外国語大学、名古屋学芸大学および名古屋学芸大学短期大学部の 3 大学と日進市との間で、連携協力協定の調印式
が挙行されました。これまでも官学連携が行われていましたが、さらに連携関係を深めていくことを目的にした協定です。その
締結により、今後、より広範な事業展開が可能になりました。

2013

創立 50 周年記念式典を開催

（平成16年）
4月1日

名古屋外国語大学

（平成19年）
4月1日

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学部

（平成25年）
10月12日

名古屋学芸大学の開学にともない、大学との一体化を図ることを目的に「愛知女子短期大学」から「名古屋学芸大学短期大
学部」へと名称を変更。卒業生からは惜しむ声もありましたが、学芸大学との緊密な連携、教職員の一体化を促す上からも重
要と考え、名称変更に至りました。

学芸大学との一体化をより促進するために、学芸大学の井形昭弘学長が短期大学部学長を兼務することとなりました。さら
に、社会の変化や価値観の多様化、女子高等教育に対する指向の変化などに対応するため、従来の学科を統合し「現代総合
学科」に改組。1学科が「健康科学系」
「英語コミュニケーション系」「ITビジネス系」「生活科学系」の 4つの系で構成される
ことになりました。

創立50周年を祝う記念式典が名古屋東急ホテルで開催されました。名古屋学芸大学・
短期大学部関係者、名誉教授など旧職員、同窓会関係者など約110 名が出席しました。
記念式典では、井形昭弘学長の式辞からはじまり、同名誉教授の中西冨美子先生、同
同窓会会長多川三紀子氏をはじめ多数の方々が祝辞を述べました。
井形学長は式辞の中で「本学に学んだ卒業生はすでに 30,000 名を数え、同窓会も連
帯感で結ばれた組織として、本学の発展とともに成長を続けています。創立 50 周年に鑑
みて、本学の伝統に思いを馳せ、教職員、在学生、卒業生が団結固く、本学の人間教
育と実学の理念を実践し、社会に大きな影響力を発揮し続けることを信じています。
」と
述べられました。

2014

2016 年度学生募集停止を決定

2016

名古屋学芸大学短期大学部記念モニュメントを設置

（平成27年）
10月 1 日

創立 50 周年記念式典

2014 年（平成 27年）9月27日に行われた理事会において、2016 年度より学生募集を停止することを決定。10月1日付で発表
されました。すみれ女子短期大学に始まり、愛知女子短期大学、名古屋学芸大学短期大学部と名称を変えながらも女子の高等
教育機関としての使命を果たしてきた短期大学の歴史に幕を閉じることとなりました。しかし、これまで培ってきた教育内容、
教育に対する理念は、名古屋学芸大学に引き継がれていきます。

Ｎ
Ｓ
Ｃ

（平成28年）
11月26日

9

短期大学部の歴史を記念して、学生会が中心となり、同窓会からのご支援もいただいて、図書館南側に、白御影石・さび御
影石・桜御影石で作られたモニュメントを設置しました。
モニュメントは、大きなオブジェ三つで構成され、左から、すみれ女子短期大学・愛知女子短期大学・名古屋学芸大学短期
大学部を象徴しています。そして同じ色の円形プレートの大きさと数が、それぞれの存
続年数を表しています。10 年を表す大きなプレートには、同窓会・学生会の方々のメッ
セージが刻まれています。
モニュメントは「知の花束」と名づけられ、二つの意味が込められています。
一つ目は、2 年間の学びの成果を「知の花束」として抱きしめ、新たな世界へと羽
ばたく若い力。
二つ目は、可憐に、そして力強く咲き誇る花のように社会で活躍する卒業生。
花々が同窓生としての誇りを抱いて堅く結び合う姿、それが「知の花束」なのです。
なお、制作は、彫刻家の吉村貴子先生です。先生は、石、ガラス、ブロンズを素
材にして数多くの作品を制作されています。
記念モニュメント
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就 職 情 報

▌名古屋学芸大学短期大学部
53 回生対象

必修授業「キャリアデザイン」

短期大学部メディカル秘書コースの就職活動対策は、必修授業として開講される
「キャリアデザイン」を軸として行ってき
53 回生が最後の「キャリアデザイン」を受けましたが、習得した就活スキルや社会人基礎力を十分に発揮し、各々が納得
できる就職先で、社会人として良いスタートを切っていただきたいと思います。
実施時期
9月

主な授業内容
オリエンテーション
ライフプラン・キャリアプランを考える

20代の過ごし方で未来は変わる！
就職活動を考える
10月
キャリアガイダンス①（医療秘書、医療事務職）
キャリアガイダンス②（一般企業での可能性）

年後期

1

女性とキャリア（先輩社会人による体験談）
12月 あなたの人生設計は？
情報収集のテクニック／進路登録
就職活動のマナー（手紙の書き方・電話応対）

4月

面接対策①（これまでのおさらいと面接の基本）
面接対策②（就活に役立つ講座：ボイストレーニング）
自己分析

5月

ロジカルに伝えるスキル習得
書いて伝える（ES 作成）
採用試験の準備（マナー、コミュニケーション）
採用試験の準備（模擬面接【グループデスカッション】）

6月

話して伝える
採用試験の準備（模擬面接【集団面接】）
人前で話すスキルの習得とまとめ
就活＆就職モチベーションアップ

7月

職業と法
いろいろな組織（組織で働く心構え）
まとめ・振り返り

年前期

2

れている古木淑恵氏を講師に
招き、面接で活かせるボイスト
レーニング講座を行っていただきました。
上手な発声方法や声の響きの良い姿勢等を学んだうえで、滑
舌トレーニングを実践しました。また、面接で第一印象を良くす
るための話し方も教えていただき、学生からは「間の取り方や表
情で印象が変わることに驚いた」という感想も出ました。

面接対策
2 年生前期の授業では、面接対策の講座を多く取り入れまし
た。株式会社マイナビの担当講師を招き、面接時に気を付けるこ

名古屋学芸大学短期大学部

1月

放送局でアナウンサーとして
活躍され、放送局を退社後も
ラジオ番組に出演するなど、長
きにわたって放送業界で活躍さ

名古屋学芸大学

SKY ラーニングの使い方講座
自己を管理する①（コミュニケーション能力）
11月
自己を管理する②（伝える能力）
感情と傾聴の話

ボイストレーニング講座

名古屋外国語大学

ました。1年生後期から2 年生前期までの 1年間で実施され、キャリアサポートセンターも運営の支援をさせて頂きました。

とや人前で話すスキルを教えていただきました。講座はグループ
ワークを中心に行い、受験者役だけでなく面接官役も体験する
ことで、面接でどんなところを見られているかにも気付くことがで
きたようです。また、面接練習の集大成として模擬面接も実施し
ました。教職員等が面接官となり、本番を想定した緊張感のある
内容となりました。人前で話す練習を重ねたことで、最初よりも
上達したように感じました。

Ｎ
Ｓ

中間報告

主な内定先

今年度の民間企業への就職活動スケジュールは、情報解禁時期は 3月のま
ま、選考開始時期が昨年より2ヶ月早い 6月となりました。選考開始時期の変
更を追い風に変え、早い時期から活動開始した学生が多かった為、12月現
在の内定率は例年の実績を上回ることができています。内定先は特に医療機
関が多く、短大での学びを活かして働くことへの意識の高さがうかがえます。
最後の卒業生ということで、有終の美を飾るべく全員が希望する就職を目
指して、キャリアサポートセンターとして精一杯の支援をしていきたいと考えて
おります。

Ｃ

就職内定状況

医

療

一般企業

◦名古屋第二赤十字病院
◦名古屋ハートセンター
◦新生会第一病院
◦はちや整形外科病院
◦名古屋記念病院
◦安城更生病院
◦八千代病院
◦秋田病院
◦飛騨農業協同組合（JA ひだ）
◦明治安田生命保険
◦名鉄観光サービス
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CAREER SUPPORT
▌名古屋外国語大学
2016 年度（4 年次生）就職状況

各企業の採用意欲高く充実の結果！
名古屋外国語大学

2016 年度の就職活動は、経団連「採用選考に関する指

業の採用意欲は高く、エアライン業界で前年を上回る79 名

針」に一部変更が加えられ、広報活動（会社説明会など）

（2017年 1月現在）をはじめ、旅行、ホテル、運輸、メー

開始は 3月1日と変わらないものの、選考開始日が 8月1日

カー、金融等、各業界で充実した結果を得ることが出来ま

から6月1日に前倒しされました。その結果、短期集中型の

した。また国際教養学科は初の就職活動に挑みましたが、

活動となり、一部でとまどいもありましたが、全体的に各企

結果は上々で初年度のプレッシャーを乗り越えました。

おもな内定先企業（2017 年 1月現在）

名古屋学芸大学

航空

●日本航空 ●全日本空輸 ●ジェイエア ●ソラシドエア
● JAL スカイ ● 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 ● ANA 沖縄空港 ●スカイマーク
●スイスポートジャパン ● JAL カーゴサービス
●中部国際空港旅客サービス 他

旅行

● JTB 東海 ● JTB 中部 ●近畿日本ツーリスト
●農協観光 ●エイチ・アイ・エス ●名鉄観光サービス
●ユナイテッドツアーズ 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
●旭運輸 ●鈴与 ●トヨタ輸送 ●郵船ロジスティクス
●福山通運 ●センコー ●山九 ●トナミ運輸
●バンダイロジバル ●パナソニックロジスティクス 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）
●ヒルトンワールドワイド ●名古屋ヒルトン
●名古屋観光ホテル ●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
●星野リゾート ●プリンスホテル ●京王プラザホテル
●フェニックスリゾート 他

名古屋学芸大学短期大学部

マスコミ
・
情報

● NHK 佐賀放送局（キャスター）●テレビ静岡
●瀬戸内海放送 ●マイナビ ● USEN ●ひまわりネットワーク
●中広 ●ディップ ●シー・ウェーブ 他

メーカー

●トヨタ自動車 ●アイシン精機 ●ヤマハ発動機
●アイシン機工 ●日本特殊陶業 ●ブラザー工業
●三菱自動車工業 ●冨士機械製造 ●新東工業
●村田製作所 ● CKD ●矢崎総業
●ノリタケカンパニーリミテド ●ホーユー ●大豊工業
●住友電装 他

商業
・
アパレル

●第一実業 ●伯東 ●阪和興業 ● JFE 商事 ●森村商事
●中央工機 ●エプソン販売 ●エノテカ ●イオンリテール
●日本マクドナルド ●ルイ・ヴィトン・ジャパン ●万兵
●モリリン ●シャネル
●サマンサタバサジャパンリミテッド 他

金融
・
保険

●三菱東京 UFJ 銀行 ●みずほ銀行 ●名古屋銀行
●愛知銀行 ●十六銀行 ●大垣共立銀行 ●静岡銀行
●百五銀行 ●常陽銀行 ●岡崎信金 ●豊田信金
●瀬戸信金 ●豊橋信金 ●豊川信金 ●蒲郡信金
●野村證券 ●岡三証券 ●東海東京証券
●損害保険ジャパン日本興亜
●あいおいニッセイ同和損害保険 ●日本生命保険
●第一生命保険 他

サービス

●日本郵便 ● LEGOLAND Japan ●パソナ ● ECC
●イーオン ●ベストブライダル ●ブラス
●インテリジェンス ● CDS ●ヒューマンリソシア
●イオンエンターテイメント ●多治見商工会議所 他

公務

●名古屋国税局 ●愛知労働局 ●岐阜県庁 ●豊橋市役所
●多治見市役所 ●愛知県警察 ●岐阜県警察 他

教職

●愛知県 ●名古屋市 ●岐阜県 ●三重県 ●静岡県
●横浜市 各公立学校教諭 ●各私立学校教諭

建築
・
その他

●積水ハウス ●ダイダン ●一条工務店
●三井不動産リアルティ ● TSUCHIYA ●イオンモール

他

2017 年度（3 年次生）就職に向けて

活動開始に向け万全の支援体制！
現 3 年次生（2018 年 3月卒）の「採用選考に関する指針」
（経団連）は前年度から変更しな
Ｎ

いこととし、広報活動（会社説明会など）開始は 3月1日、選考開始 6月1日のままとなりまし
た。各企業の採用意欲は依然として高く、全体的に早めに動く企業が増えると予想されます。

Ｓ

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。

Ｃ
11

3 年次生就職ガイダンス

9月から2 月まで、それぞれのテーマごとに毎月開催。

業界・仕事理解セミナー

11月から2 月までの間、公務員を含む 30 以上の企業から担当者が来訪。

合宿研修

就活サマー合宿（9月）、エアライン就活合宿（1月）、直前合宿（2 月）。内容
もより充実。

学内合同説明会

2日間に渡り約 120 社が参加。他に学芸大主催で学外開催も実施。

インターンシップ

夏期と冬・春期の年 2 回実施。冬・春期の受入れ企業も増えてきています。

業界パネルディスカッション

同業界から数社が一堂に会するユニークなイベント。物流業界の他、今回初
めてアパレル商社も実施。

OBOGとの懇親会

パネルトークとブース形式による二部構成。32 企業からOB・OG が参加。

各種就職対策講座

面接、グループディスカッションはじめ、SPI、WEB テスト、エントリーシー
ト、マナー、メイク等、幅広く対策講座を実施。
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就活準備サマー合宿（2016.9）

OBOG との懇親会（2016.12）

業界パネルディスカッション（2016.12）

就 職 情 報
インターンシップ 2016 夏期研修

この夏、インターンシップに燃えた！
2016 年度インターンシップ夏期研修は、初めての受入れを含む39 事業所に 2 年生・3 年生
合わせて61 名が参加しました。例年通り4月の説明会にはじまり、事前研修、マナー講座、
名古屋外国語大学

コミュニケーション講座を経て、夏期休暇中の実習に臨みました。実習後の成果報告会では、
8グループに分かれ体験を発表し合い、各グループの代表者が大教室で全体発表を行いまし
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。
研修は夏場の暑い時期だけに体調管理等が大変ですが、皆、頑張ってやり通すことが出
来、ひと回りたくましくなったようです。現在は冬・春期研修（1年生から参加可）が行われ
ているところです。
おもな研修先（2016 年度夏期実績）
● ANA 中部空港 ●東京国際空港ターミナル ●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
●名古屋テレビ映像 ●野村證券 ●損害保険ジャパン日本興亜 ●豊田信用金庫 ●イーオン ●出雲殿 ●名大社 ● NHK 文化センター ●地域活性プランニング
●大広 ●パソナ 他 全 39 事業所

名古屋学芸大学

加レポート

インターンシップ参

研修先：株式会社イーオン 2016 年 8月30 日～9月10 日
私は、10日間の研修の中で来訪者・電話対応業務、広告業務、採点業務などを体験させていただきま
した。また、ミーティングやレッスンを見学させて頂き、働いている方々や生徒様の生の声をたくさん聞か
せて頂きました。研修を通して、スクールの運営や新しい企画の作成などへの興味が深まる一方で、自分
が苦手とする発想力などの能力を要する業務であると感じていた私に、担当の方は「人は好きな事のため
英米語学科 3 年

なら努力し能力をつけられる。
」
と仰って下さりました。このことは私の今後の進路決定において大変重要
な気づきであったと思います。

名古屋学芸大学短期大学部

橋本 佑美 さん

資格支援講座

「マナー・プロトコール検定」とは？
今年度から、学内受験や対策講座により取得を推奨していく「マナー・プロトコール
国際教養学科
今泉特任講師

検定」について、国際教養学科 今泉 景子特任講師に聞きました。
Q：マナー・プロトコール検定とはどんな資格ですか？


Q：この検定にチャレンジする学生へのアドバイスを。

プロトコールは将来どんな業種や職種についても役に立

人として社会人として必須のマナーやプロトコール（国際儀

つ教養ですが、特に異文化交流に興味がある方、留学を

礼）に関わる知識と技能を認定する資格です。プロトコー

考えている方、将来国際社会で活躍したいと思っている

Ｎ

ルは分かりやすく言えば、外国人とお付き合いする際のルー

NUFS の皆さんに是非身につけてほしいと思っています。

ル、マナーです。検定では、プロトコールの原則、社交の

プロトコールを学び、身につけることは自分自身に磨きがか

Ｓ

マナー、テーブルマナー、服装や贈答のマナーはもちろん、

かり、人生を豊かにすることに繋がっていきます。就職活動

社会人マナー、ビジネスマナー、日本のしきたり、冠婚葬祭

のPRにするだけではなく、自分自身の為に検定にチャレン

まで幅広く出題されますので、日本人として、社会人として、

ジしてほしいと思います。

国際人として必要な教養を身につけることができます。検定

本学では 2017年1月に初めて 3 級の学内検定を実施、事

は 1 級から3 級までの 4 段階にわかれており、3 級が学生レ

前に開催した説明会には2日間で150人以上の参加があり関

ベル、2 級はJALやANAなどのエアラインや一流ホテルで

心の高さがうかがえました。学内検定受験者には、受験料

一つ上のマナーとして取得が奨励されています。資格は年 2

の割引や模擬問題の配付、対策講座の開催などを通して、

回開催される検定試験、もしくは 3 級、2 級に関しては、日

合格へのサポートをしています。

本マナー・プロトコール協会が指定する通信教育後の在宅
検定試験でも受験ができます。

オリンピック開催を控える日本においてもますます注目さ
れるプロトコールを一緒に身につけていきませんか？
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Ｃ

NPO 法人日本マナー・プロトコール協会が実施する日本

CAREER SUPPORT
▌名古屋学芸大学
名古屋学芸大学キャリアサポートセンター

就職活動支援プログラム

名古屋外国語大学

キャリアサポートセンターでは
『人間教育と実学』という建学
の精神を基本に多様に変化する就活戦線に対応できるよう、
各学部・学科での教育カリキュラムに加え、
【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
ラムを展開しています。
キャリア教育の中心である【就職活動支援プログラム】は、
2016年度
活動方針
項

就職支援プログラム

『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。また、早期から就職意識を喚起
し、就活を円滑に行えるよう1年生、2 年生には「進路ガイダン
ス」も実施しています。

実施計画

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

目

対

象

時

期

4月
社会人
基礎力養成
プログラム

全学年

進路指導

1 ・ 2 年生

5 月～
10月～
10月
通年

名古屋学芸大学

ステップⅠ
（就活全体
像の理解と
自己理解）
3 年生 ステップⅡ
（全員） （就活の準
備・実践）
ステップⅢ
（就活への
直前対策）
就職活動支援
プログラム

映像メディア・
デザイン
4 年生

名古屋学芸大学短期大学部

3 年生
（希望者）

3 年生

企業説明会

実 施 テ ー マ
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（EQ フォローガイダンス①）
笑顔のコーチング講座（EQ フォローガイダンス②）
新聞の読み方
社会人基礎力養成塾（基礎学力向上プログラム）

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
就活解禁直前講座（ 1 ）
2月
就活解禁直前講座（ 2 ）
2月
就活解禁直前講座（ 3 ）
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
8・9 月他 インターシップ研修
9月
就職筆記試験対策トレーニング（SPI 編）
9 ～ 1 月 公務員採用試験対策講座
11月
内定者懇談会
12月
就活の身だしなみ・服装講座（男性編、女性編）
12月
実践！印象向上メイク講座（女子学生）
就勝出陣式 ～いざ！出陣～
就勝直前合宿
個別面接対策講座
2月
グループディスカッション対策講座
就職筆記試験直前対策スクーリング（SPI 編）
3月
公務員希望者対象 SPI 3 能力試験対策講座
3月
首都圏就職プログラム
職場体験談会
随時
業界セミナー／企業セミナー
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
大学や家庭でお互いの笑顔を引き出し、関係を良くするコミュニケーションの方法の習得
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
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 年生は学内で講座も実施
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
【実践編】自己 PR を完成させよう！
【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
専門分野での就業体験
筆記試験対策講座
公務員志望者向け採用試験対策講座
4 年生内定者による就活体験談
リクルートウェア対策講座
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
模擬面接・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
筆記試験対策講座
公務員志望者向け採用試験対策講座
アパレル業界合同企業説明会／クリ博就職フェスタ
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

「CAREER HANDBOOK NUAS」デジタルブック化

Ｎ
Ｓ

キャリアサポートセンターでは、2011年度より、キャリ
ア支援、就職活動の流れ、業界研究、履歴書の書き方や
面接対策など、就職活動のためのガイドブック「CAREER
HANDBOOK NUAS」を制作、就活を間近に控えた 3 年生
に配布してきました。
2016年度より、
「CAREER HANDBOOK NUAS」
をデジタ
ＮＵＡＳ

CAREER

HANDBOOK

ルブック化、スマートフォンやパソコンで手軽に閲覧できる環
境を整え、ガイダンスや授業、通学中や就職面接の待ち時間
など、様々な場面で有効に活用することが可能になりました。
本学学生であれば 1年次から閲覧することができますので、
就職活動に大いに活用してください。

HTML5版でブックを開く

閲覧・ダウンロードマニュアル

Ｃ

※パソコンでも閲覧可能

①以下のＵＲＬにアクセス

在学生 https://www.nuas.ac.jp/student/csc/ebook/
教職員 https://www.nuas.ac.jp/staff/csc/ebook/
※スマートフォン、パソコンのどちらでも可

在学生

②教職員専用ページにログイン
※ポータルサイトのＩＤ、ＰＡＳＳを入力

教職員

③ブックのサイトが開きます
アプリ版でブックを開く

※先にActiBookアプリをダウンロードします

ActiBookアプリをダウンロード(無償)
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ＭＹ本棚より閲覧

就 職 情 報
2016 年度

就職筆記試験対策トレーニング（SPI 編） 実施報告

約 9 割が中堅企業、約 5 割が大手・人気企業の採用試験に合格できるレベルに！
昨今の就活において、多くの企業が「筆記試験（SPIや一
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

実施しています。
9月に実施したトレーニングでは、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
ることを目的として、様々な講座を開講しました。

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

結果、参加学生の 88.1％が中堅企業、52.3 ％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。

名古屋外国語大学

般常識）」を実施しています。目的は企業が求める人材を獲

勝つために、毎年、就職筆記対策トレーニング
（SPI 編）を

2016 年度は 2月、3月にも開催を予定していますので、3
年生はぜひ参加しましょう！

ん。そこで、キャリアサポートセンターではこの現実に打ち



実施日

2016年 9 月15日（木） 9 ：40～18：40

参加者

118名（うち、模擬試験受験者115名）

▌内

容

実施場所

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

▌実施概要

E33教室他



1 コマ

全体ガイダンス

4 コマ

SPI 非言語③（速度、順列・組合せ）

2 コマ

SPI 非言語①（割合、損益算）

5 コマ

SPI 非言語④（確率・推論）

3 コマ

SPI 非言語②（仕事算、分割払い）

6 コマ

SPI 模擬試験＋解説
名古屋学芸大学短期大学部

▌参加学生の声



・SPI 対策の重要さを知れてよかった。
・問題に接する機会がないと忘れてしまうので、時間を見つけて 1 ヶ月に 1 回でも勉強するようにしたい。
・非言語がとても苦手で自分ではやらないから、このような機会があってよかった。
・就職に対する意識を高めていきたいと思った。

Ｎ
Ｓ
Ｃ
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職場紹介

わ たし の

通訳と翻訳と解釈
名古屋外国語大学

TJ 翻訳サービス

辻本 淳也

み出します。オラン

さん

名古屋外国語大学 英米語学科 2000 年 3月卒業
名古屋外国語大学大学院 博士前期課程 2002年3月修了

ダの安楽死遺族
（元
夫）を訪ねて取材し
た際には、若くして

名古屋学芸大学

「死を想う旅」の同行通訳者としてヨーロッパを巡った

ガンに侵され、苦悩

のは、2014 年の春でした。エジンバラのマギーズ・キャン

の果てに安楽死を

サー・ケアリング・センターを訪ね、スイスの自殺幇助とオ

選択した元妻（日本

ランダの安楽死の実態を取材する、およそ2週間の旅でし

人女性）のあまりに

た。取材メンバーは、長野県松本市浅間温泉にある神宮

悲痛な「お別れ会」

寺の住職、高橋卓志さん、毎日新聞の萩尾信也さん、第

の様子と、彼女の死

一生命経済研究所の主任研究員の小谷みどりさんの、知

の瞬間について語

る人ぞ知る御三方。高橋住職とは以前から親交がありま

る元夫の話に動揺

したが、あとのお二人とは、それぞれエジンバラ、ロンド

し、涙声になるのを

ンでの初対面でした。そして、当時の僕は、病気で母を

隠して必 死で通訳

亡くしたばかりでした。

をしました。今思え

翻訳・通訳という仕事に共通しているテーマは「滅私」

※写真中央が本人

ば、あの経験も僕個人の「死の受容」であった。今では

です。そこに私がいなくては事が前に進まないという責

そんなふうに解釈、あるいは翻訳しています。その後、僕

任感。でも、そこに私の意見は必要とされないし、挟ん

は母の墓所の目の前に引っ越して、墓守をしながら医療

でもいけない。この絶妙な存在感は、時に苦しみをも生

翻訳に打ち込んでいます。

さしはさ

名古屋学芸大学短期大学部

お客様に満足していただける店舗、店長を目指して
株式会社ユニクロ

谷間 勇人

さん

名古屋学芸大学 ファッション造形学科
2011年 3 月卒業

私はファッション造形学科卒業後、ユニクロに入社いた
しました。ユニクロはもう皆さんご存知の通り、日本の代

接客に活かされてお
り、名古屋学芸大学
で学んでいて本当に
良かったと毎日の仕
事で感じています。

Ｎ

表的なアパレルブランドです。最初に、私は愛知県みよし

現 在 私は職 場に

市にあるアイモール三好店にオープンスタッフとして配属

おいて店舗の売場づ

され、レジ、フィッティングルーム、お裾直しなどの接客

くりを主に実施して

業務を教えてもらいました。業務を習熟していくにつれ、

います。どういった

上司にも恵まれた事もあり、入社して 2 年目で店舗の代行

売場のレイアウトに

者として売り場の指示を任されるようになりました。

すれば売上を上げら

Ｓ

その後、2015 年 9月に名古屋学芸大学のすぐ近くの長

れるか、今のトレン

Ｃ

久手店に移動となり、現在では売り場のレイアウト、管理

ドを読み取り、売場のマネキンを使ってのディスプレイや、

業務等の実践を繰り返しつつ、一日も早く店舗の店長と

どの商品をどのくらい在庫を持つか在庫管理を考えたり

なって経営に携われるように、そして日々最高の服をお客

しています。ユニクロに来店していただいたお客様が満

様に提供できるように仕事に取り組んでいます。

足してユニクロの商品を購買していただけるか、日々考え

私は大学でビジネスコースに所属し、アパレルの市場に

ながら仕事に取り組んでいます。一緒に働いているスタッ

ついて勉強をしました。ゼミの授業でもユニクロについて

フにも助けてもらい、今現在、前年より利益も出ており結

はよく触れられており、現在ユニクロで働いていることに

果に結びついています。

非常に誇りに思っています。
大学で学んだことは特にお客様との接客に活かされて
います。生地の性質、採寸の仕方などはよくお客様から
質問を受ける内容ですが、大学の1年生の時に学んだ服
15
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これからもっと仕事のスキルを上げていき、たくさんの
お客様に最高の服を提供できる店長、ユニクロスタッフと
して努力していきます。

患者様を第一に考える医療従事者を目指して
名古屋ハートセンター

吉福 菜緒

メディカル秘書コース

ので、相手に正確
かつ的確に伝える
ための判断力や行

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学短期大学部
2016 年 3 月卒業

さん

動 力が 必 要です。

私が勤務している名古屋ハートセンターは、循環器疾

そのため、大学時

患を専門に扱っている24時間体制の救急病院です。当院

代に学んだ医療に

の理念は、患者様サイドに立った医療の実践です。これ

ついての専門的知

は新しいスタイルの医療を追求することを意味しており、

識や医療従事者と

最先端医療の実践における技術力だけでなく、
「やさし

しての適性、対応

いまごころのある医療の実現」を目指しています。患者様

の仕方が今の私に

一人一人に応じた工夫は勿論のこと、運動療法や食事生

は大変役に立っています。中でも、特に今役立っている

活支援も含め、安全で安心できる循環器の総合的な医療

と実感していることは、大学在学中にドクターズクラーク

の提供を行っています。

という資格を取得したことです。主に医師のサポート業務

働いています。仕事内容は主に電子カルテの操作や書類

ため、大学在学中に資格取得をしておくことができて良

管理等の事務作業、患者様の安心安全を考えた診療介

かったと思っております。教科書で学んだことを踏まえな

助や医師のサポートを行っています。業務の中では、検

がら、日々現場で起こる様々な状況にも臨機応変に対応

査結果等の書類の取り違えを防ぐため常にダブルチェッ

しています。まだまだ未熟者の私は悩むことも多く、同窓

クを怠らないように心掛けたり、高齢の患者様も多いの

生である養護教諭コース卒業の先輩方に助けて頂くこと

で転倒事故が起こらないよう常に注意しています。待ち

がありますが、一つ一つ乗り越え、今後も頑張っていき

時間が長くなる場合は、その時の診察状況を定期的に患

たいです。仕事を始めて半年ほど経った今、患者様が私

者様へお伝えしたり、検査案内等のご案内をさせて頂く

の顔と名前を憶えてくださったことや、積極的に声をかけ

ときは、必ず患者様の目線に合わせて説明を行うなど患

て頂けるようになったこと、治療後元気になられた患者様

者様への気遣いを大切にしています。

の笑顔を見ることが私の仕事のやりがいになっています。

また、医師や看護師からの指示を正しく理解すること
や、他部署との連携を正確に行うことが重要になってくる

これからも、患者様を第一に考えながら、常に笑顔を絶
やさず元気に頑張っていきたいです。

幅広く奥深く学んでこそ、自分の芯を見つけられる
FUZZHEAD-STUDIO

左右田 薫

名古屋総合デザイン専門学校
1998 年 3 月卒業

名古屋学芸大学短期大学部

を行う中で役立っています。今後、必要となる資格だった

名古屋学芸大学

その中で、私はペーシェントサービスという職種として

さん

グラフィックデザイン科

Ｎ

書きたいものを自由に描いた「絵」と、クライアントの
要望を元に仕事として描く「イラストレーション」
。僕の授

Ｓ

業では、どちらも学んでほしいと思っています。

Ｃ

僕自身は学生時代、何でも描けるイラストレーターに
なって色々な仕事をしたいと思いながら、自分の作品で
勝負したいという気持ち
も抱いていました。その
両方のモチベーションを
持ち続けてきたことが、

左 右 田 薫：MTV、Levi's、FIFA2010 バド ワイザー の ポ スターなど 数 々
のメインビジュアルを手 掛ける。最 近では安室奈 美 恵、SUMMER SONIC、
UNIVERSAL CITYWALK OSAKA にライブペイント出演を果たし、MTV など
で取り上げられ、パフォーマーとしても国内外のメディアから注目を浴びている。

CD ジャケットや広告ポ

これからの現場で活躍できるのは、どんなイラストも描

スターのデザイン、ライブ

ける振り幅の広いイラストレーターです。これは、デザイ

ペインティングなどの幅

ンに関わるどの職種も同じ。まずは、多くの画材にふれ

広い仕事につながってい

て、様々な表現方法を学ぶ。それが必ず実力につながる

ると実感しています。

と思います。
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名古屋外国語大学国際交流
協定校一

覧

NUFS Partner Institutions
●オランダ

●アイルランド

名古屋外国語大学

リメリック大学
●イギリス

NEW サクソン応用科学大学

●ベルギー

●デンマーク
NEW ノーザンデンマーク大学

NEW リエージュ大学
NEW アルテベルデ大学

ブリュッセル自由大学

NEW チチェスター大学
NEW ウスター大学

●ドイツ

●中国

NEW インゴルスタッド大学
NEW ニュルティンゲン・

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

ガイスリンゲン大学
マールブルク大学

NEW キール大学

NEW ハイランドアイランド大学

ノーサンブリア大学
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

名古屋学芸大学

●スペイン
NEW マラガ大学
NEW ウエルバ大学

名古屋学芸大学短期大学部

海外留学生

●韓国
NEW 国民大学

●スイス
NEW 北西スイス応用科学芸術大学
リエージュ大学協定
調印式の様子

●フランス
リール第3大学
パリ第7大学
トゥールーズジャンジョレス大学
アンジェカトリック大学
リヨン第3大学
ボルドーモンテーニュ大学
グルノーブルアルプ大学
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

《 おいしい話

台湾編 》

釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学
●台湾
銘伝大学
国立台湾大学
文藻外語大学

●イタリア

●ベトナム

トリノ大学
サッサリ大学

ベトナム貿易大学
ベトナム国家大学ハノイ
外国語大学
●オーストラリア
NEW サザンクロス大学

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
マッコーリー大学

●ニュージーランド
マッセイ大学
ワイカト大学

レジデンス・アシスタント 《留学生宿舎から》

Ｎ
Ｓ

国立台湾大学に留学中の、中国語学科・稲場吏南さん
からのレポートです。

Residence Assistant（RA）は、NUFS の留学生宿舎に住

你好！私は現在、台湾に留学しています。台湾は美味しい
食べ物で満ち溢れていますが、その中で今回私が紹介する
のは、台湾スイーツです。マンゴーかき氷はとても有名ですよ
ね。タピオカや仙草ゼリー、愛玉なども人気があり、たくさん
の専門店が軒を連ねています。でも実はもっと美味しいスイー
ツがあるのです。それは「豆花」とよばれる台湾伝統のスイー
ツで、絹豆腐をもっと柔らかくしたような、とても滑らかな舌
触りが特徴です。黒蜜をかけていただくのが定番ですが、味
やトッピングは店によって様々で、私はよく食べ比べをしていま
す。とてもヘルシーなので特に女性におすすめです。夏は氷
入りで冷たい豆花、冬は温かい豆花。皆さんもぜひ試してみて
ください！

をサポートする役割を担う、頼もしい存在です。昨年からRAをし

み、管理人と協力して宿舎の管理・運営や留学生の日本での生活
ている髙木聖也さんから、RA について紹介してもらいました。
NUFS には世界各国から留学生が集
まり、宿舎全体でおよそ120人の留学生
がいます。僕たちRAは留学生の日本で
の生活のサポートをしています。例えば
市役所引率、急病などの緊急時の対応
が主な活動です。また、年に4 回、宿舎

RAs’ 集合写真

合同でパーティーを開いたり、みんなで遠足に行ったりと、とても楽しい
日々を過ごしています。しかし時には留学生と意見がぶつかり夜中まで話
し合うこともあります。そんな時、自分たちはただの友達ではなく、彼ら

Ｃ

を指導する立場であることを再認識します。楽しいことだけではなく辛い
こともありますが、留学生の日本語が上達していく姿や、彼らが帰国する
際涙を流しながら寮を去っていく姿を見届ける瞬間はまさに僕たちがや
りがいを感じる瞬間です。
マンゴーかき氷

「江記東門豆花」トッピングはピーナッツ

17
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台北 101

RAと留学生の合同ミーティング

留学生の Birthday party

Nagoya University of Foreign Studies

協定校

111

●カナダ
NEW レイクヘッド大学
NEW セネカカレッジ

大学

2016年12月現在

●アメリカ
NEW
NEW
NEW
NEW

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

今学期は 189 名の学生が海外留学へ出発しました。7
月27日壮行会にて、亀山学長から激励のお言葉をいた
だき、学生達は大
きな期待と少々の
不安を胸に、8月か
ら10月にかけて、そ
れぞれの留学先へ
と旅立ちました。
学長からの激励の言葉

2016 年度 2 期出発者 留学先国別
アメリカ �������
オーストラリア ����
ニュージーランド ���
フランス�������
カナダ��������

81 名
20 名
3名
25 名
39 名

イギリス������� 15 名
イタリア ������� 1 名
中国��������� 1 名
メキシコ������� 2 名
アイルランド ����� 3 名



189 名

計



※うち1 名は TESS（2 か国）留学者

2016 年度海外派遣留学生数
昨年度は、400 名近い学生が海外へ派遣されました。

計

387名

RECORD OF VISITORS

来訪日

機関名

来訪者名

リエージュ大学

アンドレアス・テール氏

6 月23日

銘伝大学

徐 孟鈴氏

7月8日

デンバー大学（1回目）

シャオウェン・スー氏

「2017年度募集・2018 年度派遣」
留学制度採用基準の変更について

7 月25日

浙江師範大学

朱 毅峰氏ら20名の視察団

8月3日

ウスター大学

ジョン・ハンキンソン氏

9月8日

アーカンソー大学

ヤスシ・オノデラ氏

9 月12日

テネシー大学チャタヌーガ校

タケオ・スズキ氏

留学制度の一つである「留学費用全額支援留学（TESS）スタン
ダード」の採用基準について、既にご案内の通り、次の変更があり
ます。まず成績基準ですが、GPA が現行の 2.4 から2.6 に変わりま
す。さらに語学基準について、英語が専攻言語（日本語学科の場
合は複言語）
の場合が対象となります。具体的には、学内 TOEFL
（ITP）のスコア500点以上（日本語学科の場合は470点以上）の
変更はありませんが、スコア提出枚数に変更があります。変更前は
1 枚のスコア提出で良かったものが、変更後は過去受験したスコア
の中からベストな3 枚を任意選択し、その平均が基準点以上をク
リアすることが要求されます。なお、その他の留学制度採用基準
は現行のままです。このことを受け、2017年度から、学内 TOEFL
（ITP）を年間 4 回から 8 回に増やして実施する予定です（実施はコ
ミュニケーションプラザ 1F 丸善売店内語学試験窓口）。留学を希
望する学生は積極的に受験してください。
派遣留学生が留学先で勉強についていけないケースが時折見受
けられ、実際、協定校からも本学に対して改善を求める指摘があ
ります。また、留学を目指す学生が、留学した際に成功を収めるた
め、留学前に継続的に学力や語学力向上に努める必要性が求めら
れます。本学はこれらの状況などを勘案し、この度の変更とさせて
いただきましたことをご了承ください。

10月 4 日

ペンシルバニア州立
インディアナ大学

ミッシェル・ペトルッチ氏
エマ・アーチャー氏

10月 5 日

レークウッド大学

キム・フェダーソン氏
ヘレン・ソン氏

10月 7 日

セルカーク大学

ダニー・ビーティー氏

10月11日
～12日

カリフォルニア大学
リバーサイド校

リサ・ミラー氏

10月11日
～12日

ディズニー国際カレッジ

イベッテ・ノーザン氏

10月12日

カーン大学

ブノワ・ヴェロン氏
アドリアン・ベルナール氏
シルヴィー・ルプティ氏
イザベル・トリニアック氏

10月12日

プレスビテリアン大学

ヴェット・ハ氏
ジャスティン・ブレント氏

10月13日

ウェスタンシドニー大学

ジュリエット・ラウ氏

10月14日

ブリュッセル自由大学

フランソワ・エンデリクス氏

10月19日

ワイカト大学日本事務所

吉田 恵氏
岸 葉子氏

10月20日

オカナガン大学

キョウコ・ジョーンズ氏

10月24日

チチェスター大学

ミャオ・ジャッジ氏

10月24日

オーストラリアンカソリック大学

ルイス・ハウイ氏

10月25日

トンプソンリバーズ大学

ラリー・ピート氏
木村 理加氏

10月31日

セントローレンス大学

アイビー・ザング氏

10月31日

グリフィス大学

チェルシー・リウルト氏

11月 2 日

ウェスタンワシントン大学

フレデリック・オコナー氏

11月 4 日

サザンオレゴン大学

バージニア・ロビンソン氏
メアリー・ガーデナー氏

11月 9 日

ウソン大学

スン・タエ・キム氏
高地 朋成氏

2017年度 名古屋外国語大学 TOEFL（ITP）
実施予定
①5月13日（土）
②5月27日（土）
③6月10日（土）

④ 6月24日（土） ⑦11月18日（土）
⑤ 9月13日（水） ⑧ 1月20日（土）
⑥10月14日（土）

※実施日は変更となる場合がありますので、ご注意ください。
申込み・問合せ：MARUZEN 語学試験受付窓口（コミュニケーションプラザ1階）

11月 9 日

セントラルランカシャー大学

天野 貴子氏

11月29日

デンバー大学（2回目）

濱本 美穂氏

11月29日

セネカカレッジ

デービッド・アグニュー氏
レナータ・ドゥイノセンゾ氏
ハナ・ジュン氏
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Ｃ

6 月22日

グアダラハラ自治大学

Ｓ

ダヴィッド・マリナス氏

Ｎ

フランス大使館

名古屋学芸大学短期大学部

6 月16日

●メキシコ

名古屋学芸大学

ペンシルバニア州立インディアナ大学
ウェスタンキャロライナ大学
オザークス大学
デッキンソン州立大学
デンバー大学
カリフォルニア州立大学ベイカーズフィールド校
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
パイクビル大学
パシフィック大学
サザンオレゴン大学
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

海外留学生出発

名古屋外国語大学

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
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

2016 年度 2 期
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名古屋外国語大学国際交流

Nagoya University of Foreign Studies

FALL SEMESTER 2016

受入れ留学生

137名の留学生

留学生の作品
日本語の授業では、習字や

世界20か国・地域から

川柳も楽しみながら学習し
ています！

NUFS には、交換留学生の117名と大学院・学部の正規課程留学生 20
名古屋外国語大学

名の計137名の外国人留学生が在籍し、日本語・日本文化・国際ビジネス
などを学んでいます。
（2016 年12月現在）
アメリカ
カナダ
イギリス
オーストラリア
ニュージーランド
フランス
中国

36人
8人
14人
13人
1人
14人
28人

5人
5人
1人
3人
1人
1人
1人

台湾
韓国
メキシコ
イタリア
エストニア
オランダ
ノルウェー

ベルギー
ポーランド
ポルトガル
ラトビア
アルジェリア
ベトナム

1人
1人
1人
1人
1人
1人

習字

川柳

名古屋学芸大学

国際日本語教育インスティテュート

国際日本語教育インスティテュー
トでは、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。昨年９月

作陶体験

そば打ち体験

伊勢神宮参詣

座禅体験

産業技術記念館見学

伝統文化講義「茶道」

～12月にかけて開催された文化実
名古屋学芸大学短期大学部

習を紹介します。

Hello NUFS!

協定校からの留学生として、国際日本語教育インスティテュートで勉強し
ているマルコム・グイド・オルシさんが、出身大学の紹介をレポートしてく
れました。

私はイタリア北西部のトリノ大学で勉強しています。トリノ市では 2006 年に冬季オリンピック
が行われ、とても有名になりました。それに、市内には謎が沢山あります。例えば、グラン・マー
ドレ教会には天国の扉がありますが、市内には地獄の扉もありますから、トリノ市は魔法の街と呼

Ｎ

ばれています。
トリノ大学には主な学部が6 つあって、その中に選べる学科が27あります。キャンパスがひとつ

Ｓ

だけではなく、それぞれの学部にキャンパスがあります。最近、経済学部のキャンパスが完成し、

Ｃ

刺激が沢山ある環境の中で、学生は好きな学部を選んで、自分の目的を果たすために、頑張っ

とてもいい雰囲気だと思います。
ています。

マルコム・グイド・オルシさん

イタリアに来たら喜んで案内しますから、私の大学を訪れてみてください！

グラン・マードレ教会
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地獄の扉

キャンパス・エイナウディ

（Malcom Guido ORSI）

トリノ大学の大学生

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

留学体験記
濃密なフランス留学


ファッション造形学科 4 年

大久保

奈々子

私のフランス留学


ファッション造形学科 4 年

丸地

把奈

フランスのパリでファッション技術や文
化を学ぶため、2015 年12月から2016 年10

校アカデミー・インターナショナル・

月まで名古屋学芸大学の協定校であるア

ド・クープ・ド・パリ（AICP）へ、

カデミー・インターナショナル・ド・クープ・

2015 年 9月から2016 年 7月の間、大

ド・パリ（AICP）へ派遣留学をしました。

学の派遣留学制度を利用して留学

AICP では朝から夕方まで授業があり、

しました。留学前の手続きの大変さ

疲れてへとへとでしたが充実した毎日でし

を乗り越えて渡仏した時は、語学不足もあって最初は苦労すること

た。授業は実技がほとんどで日本で学ん

もありましたが、生活するうちに沢山の友人ができ、日々の生活が

だ基礎が役立ちましたが、言葉の問題がありました。勇気を出し

新鮮で刺激的であっという間でした。

て拙いフランス語で質問をしても、先生の説明が理解できず、授業

授業は 3ヶ月間ずつ平面製図、立体裁断、企業研修というカリ

後に語学学校へ通って数ヵ月後にはなんとか理解できるようになり
ました。また、留学最後の3ヶ月間はビッグメゾン
（トップブランド）

きました。フランス語での授業にはついていくのに必死でしたが、

でのインターンシップが実現しましたが、ここでは、自ら動かないと

名古屋学芸大学とのやり方を比較し分析することでフランス式の

仕事がないという状況で、必死で手伝えることが無いかを聞き、仕

授業にも慣れ、多国籍のクラスメイトと交流することで物を見る視

事をもらいました。少しパターンを引かせてもらうこともありました

点や価値観の違いを理解でき、授業以外でも学ぶことがたくさんあ

が、緊張してとても時間がかかり、迷惑をかけたこともありました。

りました。

その中でも9月後半のプレタポルテ・コレクション（高級既製服展

実践的な授業を受けた後、2 つの企業で研修を受けました。実

覧会）に参加できたことは素晴らしい経験でした。このような経験

際に働くことで知識が身に付いている実感を得ることができ、また

のおかげで、ビッグメゾンの構造や仕事の流れを理解でき、社交

未熟さを知って成長することができました。私が製図したものを他

性や度胸が身に付いたと思います。

のスタッフ達とチェックし、意見交換しながら修正を行い、出来上

知識と語学力が足りなくて悔しい思いをした日々も、インターン

がるまでは失敗がないか心配でしたが、商品化した時は企業に貢

シップ先においてフランス語で叱られたことも、セーヌ川沿いを散

献できたという達成感を覚え、努力してきて本当に良かったと感じ

歩したことも、休日に友達と田舎へ弾丸ツアーをしたことも、日本で

ました。

は体験できない素晴らしい宝物のような時
間です。フランス人の考え方やライフスタイ

の中ではほんの短い時間かもしれ

ルを知り、ゆったりと物事を考える余裕が

ませんが、私にとってはこれまでで

できました。このような経験を叶えてくれ

一番濃厚で充実した時間でした。

た大学と両親にとても感謝しています。自

留学を応援してくれた両親や支援し

分の努力次第で出来ることは広がります。

てくださった先生方、関係者の方々

やってみたいと思う気持ちを全力でバック

には大変感謝しています。ありがと

アップしてくれる大学です。留学したいと

うございました。

思う人は、ぜひチャレンジしてください。

イングリッシュラウンジ

名古屋学芸大学短期大学部

このフランスでの10ヵ月は、人生

海外危機管理対策セミナー

を受け入れ、デザイン学科でスペースプロダ

ンジを実施しています。学科ごとに工夫して

した。このセミナーは毎年開催しており、今

クトデザインについて学んでおり、共に学ぶ

ラウンジを運営し、2016 年度は約100 名の

年も日本アイラック株式会社（本学と提携し

日本人学生にも良い刺激となっています。こ

学生が参加し、実践的な英語を学んでいま

ている危機管理会社）より講師をお招きし、

こ 5 年間で、京畿大学からは 8 名の学生を

す。同世代の留学生と交流することで意欲

実際に起きた事例紹介及び長期留学・短期

受け入れ、本学からは京畿大学へ 3 名の学

的に学習でき、英語能力が上達する学生が

研修での危機管理についてご説明頂きまし

生を送り出しています。また、デザイン学科

多く見られます。また、海 外 研修に向け

た。当日は教職員約 30 名が参加し、当事者

では毎年、京畿大学と短期のワークショッ

ての英語のブラッシュアップにもなってい

意識を持って真剣に耳を傾け、積極的に質

プを開催しており、互いの大学を訪れて交

ます。

問をする参加者が多く見られました。今後
も、より多くの教職員に危機管理意識を高
めてもらえるよう、このようなセミナーの開
催を継続していきます。
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Ｃ

2016 年 10月に学外から講師をお招きし
て、海外危機管理対策セミナーを開催しま

Ｓ

本学では名古屋外国語大学の外国人留
学生をチューターとして、イングリッシュラウ

Ｎ

2016 年 9 月より協定 校である京畿 大学
（韓国）から留学生 1 名
（Park Sunghoさん）

流を深めています。

名古屋学芸大学

キュラムで、フランス式の基礎から応用までをみっちり学ぶことがで

海外からの留学生

名古屋外国語大学

かねてより憧れていたファッショ
ンの都パリにあるモデリスト養成学

図書館 &MLC
5F 展示
図書館企画展「日本の文化としきたり」
期間：2016 年 9月28日～10月28日
“平安の昔から受け継がれてきた日本のならわし再発見！”をテーマに、当館所蔵貴重資料
『故実叢書』の紹介も兼ねた展示を行いました。
『故実叢書』は有職故実といわれる朝廷や公
家、武家の行事・儀式・官職・法令・装束・年中行事・軍陣などについての先例などについて
書かれたもので、今でいうマニュアル本の性格を持った資料です。現在の宮中のしきたりに続く
ものでもあります。叢書の中には
『装束着用図』のように細部にわたり写実され、美しい彩色の
なされたものが多数あり、目でも楽しめる展覧会となりました。
国立国会図書館デジタルコレクションの中でも公開されていますので、見逃した方はこちらで
ご覧になれます。いにしえに思いを馳せる良い機会となったと、来場者には好評でした。

朗読会
開催日：2016 年12 月6日
作

品：①『ボヘミアの醜聞』アーサー・コナン・ドイル原作
②『恋愛恐怖病（二場）
』岸田國士原作

構成・演出：刈馬カオス氏（刈馬演劇設計社代表）
朗

読：いちじくじゅん氏（てんぷくプロ）
、岡本理沙氏（星の女子さん）

「本」の楽しみ方は色々ありますが、読書をはじめ自分ひとりの世界で楽しむことが多
いのではないでしょうか。今回はたくさんの人と一緒に本（作品）を「聴く」ことを楽し
んでいただこうと、朗読会を企画・開催しました。名外大で演劇を教えている劇作家・
演出家の刈馬カオス氏にご協力いただき、名古屋を拠点に演劇活動をしている いちじく
じゅん氏と岡本理沙氏のお二方に2作品を朗読していただきました。それぞれの作品に
合わせた衣装と少しの音響以外は、声だけで雰囲気をつくり、情景をイメージさせるの
はさすが役者と言わざるを得ません。耳に心地よ
く、参加された皆さんが作品の世界に惹き込まれ
ている様子が見てとれました。参加者のイメージ
を超えた朗読に「非常に臨場感があって良かっ
た」
「声の抑揚がすごく圧倒された」との感想を
たくさんいただきました。朗読後には、参加してく
れた学生に一文を朗読してもらい刈馬氏からアド
バイスを受けるなど、演者と参加者との交流の時
間も設けました。朗読会が終了してからも発声の
コツを聞く学生もおり、声を出して読むことに興
味・関心を持ってもらえたようです。
また、朗読会の開催に関連して1階テーマ企画コーナーでは「声に出して読み
たい本」を紹介しました。声に出すことで、普段の読書とは違った楽しみや発
見があるかもしれません。ぜひ自分でも朗読をしてみてください。
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からの

お 知らせ

お目当ての資料を探すなら図書館 HPにアクセス
授業等でたくさん出される課題…「資料を探さないといけないけれど、どうしたらいいんだろう？」と困っていませんか。そんな
時は図書館のHPにアクセスしてください。スマホからでもOKです。

1

図書館 OPAC

図 書 館 が 所 蔵 する 図 書 約 31万 冊、 雑 誌 約
1100 タイトルはじめ、Multimedia Learning

1

2

3

4

マ ル ク

Center（MLC）が所蔵する視聴覚資料約1万点
を検索することができます。電子ジャーナル、電
子書籍も含まれます。学外からでも使えるので、
家で事前に調べておけば図書館でスムーズに目
的の資料にたどりつけます。

2

デ－タベース

雑誌に掲載された記事や論文、新聞記事を探
す時、それぞれ専用のデータベースを使います。
検索してそのまま全文を読むことができるもの
も数多くあります。辞書・事典のデータベースも
あるので、早いうちにデータベースの達人になれ
ばレポートや課題をスムーズにこなすことがで
きます。

3

5

電子ジャーナル

“オンラインジャーナル”
“e-journal（EJ）”と
もいいます。一番のメリットは、図書館に足を運
ばなくても学内の端末からアクセスして読めるこ
とです。開館時間を気にする必要もありません。
しかも紙媒体と違い、同時に複数の人が読めま
す。データベースと相互にリンクされている場合
も多くあります。
“オープンアクセス”といってイ
ンターネット上で無 料で閲覧できるものであれ
ば、学外からでも読むことができます。

4

e-Book（電子書籍）

多読用図書や教養書など4,000以上のタイトルの電子書籍が利用できます。図書館 OPAC からも検索して読むことができます。個人アカウ
ントを取得すれば学外からでも読むことができます。早いうちに取得してフル活用してください。

5

My Library Login

名外大生は NUFS-ID・PW、名学芸生は大学ポータルサイトログイン ID・PW を使って“MyLibrary”にログインすることによって、貸出図
書の延長手続きや図書の予約、自分の貸出履歴、貸出状況の確認などができます。
“My ブックシェルフ”を使えば、検索した資料情報や、検
索条件を保存することができます。レポートや課題の下準備に使える便利な機能です。

図書館 HP http://library.nakanishi.ac.jp/
トリィ

Feb.2017 Vol.82

22

マルチメディア

ラーニング

センター

マルク

Multimedia Learning Center（MLC）
Multimedia Learning Centerは図書館の視聴覚部門で、メディアを使った自学自習を行う施設です。
DVD・Blu-ray Disc・VHS・CD-BOOKなど 1万点以上を所蔵しています。個人はもちろん、グループでも利用できます。

MLC への行き方

コミュニケー ション プ
ラザに入ります。

2 階に進みます。

左手のドアから進みます。

開館時間

E 館に向かい、渡りを進
みます。

E 館 の 扉 を 開 けると
MLC が見えます。

そのまま進むと入口です。

館内での利用マナー・注意事項

月曜日～金曜日 9：00～19：00

入館＆利用には学生証が必要です。

土曜日

全席指定。カウンターで申込をして、利用します。

9：00～14：00

※臨時に変更する場合があります。

メディアは館内のみ利用可能です。

※長期休暇中は別途お知らせします。

映画を使った学習法
Step1
英語音声・日本語字幕

Step2
英語音声・英語字幕

出来る限り英語音声を聞きとり、日本語字幕で粗筋と登場人物を理解しましょう。
Step1をしっかり行うことで、Step2をスムーズに行うことができます。
英語音声と英語字幕のスピードに慣れましょう。英語音声を英語字幕で理解しましょう。
映画全編は長いので、1つのチャプターを繰り返し再生することをお勧めします。Listening、
Readingだけでなく、分からない単語は辞書を引い
て、語彙力アップにもつなげましょう。

アニメは簡単な単語や
ストーリが多く、発音

Listening に挑戦しましょう。英語音声のみで内容

も聞き取りやすいから
初心者向きだよ！

Step3
英語音声のみ（字幕なし）

お気に入りの映画を
使って楽しみながら

を理解しましょう。

行うのがコツ！

字幕が無いので、音声と画面に集中することができ
ます。Listeningに慣れたら、細かいニュアンスを読
み取りましょう。作品の時代背景やその場に合わ

人気ランキングや、

せた言葉の選び方、組み合わせ方を学べます。

先輩・先生の推薦
コメントから作品
を選べるよ！

Step4
映画の原作を洋書で読む

洋書に挑戦しましょう。映画で描ききれなかった細
かい設定を原作で発見できます。原作を理解した

MLC のキャラクターマルクん
※ MLC サポーター作成

ら、要約や翻訳へのチャレンジもお勧めです。
語学以外にも、映画を通して、歴史や文化を学べます！

留学前に留学先はもちろん、知っているようで知らない日本を学びませんか？

23
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図 書 館 & M L C からの お 知らせ

上映会
10月22日（土）
、AVホールにて金巻康朗先生（学芸大・映像メディア学
科客員教授）の解説付で「皆殺しの天使」上映会を行いました。本学学
生、教職員、卒業生、学生の家族等 40 名の参加がありました。参加者の
約 75％の人が映画と解説について「大変楽しかった」
「楽しかった」と参加
者アンケートで回答しています。

第 7 回 MLC 映画祭
MLCを学生目線でサポートするMLC サポーターを知っていますか？

映画

好きなMLC サポーターが宇宙をテーマにした映画、14 作品を厳選。人気投票
を行い、延べ 32 名の投票がありました。

MLC サポーター大庭拓真さん作成

MLC サポーター後藤有里さん作成

MLC サポーターとして活動してくれている皆さん
前列左から後藤有里さん・大脇智保子さん、
後列左から原絵美子さん・加藤沙羅さん

Feb.2017 Vol.82
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入試イベ
ント
合同開催

名古屋外国語大学

NUFS & NUAS
OPEN CAMPUS 2016
名古屋
外国語大学

名古屋学芸大学

Nagoya University of
Foreign Studies

名古屋外国語大学

一般入試対策講座
河合塾の各専門講師が名古屋外国語大学の「英語」「国語」の過去
問題を分析して、効果的な対策や今日からできる受験勉強法をわかり
やすく解説していただきました。熱心に講義される講師の説明に、受験
生の皆さんが真剣にノートをとる姿がとても印象的でした。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋
学芸大学
Nagoya University of
Arts and Sciences

名古屋学芸大学

キャンパスツアー

一般入試対策講座

Ｎ

河合塾の各専門講師が、
「英語」
「国語」
「生物」
「化学」
「数

3 学部それぞれ分かれて 2 回のキャンパスツアーを実施。各

学」の過去問題を分析して、効果的な対策や今日からできる受

実習室・実験室を中心に、どのような授業が行われるかわかり

験勉強法をわかりやすく解説していただきました。
「英語」
「国

やすく説明する在学生に、興味深く質問する高校生の姿が印

語」は 2 回ずつ開講し、入試科目に合わせて 2 時限受講され

象的でした。

Ｓ

る受験生が多かったです。

Ｃ
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2016 年12 月18 日（日）に、名古屋外国語大学・名古屋学芸大学合同開催で
「一般入試対策講座」
（受験生対象）を開催いたしました。
この入試イベントに、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学ともにそれぞれ 200 人以上の受験生に事前申込みを
いただき、当日は受験生、保護者を含めて 2 大学合わせて490 人の方にご来場いただきました。

2017年 4月開設の「世界共生学部世界共生学科」をはじめ、

ネイティブスピーカーと話そう
外国人教員や留学生と気軽に英会話を楽しむことができる

3 学部 10 学科2 専攻の学科概要説明に加え、留学制度、就職

コーナーでは、最初は恥ずかしそうにしていた参加者のみなさ

に強い本学独自のサポート体制などの説明に受験生、保護者

んが徐々に打ち解け、会話を楽しんでいました。

名古屋外国語大学

大学説明会

ともに熱心に耳を傾けていました。

キャンパスツアー
名古屋学芸大学

3 回のキャンパスツアーを実施。在学生の案内で、メディア
情報教育センター、PUT 教室、同時通訳室に加えて、図書館
やMLC などの共有施設を見学していただきました。

個別相談コーナー

て、受験生、保護者ともに熱心に相談される姿が目立ちまし
た。また直接在学生と話ができる在学生相談コーナーでは、
授業や留学、キャンパスライフなどについて相談する受験生が
多く訪れていました。

個別相談コーナー

名古屋学芸大学短期大学部

入試や留学、就職、大学生活の各個別相談コーナーにおい

入試や就職、大学生活の各個別相談コーナーにおいて、受
験生、保護者ともに熱心に相談される姿が目立ちました。また
Ｎ

直接在学生と話ができる在学生相談コーナーでは、授業のこ
とやキャンパスライフなど入学してからの大学生活について相

Ｓ

談する受験生が多く訪れていました。

Ｃ
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名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

名古屋外国語大学

第21回
合同祭

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学部

テーマは

」
K
R
A
P
S
「

Ｎ

！
き
輝
る
し
ほとば
！
気
活
る
ぎ
みな

Ｓ
Ｃ

2016 年10月22日と23 日の 2日間にわたり、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
部が一つのテーマのもとに団結し行われる学園祭「第 21回合同祭」が開催されました。今回は、名古屋学芸大学短
期大学部にとっては最後の合同祭。特別な思いを抱き参加した学生も多いのではないでしょうか。
3 大学合同としては一区切りを迎えた合同祭。今年のテーマは「SPARK」です。
「導火線となる」
「活気」
「輝き」
などを意味するSPARK。合同祭実行委員会は、地域の方々、来場者、在学生、学校関係者とともに、
「活気ある
合同祭」をつくりあげ、地域や大学を活性化するための火付け役になりたいと、このテーマを決めました。
今回の合同祭においても、親子で訪れていたご家族をはじめ、高校生、卒業生なども来場し、大変な賑わいをみ
せていました。総来場者数は、約 8,000人。テーマが示す通り、みんなの笑顔が輝き、活気に満ちあふれた合同祭
でした。
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名古屋外国語大学／名古屋学芸大学／名古屋学芸大学短期大学部

第21回 合同祭

磨いてきた成果を発表する学生たちの晴れ舞台
学生にとって、日頃の学習成果を発表し、研究活動に対する理解を深めていただくための場となる合同祭。ここを一
つの目標に取り組んできた学生たちにとっては、晴れの舞台でもあります。
名古屋外国語大学の中国語学科は、第 29 回を迎えた中国語スピーチコンテストを開催。日本語学科は、日本伝承の
名古屋外国語大学

幽霊や鬼、昔話に登場する食べ物などを紹介。国際教養学科横山ゼミは、三重県菰野町での活動事例を紹介しました。
マスコミ業界研究グループ主催のベストアナウンサーコンテスト、旅行業界研究グループ主催の旅行写真コンテスト、エ
アライン業界研究グループの模擬フライトは、今年も恒例のイベントとして、会場の盛り上がりに華を添えていました。ま
た、WLAC ・出版会としては、活動内容のパネル展示、出版書籍の紹介などを実施。23日には、
「トークイベント」も
開催されました。

ンテスト
中国語スピーチコ

名古屋学芸大学

高校生の部は暗誦・朗読・弁論、大学生の部
は弁論で、練習の成果を競い合いました。

ーコンテスト
ベストアナウンサ

現役アナウンサーも審査に加わり開催されるコンテスト。今回は9名の学生が参加
しました。

日本語学科展

ト
旅行写真コンテス
名古屋学芸大学短期大学部

会場では日頃の活動内容のほか、卒業生の就職状況についても紹介されていました。

横山ゼミ

Ｎ

学生が撮影した国内外約150点の写真
を展示。来場者の人気投票で No.1が決
まります。

Ｓ

三重県菰野町観光ポスター・コピーの投票を実施。温泉を利用した足湯も好評でした。

Ｃ

模擬フライト

今年も幅広い年齢層の方々に人気を博したイベント。今年も2日間で14回のフライトが全て満席でした。
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地域の方々との交流も合同祭の意義の一つ
名古屋学芸大学では、毎年注目を集めるファッション造形学科のファッションショーをはじめ、デザイン学科の作品展、
映像メディア学科のゼミ展を開催。管理栄養学科による健康と食生活チェックは、親子で参加されている方々で賑わいま
名古屋外国語大学

した。子どもケア学科は、卒業研究やゼミの活動内容などをパネル展示していました。
短期大学部の養護教諭コースでは、健康診断を行う養護展、防災をテーマの一つにした養護活動展を開催。健康や
防災について見つめ直す機会として、参加者と交流を深めていました。メディカル秘書コースの学生は、保険診療やジェ
ネリック薬品など、身近な医療情報を展示で解説。来場者の方々に、わかりやすく説明を加えていました。

ー・展示
ファッションショ

展
デザイン学科作品

名古屋学芸大学

FOODEX JAPAN やグッドデザイン賞で表彰を受けた制作物なども展示されてい
ました。

ゼミ展

名古屋学芸大学短期大学部

今年のテーマは「ROCK YOU」。個性
豊かな97点の作品がショーでは披露さ
れました。
映像メディア学科3年生による作品展。今年は、投票による観客賞が設けられました。

管理栄養学部
ース展示
メディカル秘書コ

Ｎ
体組成測定や栄養相談などを実施。学生が手がけた弁当も数量限定で提供されました。

Ｓ
Ｃ

展
養護展・養護活動

神戸・淡路の研修旅行での学びをもとに、災害時に役立つ救急処置などが紹介され
ました。
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身近な疑問に答える展示のほか、スー
パーボールすくいのゲームが開催されま
した。

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

第21回 合同祭

一人ひとりが輝き、活気につつまれていた 2日間
合同祭の盛り上げ役として欠かせないのが、ステージでのライブパフォーマンス、そして模 擬店です。今 年も
THUNDER STAGE（メインステージ）とSPLASH STAGE（学芸大 5 号館ステージ）で、それぞれのクラブが日頃の
名古屋外国語大学

練習成果を披露。学生たちの情熱が観衆にも伝わり、ステージ付近は一体感が生まれていました。
今年の模擬店もたいへんな賑わいをみせました。あちらこちらで呼び込みの声が飛び交うなど、競い合う姿は真剣そ
のもの。完売し、歓喜の声をあげる模擬店も続出しました。
メインステージで行われたスペシャルライブには、ダンスロックバンド「DISH//」が歓声と拍手につつまれながら登場。
迫力ある演奏に合わせペンライトを振る観衆の姿もみえました。約1時間のライブの間、会場は熱気があふれていました。
そして、いよいよ第 21回を数えた合同祭もフィナーレへ。後夜祭では、豪華賞品が当たる抽選会、来場者の投票で決
める人気模擬店コンテストBOB（Best of Booth）の結果発表などが行われ、喜び合う声が湧き上がっていました。恒例
のレーザーショーが始まると、会場の雰囲気は一変。美しい光の演出を眺めながら、参加者一人ひとりが感動と達成感
にひたっているかのようです。みんながそれぞれに輝き、活気を生み出していた 2日間が、こうして幕を閉じました。

テ ー ジ

祭

&

レ

ー

ト

店

ザ

ー

シ ョ ー

Ｓ

夜

ン

Ｎ

後

擬

ベ

名古屋学芸大学短期大学部

模

イ

名古屋学芸大学

ス

Ｃ
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TOPICS
外大 7号館に外大をイメージしたパッケージデザインの
自販機を設置
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学 7 号館 1階コンビニ前に外大をイメージしたパッケージデザイン
のペットボトル等の自動販売機が設置されました。外大 7 号館は、外大ワールドリベ
ラルアートセンター等の講演会、学会の研究集会等学外向けの催しで土曜日・日曜
日を中心に広く活用されています。土曜日・日曜日や夏休みなどの長期休暇期間中は
コンビニが閉店していることから来訪者向けに自動販売機設置の強い要望がありま
した。
今回設置されました自動販売機は、名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学
科3 年の石川真那さんのパッケージデザインによるものです。外大カラーのブルーを
基本とした色彩で親しみやすいデザインとなっています。石川さんにコンセプトやデ

名古屋学芸大学

ザインしてみての感想を聞きました。

パッケージデザインをした学芸大学 デザイン学科 3 年
石川真那さん

どのようなイメージでデザインしましたか？
私の知っている名古屋外国語大学の学生は、明るく
名古屋学芸大学短期大学部

て人と話しをするのが好きな素敵な人が多いので、明
るく、楽しげな様子をデザインしたいと思いました。

どのようなコンセプトのデザインですか？
名古屋外国語大学の日常のキャンパスの様子をシル
エットを使って表現しました。建物の位置関係に配慮
しながら、グラデーションにすることでキャンパスが奥
に向かって大きく広がっていることがわかるように工夫
しました。自動販売機が実際に使用されているところ
を想定し、利用する際に見える正面だけではなく、左右
から歩いてきた人に対しても楽しんで頂けるデザイン
になるように、側面まで続くデザインとして考えました。

Ｎ
Ｓ

デザインしての感想は？

Ｃ

私は、形の決まっている物のパッケージデザインがは
じめてで、特に商品が入る正面には、デザインを入れら
れない部分が多く、制作する上でとても難しく感じまし
た。それを踏まえて、どの場所にどんなデザインをする
か、利用する人にどのように見えるのか考えながら制
7号館設置自販機

作することができました。今回の機会を頂けて、デザイ
ンについて深く考える良い機会になりました。
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外 大 だ より
WLAC

ホワイトホースシアター来日公演

「ロミオとジュリエット」を開催
アター来日公演「ロミオとジュリエット」が、10月15日（土）に
開催されました。ホワイトホースシアターは、英語学習者をオー
ディエンスとして英語劇を上演する訪問型劇団です。このよう
な形態の劇団としてはヨーロッパ最大の規模を誇り、ドイツ国
内はもとより、日本、フランス、デンマーク、ポーランド、中

今回の来日公演の演目は、シェイクスピアの代表作の一つ「ロ

国等、世界各地で公演を行い、毎年約 40 万人の観客を動員し

ミオとジュリエット」
。来日した4 名の劇団員が、何役も演じ分

ています。

けながら、スピーディに舞台は進んでいきました。

名古屋外国語大学

ワールドリベラルアーツセンター主催によるホワイトホースシ

会場となった名古屋外国語大学コミュニケーションプラザ
には、学生や教職員にとどまらず、市民の方々も来場。約 80
約1 時間 30 分の舞台が終了した時には、会場が拍手で包まれ
ていました。
公演後には、4 名の出演者が再び登場し、質疑応答の時間
に。英語で質問する来場者の方々に対して、笑顔を交えながら

名古屋学芸大学

名の観客は、間近で演じられる英語劇の迫力を堪能しました。

答える劇団員の姿が印象的でした。英語を学ぶ学生たち、演
劇に興味を持つ学生たちにとっては、貴重な体験となったに
違いありません。
名古屋学芸大学短期大学部

ドミートリー・ショスタコーヴィチ

生誕 110 周年記念シンポジウム＆コンサート

「甦えるショスタコーヴィチ」を開催

着目し、熱狂的かつ暴力

もと、20 世紀ロシア音楽を代表する作曲家ドミートリー・ショ

的な音型とアイロニカルな

スタコーヴィチの生誕 110 周年を記念したシンポジウム＆コン

要素についての考察を発

サート
「甦えるショスタコーヴィチ」が 12月11日に開催されまし

表。続いて、読 売 新聞、

た。彼は、スターリンの独裁体制下、政治弾圧を受けながら

読売日本交響楽団の松本

も、曲作りで体制を批判するさまざまな挑戦をしていたと考え

良一氏、愛知芸術大学教

られ、近年では再評価する声が高まっています。当日は約 250

授の安原雅之氏、東京藝

名の参加者で会場が埋まりました。

術大学特任教授で音楽プ

Ｎ

名古屋外国語大学、ワールドリベラルアーツセンター主催の

ロデューサーの新井鷗子

ンター長が「ショスタコーヴィチの《革命》
」をテーマに基調

氏、音楽評論家の青澤隆

報告。オペラ『ムチェンスク郡のマクベス夫人』などの曲に

明氏が、それぞれの観点から報告。その4名による討論では、

Ｓ

シンポジウムでは、まず亀山郁夫ワールドリベラルアーツセ

交わしました。
会場をコミュニケーションプラザに変えて行われたコンサー
トでは、チェロ界若手のホープ野村友紀氏とピアニスト山下勝
氏が演奏を披露。ショスタコーヴィチのチェロ・ソナタニ短調
OP.40などの演奏に対し、大きな拍手が送られました。そして、
演奏の余韻を味わいながら、ショスタコーヴィチの魅力にふれ
るひとときが終了しました。
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Ｃ

いろいろな解釈が可能な彼の作品の魅力などについて意見を

外 大 だ より
フランス語学科

フランス語学科主催の 2 つの講演会
関口涼子さん（翻訳家・作家）による「味の翻訳」
名古屋外国語大学

ヴァレリー・ゼナッティさん（作家）による「若者文学
におけるフィクションと現実」

2016 年度の秋期にフラン

もう一つの講 演会は、

名古屋学芸大学

ス語学科は 2 回の講演会を

11月21日
（月）に行われた

主催しました。一つ目は 10

フランス人女性作家、ヴァ

月20日
（木）の関口涼子さん

レリー・ゼナッティさんの

（翻訳家・作家）による「味の

「若者文学におけるフィク

翻訳」です。関口さんは『素

ションと現実」
（仏語、日

晴らしきソリボ』
（河出書房

本 語 通訳付き）でした。

新社）の翻訳で第二回日本

ゼナッティさんはニース生まれですが、13 歳の時にユダヤ系の

翻訳大賞を受賞したばかり

両親とともにイスラエルに渡り、中等教育をそこで修め、兵役

で、普段はパリ在住ですが、

（イスラエルでは男女ともに徴兵の義務あり）後にパリに渡り、

2016年はあいちトリエンナーレに参加されるために名古屋にも

INALCO（東洋語学校）でヘブライ語を学ばれました。卒業

長期滞在され、写真家のフェリペ・リボンさんと岡崎の古民家

後ジャーナリストやヘブライ語の教師をする傍ら、イスラエル

を舞台にインスタレーション《vivier》を開催しました。

の重要な作家アハロン・アッペルフェルドの作品を数多く仏訳

名古屋学芸大学短期大学部
Ｎ

彼女は講演会で「味」と「翻訳」の関係を取り上げ、料理を

しています。作家として作品を書き始めたのは翻訳を始めるよ

作ることと翻訳をすることは全く異なると思われがちながら、

り早く、フランスで「若者文学」と呼ばれる青少年を対象にし

意外にも共通点が多いという考察から話を始められました。

た文学の分野で高い評価を受けています。現在邦訳された作

また味を感じることは、言葉の意味を感じることと同様に、人

品は
『バイバイわたしの 9さい！』
（文研出版）だけですが、彼

の経験に大きく左右されることを指摘し、クミンの味に対して

女が原作の映画『ガザの海に浮かぶ小瓶』
（日本未公開、許

「インド」をイメージする人と、
「モロッコ」をイメージする人がい

可を得て大学では特別上映をしました）
、イスラエルとパレスチ

て、同じ食材でも食べる人の過去の経験で異なるものが「意

ナの間の若者のコミュニケーションを軸にしています。ゼナッ

味される」など興味深いエピソードを披露され、その異なる

ティさんは講演でこの作品に触れ、フランスではイスラエルと

体系をつなぐことこそが翻訳の面白さでもあり難しさでもある

パレスチナの問題が取り上げられる時、どちら側に加担するか

と話されました。関口さんは10代で詩人として文学的キャリア

が問われるが、私はその問題に対し、
「両方に」という立場で、

をスタートされ、1996 年にフランスに活動の拠点を移してから

そしてそれが可能である小説という形でこの作品を書いた、と

は、翻訳家として文学作品だけでなく『テルマエ・ロマエ』な

本作への思いを語りました。この作品は幸い多くの言語に訳

どの漫画作品も仏訳しています。講演会直後にはベイルートが

され、映画も世界各地で見られています。子供のための文学に

舞台の不思議な美しさを備えた BD（フランスの漫画）
『オリエ

は、特有の訴えかけがあり、自分で選択したわけではない条

ンタル・ピアノ』
（ゼイナ・アビラシェド作、河出書房新社）が

件を生き、苦しんでいる子供たちの気持ちを物語の力で少し

彼女の訳で出版されるとのことで、フランス語を学ぶ学生だけ

でも楽にするために、パリの 2 つの出版社と協力して作品を書

ではなく、他学科の学生、学外からの聴衆も多く詰めかけて

き続けていると話されました。最新作の『ジャコブ・ジャコブ』

いました。

は大人向けの作品で、著名な文学賞も受賞し、フランスで彼

Ｓ

女は「若者文学」に留まらない重要な作家となっています。講

Ｃ

演後は本山のア
リアンス・フラン
セーズに場所を
移して、
『アイコ
16 歳』などで名
高い小説家の堀
田あけみさんと
の公開対談を行
いました。
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伊藤達也）

中国語学科

第 29 回 中国語スピーチコンテスト
2016 年10月22日
（土）
、名古屋外国語大学第 29 回 中国語
名古屋外国語大学

スピーチコンテストが開催されました。この催しは、中国語を
学ぶ学生の日頃の学習の成果を披露してもらうために毎年行
われているものです。
名古屋外国語大学の在学生の他に、中国語を学ぶ多くの高
校生たちも参加してくれました。また、今年も、中華人民共和
国駐名古屋総領事館から孫華陽総領事を審査員としてお迎え
しました。
午前中は暗誦大会と朗読大会と弁論大会（高校の部）
、午
後からは弁論大会（大学の部）が行われ、計 58 名（暗誦大会

名古屋学芸大学

9 名、朗読大会14 名、弁論大会高校の部 7名、弁論大会大学
の部 28 名）が出場し、4 大会合わせて約 200 名の観客の皆様
にお越しいただきました。
厳正な審査の結果、暗誦大会、朗読大会、弁論大会の各
大会の入賞者が以下のように決まりました。

暗誦大会（大学の部）

（中国語学科准教授

弁論大会（大学の部）第一部

1位

説田

明紘（写真）

1位

バサニ

2位

杉山

実咲

2位

久能

明莉

3位

岩下

風花

3位

藤原

未夕

中田

桃佳

西尾

堅登

渡邉

光

水野

智香子

杉田

桃子（写真）

特別賞

劉綺紋）

特別賞
総領事館賞

ユウジ（写真）

名古屋学芸大学短期大学部



朗読大会（高校の部）
2位

新美

綾

（清林館高等学校 2 年）

3位

岩井

響

（尾道高等学校 3 年）

瀧本

知沙 （愛知県立豊橋商業高等学校 3 年）

青木

千晴 （愛知県立愛知商業高等学校 2 年）

特別賞

Ｃ

歩純 （清林館高等学校 2 年）

Ｓ

松本

Ｎ

1位

弁論大会（高校の部）
寺社下

2位

遠藤

千華

（岐阜県立加茂高等学校 3 年）

1位

奥谷

伶央（写真）

3位

山中

宙

（三重県立津西高等学校 3 年）

2位

松川

沙葵子

中野

未咲希 （愛知県立豊田東高等学校 3 年）

3位

滝島

致遠

阿野

紀妹

総領事館賞

奥谷

伶央

特別賞

弥生 （名古屋市立名東高等学校 3 年）

弁論大会（大学の部）第二部

1位

（愛知県立豊田東高等学校 3 年）
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外 大 だ より
現代国際学部

第10 回学生通訳コンテスト開催
グローバル時代における若者の政治参加

幸先生が同時通訳デモンストレー

名古屋外国語大学
名古屋学芸大学

2016 年11月26日：名古

ションを披露して、会場の観衆は

屋外国語大学 7 号館にお

プロの同時通訳者の通訳技術の

いて、恒例になりました全

凄さに拍手喝采致しました。今回

国外大連合連携事業によ

の特別講演では、2020 年の東京

る、全国 12 大学の学生が

オリンピックを前にして、三段跳び

通訳スキルを競う学生通

元世界記録保持者のウィーリー・

訳コンテストが開催されま

バンクス氏をお招きして
「東京オリ

した。本年は、第 10 回を

ンピックで日本はどう変わるか」と

記念しまして、若者にとっ

題して、世界の融和と世界平和に

て大変重いテーマである

及ぼすスポーツの力についてお話

若者の政治参加について

しいただきました。バンクス氏は、

優勝

湯口真美さん（上智大学）

名古屋学芸大学短期大学部

語って頂き、18 歳よりの選挙権付与を契機として、グローバル

堪能な日本語を使って、会場内を

時代において政治的関心がうすいと言われている日本人の若

笑いで盛り上げるなど、楽しい講

者に、少しでも政治的関心を持っていただけるテーマと致しま

演となりました。審査の結果、湯

した。このコンテストは、学生の通訳スキルの向上を図ること

口真美さん（上智大学）が優勝、

を目的に、特別協力校の東京外国語大学とのパートナーシッ

準優勝には成瀬夏織さん（名古屋

プのもと、名古屋外国語大学主催（後援：中日新聞社／The

外国語大学）
、3位には久保佳織さ

Japan Times／愛知県教育委員会／愛知県）で行われたもの

ん
（東京外国語大学）、The Japan

で、今回で10 年目。本学のほか、大阪大学、大阪女学院大

Times 週刊 ST 賞には、高石春香

学、神田外語大学、京都外国語大学、神戸市外国語大学、上

さん（大阪大学）がそれぞれ選ば

智大学、高崎経済大学、東京外国語大学、長崎外国語大学、

れました。表彰式では、審査員の

南山大学、明海大学の代表学生計12 名が出場し、大勢の聴

先生方から、通訳において重要

衆を前に英語と日本語の逐次通訳に挑戦しました。コンテスト

なのは、相互理解を助けるコミュ

のルールは、日本語スピーカーと英語のスピーカーが話す内容

ニケーション能力であり、分かり

を、日本語から英語へ、英語から日本語へと合計10 分間の持

やすい通訳をすることが重要であ

ち時間で逐次通訳するというもの。日本語スピーカーは吉見

るとのコメントを頂きました。この

かおる先生（名古屋外国語大学

通訳コンテストは、沢山の方々のご協力によって運営されてお

講師）と英語スピーカーは

準優勝 成瀬夏織さん
（名古屋外国語大学）

3 位 久保佳織さん
（東京外国語大学）

Ｎ
Ｓ
Ｃ

Sugimoto Momoyo
（オーストラリア在住、マッコーリー大学

ります。各大学の先生方、音響を担当して下さった名古屋学

大学院生）がそれぞれ務めました。コンテストでは、
「18 歳選

芸大学の森幸長先生、運営に携わった事務局の皆様、有難う

挙権」「政治とは」「日本における民主化の変遷」
「国民主権

ございました。そして運営に携わって頂いた全ての学生の皆さ

と憲法」
「納税の義務と選挙権」
「選挙制度とそれにまつわる

ん、本当にお疲れ様でした。それぞれの担当を通じて多くの

諸問題」「国民投票」
「住民投票―地方自治法における直接

事を学ぶ機会になったと思います。この経験が将来に生きる

参加制度」「ネット時代の若者と政治」
「現代における市民・

ことを願っております。

学生によるデモ運動」「政府による若者政策・若者参画政策」



「主権者教育（シティズンシップ教育）
」の順で展開するサブト
ピックを、コンテストの開始直前にクジ引きで決定された出場
順に各ブロックを担当し、英日・日英を交互に逐次通訳で行
います。出場者はスピーカーの発言に真剣に耳を傾け、話の
内容を把握するとともに、内容を思い起こすためのキーワー
ドのメモを取りながら日英・英日に逐次通訳し、日頃の成果と
して訳の正確さ、表現力によるコミュニケーション能力を競い
ました。また、学生のコンテスト終了後には、NHK 放送通訳
者・映像翻訳者としても活躍中の神田外語大学講師の柴原智
35
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浅野輝子）

i メディア情報教育センター

スマホを利用した授業実践に向けて
名古屋外国語大学

現在、学生へのスマホの普及率は、入学時ですでに 99.5 ％に達し、2 年生以降はほ
ぼ 100 ％となっています。一方で、ICT 教育が進む中、PC 教室はフル稼働状態であり、
それを補填する形の PCワゴンの設置や iPad などのタブレット利用にも限界がきてい
ます。そこで IT 機器のひとつでもあるスマホを授業で活用することで、新たなITC 授業
の可能性が浮上してきました。ここでは、教養科目にスマホを利用した実践授業を紹介
して、スマホの授業への利用を展望してみたいと思います。

スマドル（スマートフォン＋moodle）授業の可能性

するトラブルも皆無で予定通り授業を行うことができました。
スマホは画面が小さいので紙媒体の方が良いという意見もあ
りましたが、概ね好評で、事後アンケートによるとスマホの利

たところ、右図に見られるようにスマホの所有率はほぼ 100 ％

用・moodle の利用とも95％以上の学生が肯定的であるとい

で、そのうち98％がよくまたは普通に使用しているという結果

う結果となりました。また、従来の授業に比べて、アクティブ

となりました。また、名古屋外国語大学では以前よりmoodle

ラーニングを行った点、自分で学習内容についてすぐフィード

というeラーニングプラットフォーム（双方向学習支援ソフト）

バックができた点で学習効果が高いこともあり、今後このよう

の普及を進めており、今回の調査では、右図のようにmoodle

な形態の授業が大学教育に広く普及する可能性が示唆されま

の利用率は87％に達し、約半数の学生が普通に利用している

した。

名古屋学芸大学

今秋に教養科目を受講している約200名にアンケートを取っ

状況になっています。これらのことから、
「スマホで moodle」
（スマドル）という形で ICT 授業を行うことで、新たに PC 教
室の増設やタブレットを購入するなどの大学の負担を増やすこ
名古屋学芸大学短期大学部

となくICT 教育の普及が可能になると思われます。

スマドル授業実践の試み
そこで、約 40 名の教養教育の授業（環境科学）にスマホを
利用した ICT 教育を取り入れる試みを行いました。教養教育
は一般的に、教員が持っている知識や考え方を一方的に学生
に伝授することが多いため、いわゆる一方向授業が主な授業
形態となっています。今回は最初にメモを取りながら30 分間
の一方向授業を受講したあと、スマホを立ち上げ、ペアを組
んで相談しながらmoodle 上に作成してある設問に答え、授業

Ｎ

内容がどの程度把握できたかを自己認識させる授業を行いま
した。その結果、心配されたスマホや moodle、Wi－Fiに関

Ｓ

おわりに

も少なくないとは思いますが、スマドルを普及させることで、大
学側のIT 機器の維持管理負担が軽減されるだけでなく、学
生がスマホによってmoodleをより身近に感じ、授業時はもち
ろん予習復習のために積極的に利用することになるのではな
いかと期待しています。
（名古屋外国語大学メディア情報教育センター長


授業協力：内田君子

大矢芳彦

写真：増田陽子）

Feb.2017 Vol.82

36

Ｃ

「スマドル」という言葉は「スマホのアイドル」と誤解する人

学 芸 大 だ より
管理栄養学科

合同祭における管理栄養学科イベントがリニューアルしました
名古屋外国語大学

合同祭では、学科ごとにイベントを行っており、管理栄養学

の結果を見て、栄養相

科では毎年、体組成測定や骨密度測定など様々なイベントを

談では、学生がその

開催しています。今年、6 号館が増改築され、とてもきれいな

方に合った量やバラ

校舎となりました。1階は「給食経営管理実習室」
、2 階は「栄

ンスなどのアドバイス

養教育学・公衆栄養学実習室」
、3 階は「栄養管理プロセス演

をさせていただきまし

習室（臨床栄養学実習室）
」と、管理栄養士の実践教育が行

た。お弁当は、管理

いやすい校舎となっています。

栄養学科のサークル

学生が栄養相談を行う様子

「Canteen」に所属する学生らと、3・1・2 お弁当箱法を用いて

リニューアルとなりました。3 階で Inbodyという体組成計を用

「秋」をテーマにしたメニューを提供しました。
「野菜がたっぷ

い、自身の身体の状

り入っていて美味しい」などの声をいただきました。他にも
「骨

態を知り、2 階の栄養

密度測定」
、
「味覚の不思議展」
、
「研究・サークル紹介」が行

相談にて自身に合っ

われ、保護者の方々、地域の方々、高校生の方々など、たくさ

た食事量を学び、1階

んの方にご来場いた

で実際に栄養バラン

だけました。来年度も

スのとれたお弁当を

改善点を踏まえ、学生

食べていただくという

の日頃の学びを活か

試みを行いました。

す場としてのイベント

名古屋学芸大学

今年の管理栄養学科イベントは、この 6 号館全体を使って

体組成計で測定する様子

を行っていきたいと思

体組成計（Inbody）では、筋肉や脂肪の量や分布まで分か

います。

るので、皆さんドキドキしながら結果を聞かれていました。そ

Canteen の学生が提供したお弁当

名古屋学芸大学短期大学部

栄養教諭採用試験

栄養教諭採用試験に管理栄養学部生4 名、卒業生4 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

が合格し、8 名もの栄養教諭を送り出すことができました。採

食育が重要な業務となる栄養教諭の平成29年度採用試験に、

用試験に際して、ご指導をいただきました教職課程の先生方

管理栄養学部の4年生が4名合格しました。また既卒者も4名

に感謝いたします。

平成29年度採用

栄養教諭

採用年度

本学

合格者数
（名）

受験者数
（名）

倍率

愛知県

10

99

9.9

1

彦坂美月

2

名古屋市

7

42

6.0

2

赤穂美緑
根﨑莉子

0

岐阜県

3

34

11.3

1

加地桃子

1

隅田華枝

岡山県

2

56

28.0

0

1

荷川取杏奈

Ｎ

採用地

Ｓ

新卒（名）

Ｃ
合計

37

採用年度別

受験者数および合格者
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既卒（名）

4

林 智美
原田 茜

4
8

栄養教諭合格者数
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

平成27年度

4

4

8

平成28年度

3

1

4

平成29年度

4

4

8

卒業・修了制作展＆卒業制作発表会を開催
～学びの集大成に～

デザイン学科・映像メディア学科・大学院メディア造形研究科

2017年1月11日（水）〜15日（日）
、愛知県芸術文化セン

りました。また、映像メディア学科では、アートスペースA

ターにて「卒業・修了制作展」を開催。両学科および大学

にて映画や 3DCG などを上映。K.D ハポンではパフォーマ

院メディア造形研究科の学生らが制作したポスターやパッ

ンス公演も開催されました。成長の証を示す卒業・修了制作

ケージ、プロダクトデザイン、写真やインスタレーションなど、

展は、学生たちが多くの来場者の方々の表情を直接確かめ

150点以上の作品が展示室・ラウンジに並びました。学生ら

ることのできる機会です。これから次のステージに向かう学

しい新しい視点・発想に満ちた作品の数々を来場者は、一

生たちにとって、力強く第一歩を踏み出すための自信になっ

つひとつ制作者の意図や思いを確かめるかのように見て回

たに違いありません。

ィア
映 像メデ
学科

名古屋学芸大学短期大学部

卒業制作発表会

名古屋学芸大学

デザイン
学科

名古屋外国語大学

卒業・修了制作展

メディア造形学部

ファッション造形学科
また、ロビーではビジネス分野を専攻した学生の研究発

て「第12回卒業制作発表会」が開催されました。5つのシー

表 12 点をパネル展示。多くの来場者が、学生たちの努力の

ンで構成し、大学院生 2 名を含む 64 名の学生がそれぞれ

結晶の前に立ち止まり、読み込む姿がありました。

Ｎ

2017年 1月21日
（土）、ナディアパーク・デザインホールに

のテーマをもとに制作した 72

Ｓ

点の作品を披露。フィナーレ

Ｃ

にはランウェイに学生たちが
勢 揃い。学生代表の挨 拶で
は家族や仲間、教員に対する
感謝の言葉が伝えられ、退場
する学生たちに惜しみない拍
手が送られました。なお、今
回もショーの第 1部では、ドイ
ツ国立プフォルツハイム大学
の学生作品 8 点が披露されま
した。
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2016 年度3 年次制作展『ゼミ展』
2016 年10月22日
（土）～23日
（日）まで、映像メディア学科3 年次制作展「ゼミ展」を本学にて開催しました。7 つの領域（フォ
名古屋外国語大学

ト・映画・TV・サウンド・3DCG・アニメーション・インスタレーション）で学んだ 3 年次生 106 名の 90 作品が発表されました。制
作展の広報・運営も学生主体で行われ、今年は来場者からの意見をより多くもらえるようスタンプラリーや観客賞アンケートを行い
ました。翌週に教員と学生交えての交流会を実施し、学生にとって今後の制作活動がより充実するような制作展となりました。

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学部

受 賞 作 品
Ｎ

大

賞

優秀賞

優秀賞

Ｓ
Ｃ

「K × Drop!!」
水谷

汐里

岡嶋

アニメーション領域
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「浮腫み」

奨

豊田

3DCG 領域

奨励賞

39

「Rage」

「0.01秒のプライド」津川
「ナナとチヒロ」郷司 麻由
「母の背中」井上 雄太／三浦

杏純

インスタレーション領域

和輝

TV 領域

映画領域

紘彰

映画領域

映像メディア学科

教員の活動

松浦助手「写真新世紀」

「第 39 回 公募キヤノン写真新世紀 2016」優秀賞
まつうら

たく や

松浦 拓也

名古屋外国語大学

専任助手

映像メディア学科専任助手の松浦拓也さんが、「第 39 回公募キヤノン写真新世紀
2016」において全1723作品の中から優秀賞を受賞しました。本作品を含む7作品が優秀
賞を受賞し、10月29日～11月20日の期間に東京都写真美術館で展示を行いました。受
賞作品
「音響写真」は視覚では見ることのできない音を、カメラを用いらない技法フォト
グラムを使って可視化させた作品です。
キヤノン写真新世紀 URL： http://web.canon.jp/scsa/newcosmos/index.html

専任助手

松浦 拓也

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学部

受賞作品「音響写真」

Ｎ
Ｓ

●第14 回中映協映像コンテスト

学生部門

Ｃ

コンペティション受賞作品
大賞

● ASIAGRAPH2016 第三部門
学生アニメーション作品公募部門

「くんまに咲く6 輪の花」
郡山

「愛をこめて」
水谷

「ピエロ人形」

晴香

●第10 回 TOHO シネマズ学生映画祭 ROBOT 賞
● ASIAGRAPH2016 第二部門 動画作品公募部門

汐里

入選

桂川
優秀賞

歩伽

● JAPAN PHOTO2015 秋冬フォトコンテスト

特選

「笑顔で迎えた晴れ舞台」
金丸

晋太朗
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「第 6 回国際ユニヴァーサルデザイン会議 2016 in 名古屋」
参加報告 ― 学部を超えた連携と協働 ―
名古屋外国語大学

前号（81号）ナプレにてプレイヴェントの開催報告を掲載させていただいた「第 6 回国際ユニヴァーサルデザイン会議
2016 in 名古屋」の本番（本会議）が 2016 年12 月9日〜11日に名古屋国際会議場にて開催されました。名古屋学芸大
学も準会員として参加している一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会（略称：IAUD）が主催し、愛知県と名
古屋市が共催として実施したもので、約 30 の国と地域からの参加、および約 12,000 名の総入場者数を数え、成功裡に
終了することができました。
ユニヴァーサルデザイン
（UD）とは、
「年齢、性別、国籍、能力の違いなどにかかわらず、できる限り最大限多くの人
に利用可能であるように最初から意図して、機器、建築、空間などをデザインすること」と定義づけられています。
今回の国際会議は「ユニヴァーサルデザインによる共有価値の創造」とのメインテーマのもと、
「観光のユニヴァーサ
ルデザイン」、
「産業振興のユニヴァーサルデザイン」
、
「非常時のユニヴァーサルデザイン」の 3 つのサブテーマが掲げら
れ、初日の開会式は、組織委員会総裁で IAUD 総裁でもある瑶子女王殿下のお言葉の後、安倍総理大臣のヴィデオメッ

名古屋学芸大学

セージや大村愛知県知事、河村名古屋市長のご挨拶を頂戴するなど、格調高いセレモニーとなりました。続く公開シン
ポジウムでは、米国フロッグデザイン社副社長のレイナー・ウェスラー氏に加え、トヨタ自動車常務役員の澤良宏氏、そ
して三菱重工総合研究所の有賀寛泰氏からも基調講演を頂戴し、デザイナーが商品開発過程で普通に行なっている考
え方が「デザイン・シンキング（デザイン思考）
」として、実は企業経営や行政の地域経営に大変役立っており、
「一人一
人の人間性を尊重した人間中心の社会環境づくり」がこれから求められているという、まさにユニヴァーサルデザインの
本質を物語るプレゼンテーションをそれぞれに披露していただきました。
また、特別報告として名古屋市立栄小学校と鶴舞小学校の生徒約 60 人による「子どもUDワークショップ」の発表は
歌と振り付け入りで感動的に行なわれ、涙で目をにじませる聴衆が多かったのが印象的でした。

名古屋学芸大学短期大学部

2〜3日目も興味深いプレゼンテーションと活発なディスカッションが行なわれました。瑶子女王殿下は、3日間の全プ
ログラムにご臨席されましたが、同時並行で行なわれた論
文発表セッションの一部にもご参加するなど、大変熱心に
聴講されていました。
会議期間中、実施されたUD 展示会には地元のトヨタ自
動車ほか、多くの企業からの出展がありましたが、わが名古
屋学芸大学もメディア造形学部とヒューマンケア学部との
共同プロジェクトの成果などを展示し、瑶子女王殿下のご
観覧とご質問を賜るほか、同様に出展した企業関係者から
も質問責めを受けるなど、説明にあたった学生諸君にとっ
開会式安倍首相のメッセージ

ては大変貴重な経験になったのではないかと思います。

Ｎ

2日目の午前と午後に行なわれた「UD 公開ワークショップ」

Ｓ

には、学芸大デザイン学科の3 年生有志が参加し、名古屋外

Ｃ

国語大学の先生と学生ヴォランティア数名の通訳支援を受け
ながら、ワークショップのファシリテーター役の海外招聘講師
の方々との英語によるディスカッションに果敢に挑戦していま
した。普段、なかなか英語を使ってコミュニケーションを行な
う機会がない学生諸君も、
「習うより慣れよ」を実践する試み
に大いに啓発されたものと密かに喜んでいます。
今回の国際会議への協力と参加が学生諸君の自発的・自律
的行動を促し、名古屋学芸大学および名古屋外国語大学の知
名度を高めることに些かでも貢献できたとすれば幸いです。
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公開 UD ワークショップ

（一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会専務理事／
名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科長 川原啓嗣）

メディア造形学部デザイン学科／ヒューマンケア学部子どもケア学科
公の木の絵本「うさぎのみいちゃん」です。聴覚障害児教育の

います。ヒューマンケア学部の学生が目指す「保育者」「教育

幼稚部では、教員が遊びながら聴覚障害幼児の言語力を向上

者」の「education」とメディア造形学部の学生が目指す「art」

させていきます。子ども達は、絵本が大好きです。その絵本の

がコラボレーションすると、様々な価値をもつ
「もの」を産み出

主人公がおもちゃで存在したら、実際に触れながら遊び、こと

すことができると感じています。特に「ユニバーサルデザイン」

ばを覚えることができます。木のぬくもりがあり、こけし人形の

に関しては、単にデザインにおける芸術性が優れているだけで

ような木肌の美しさや懐かしさが感じられる
「うさぎのみいちゃ

は、十分な活用には至りません。今回、幼児向けの「ユニバー

ん」は、立位も座位も取れます。顔も手も動きます。このおも

サルデザイン」について、ヒューマンケア学部及びメディア造形

ちゃと絵本は、言語の療育にも使用できると共に、健常児に

学部の教員と学生が連携し協働し、
「education」と「art」が

とっても愛着をもって遊ぶことができる玩具です。この点が、ユ

コラボした開発を発信する機会を得ました。
「国際ユニヴァー

ニバーサルデザインです。学生と共に、乳幼児に「読み聞かせ」

サルデザイン会議」への参画です。

を行い、さらにおもちゃで遊んでもらって検証する予定です。
国際ユニヴァーサルデザイン会議では、唯一名古屋学芸大

す。これは、筆者が聴覚障害児教育に長年に渡ってかかわっ

学が大学のブースを出展しました。企業から多くの人が見に来

ていたことから発想を得た教具です。聴覚障害児教育の現場

られ、また他大学からは海外も含め研究者が多く訪れてくださ

では、幼児は扇形に椅子を置き座ります。教員は、幼児全員

いました。教育と芸術がコラボしたユニバーサルデザインは、

の顔を見渡し、声をまっすぐ届け、また口を大きくはっきりと開

他のブースには見られず、企業からも一目置かれる存在となりま

けながら視覚的にも音韻が分かるように話をします。聴こえに

した。今回、メディア造形学部デザイン学科の大島誠教授が、

くい幼児が、ことばを獲得することができるように配慮された

天板の設計図を製作し、人形は自ら制作してくださいました。

保育環境は、実は健聴児にとっても話に集中しやすく言語理



解を促進する環境となり得ます。まさしくこれが、ユニバーサ



名古屋学芸大学

発信した成果物は、まず保育環境を変える扇形の天板で

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学の名称には「学」と「芸」の文字が併存して

（ヒューマンケア学部 子どもケア学科 幼児保育専攻
大島光代）

ルデザインの保育環境と言うことができるのではないでしょう
か。普通の長方形の机に天板を装着すれば、扇形の机配置に
くぼみを施すことで、自分の居場所が自然に理解でき、身体
を机になじませることができると考えました。欧米のリソース
ルームには、このような机が置かれています。中津川市のA保
育園の協力で、実際に保育環境を変えながら保育を行い、幼
児の反応を確認しました。大島ゼミの学生が同行し、実践に
参加すると共に、メディア造形学部映像学科の学生はその状

A 保育園における扇形の天板を使用し保育室の環境を 木のおもちゃ「着せ替えが
変えた保育実践
できるうさぎの人形」

況を撮影しました。定点カメラで撮影した映像は、大島ゼミの

名古屋学芸大学短期大学部

変えることができます。また落ち着きのない幼児には、半円の

学生で比較し詳しく分析する予定です。
もう一つは、言語獲得に遅れが生じている幼児向けの木の
木の絵本「うさぎのみいちゃん」

学芸大展示ブース（瑶子女王殿下のご観覧を賜る）

メディア造形学部、ヒューマンケア学部の協働による開発の成果物を展示

Ｎ

おもちゃ
「着せ替えができるうさぎの人形」と、この人形が主人

Ｓ
Ｃ
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合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 2016」
2016 年10月22日（土）
、名古屋学芸大学ファッション造形学
名古屋外国語大学

科の合同祭ファッションショー
「NUAS COLLECTION 2016」
が NUAS ホールで開催されました。
今回のテーマは、
「ROCK YOU」～魂を揺さぶる服たち～
です。一人ひとりがこころ踊らせながら作り上げてきたカタチ
でファッションの広がりを提案しました。コレクションでは、1
年生のグループ作品 32 点、オーディション形式で選抜された
2～4 年生の個人作品 65点、合計 97点の作品が 9 つのシーン
を彩りました。当日は、3 回のステージ全てでホールを一杯に
し、会場に入りきれない観客がロビーに溢れるほどの賑わいを
みせました。

名古屋学芸大学

今回は「学部総合プロジェクト」としての活動が本格化し、
ドキュメンタリーや広報ツールの制作に加えて、オープニング
アクトやモデリングにおいても映像メディア学科・デザイン学科
との協働が実現し、エンターテインメント性の高いステージが
出来上がりました。終了時には、観ていただいた多くの方々か
ら「作品、演出ともに、これまでで一番」と嬉しいコメントを
いただくことができ、制作者やショーをつくり上げてきた実行
委員には大きな励みとなりました。
同時開催された高等学校ファッションデザインコンテスト

名古屋学芸大学短期大学部

「FASHION PRIZE 2016」の表彰式も今年で 9 回目を迎え、
応募校49 校、557点の応募作品の上位入賞者が表彰されまし
た。当コンテストも回を重ねるごとにデザインの独創性と表現
力がレベルアップしており、
「FASHION PRIZE」の質の高さ
を印象付けました。

「NUAS COLLECTION 2016」秀作展
2016 年 11月7日（月）～11月24日（木）
、メディア造形学

Ｎ

部 NUAS ギャラリーにて「NUAS COLLECTION 2016 秀作
展」が開催されました。この展示会は、先に行われた「NUAS

Ｓ

COLLECTION 2016」において、ファッション

Ｃ

造形学科教員による作品審査の結果、
「グラン
プリ」「準グランプリ」
「ゴールド賞」
「シルバー
賞」「奨励賞」
「特別賞」
「最優秀グループ賞（1
年）」
「優秀グループ賞
（1年）
」
「グループ奨励賞
（1年）
」の各賞を受賞した 32 点を展示したもの
です。
ギャラリー展示では、ステージではわからな
い素材の差異や細部の表現をじっくり見ていた
だくことができ、ご来臨いただいた方々にショー
とは違った作品の魅力を感じていただけたこと
43
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と思います。また、本学科1年生にとっても、先輩たちの多彩
な造形のアイデアを学び取る良い機会になりました。

ファッション造形学科

一宮商工会議所主催
「一宮ハロウィンファッションショー」開催
2016 年10月30日（日）
、一宮駅前ビル（iビル）3 階のシビッ

や美しいシルエットの作品を制作することができました。
ファッションショーでは、一宮市の生地を使用した44 点と合

いフェスタ大集合 for Halloween 2016」のフィナーレイベント

同祭ファッションショーの作品 9点の計 53 点を発表しました。

にてファッションショーを開催しました。

当日は、来場された多くの市民の方にファッションショーをご

ハロウィンをテーマにデザイン・制作した作品は、一宮市の

覧いただくことができました。参加した学生にとって、制作か

地場産業であるウール生地を使用して制作しました。作品に

ら発表に至る過程で多くのことを学ぶことができ、大変良い

使用した生地は、ササキセルム株式会社様・ダイショーファッ

経験になりました。

名古屋外国語大学

クテラスにて開催された一宮商工会議所主催の「一宮だいだ

ションテキスタイル
株式会社様・中外
国島株式会社様・
中伝毛 織 株 式会
名古屋学芸大学

社様・宮田毛織工
業株式会社様から
ご 提 供いただき、
高級な生地を贅沢
に使用することで、
生まれるフォルム

名古屋学芸大学短期大学部

高等学校ファッションデザインコンテスト
「FASHION PRIZE 2016」開催
2008 年 度 から開 催して いる高 等 学 校 ファッションデ ザインコンテスト
「FASHION PRIZE 2016」を本年度も開催しました。9 年目となる今年は、全国
49 校から557点のデザイン画の応募があり、ファッションデザイナーの田山淳朗先
生・畠山巧先生に審査していただき、グランプリ1 点・準グランプリ2 点・スタイリ
ング賞 3点・奨励賞 5点・審査員特別賞 5点の計16点の作品が入賞しました。
2016 年10月22日（土）に開催された表彰式では 12 名の入賞者にご出席いただ
き、杉浦学長から表彰状と賞金または賞品が授与されました。
応募されたデザイン画には、高校生の豊かな発想が表現された作品が多く、画
たと思います。

Ｎ

力のすばらしさにも驚かされました。展示された作品に多くの学生が刺激を受け
「FASHION PRIZE 2016」表彰式

Ｓ
Ｃ

グランプリ

新留

伊織

愛知県立
一宮高等学校

準グランプリ

神田

毬乃

名古屋市立
桜台高等学校

準グランプリ

日比野

美有

岐阜県立
東濃実業高等学校
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ヒューマンケア学部

自然を愛する心の大切さを伝える活動
「みどりのこども会」を開催
2017年 1月29日（日）
、名古屋学芸大学ヒューマンケア学部

楽しそうに舞台を眺めていました。

名古屋外国語大学

子どもケア学科の 4ゼミ（大島・脇田・想厨子・林）主催によ

2 部では、いよいよゼミ生たちが登場。それぞれの役割、演

る
「みどりのこども会」がせとしんエンゼルホール
（瀬戸市）で

目を笑顔でこなしていきます。ドキュメンタリー映像『森とこど

開催されました。

もたち』では、川遊び、木のおもちゃづくり、なりきり体操な

初めての試みとなるこのイベントは、
「日本の森や川、自然の

ど、ゼミ生たちと一緒に楽しそうに遊ぶ子どもたちの姿が紹介

名古屋学芸大学

魅力、大切さを子どもたちに伝えよう」をテーマに企画されま

されました。その後、タヌキに扮装したゼミ生たちが登場し、

した。
「今回のイベントは、幼児向けのESD（持続可能な社会

太鼓を演奏。子どもたちも参加して、太鼓のリズムに合わせて

を担う人材育成のための教育）
の活動であり、学生たちにとっ

手拍子や足踏みをしました。次の演目は、ゼミ生たちによる歌

てはアクティブラーニングの場です」と大島光代准教授。
「昨

とダンスです。脇田町子准教授が作詞した「はっぱのうた」を

年9月にユネスコエコパークに選定されている三重県多気郡大

披露。この日のテーマに合わせて詩をアレンジした「もりのな

台町の
『森のこども園』でゼミ生たちが自然の中の保育を行い

かには」では、リスやサル、クマのお面を付けたゼミ生たちの

ました。その様子を映像メディア学科の齋藤正和先生が中心

質問に子どもたちが答えながら歌っていきます。子どもたちも

となり、学生たちに写真や映像で記録・編集をしてもらいまし

一緒に歌ったり、踊ったり。楽しそうな笑い声で会場がつつま

た。今回は、そのドキュメンタリー映像『森とこどもたち』を

れました。最後には、参加したゼミ生46名が会場に勢揃いし、

上映します。また、学生たちは歌やダンス、太鼓演奏を行い

感謝の言葉を伝えました。

ます。子どもたちに自然の魅力や木とふれあう楽しさを知って
もらう機会になればと考えています」と開催の目的を話されま

閉会の挨拶では、想厨子伸子准教授がお礼の言葉とともに
「2 部の企画は、自然の営みの中でどのように保育や教育を
行っていくことが大切であるかを学んでいる学生たちが考えま

した。
実行委員長の矢島香苗さんは、
「子どもたちにどうすれば

した。お子さんに自然を守る大切さを伝えるためには、森に住

テーマが伝わるのか、ゼミ生で構成や内容などすべて考えま

む動物や木々、葉っぱに視点を当てることがいいと考えて練り

した。自分たちが専門的に学んでいることを生かして、自分た

上げた企画です」と学生たちの取り組みを説明しました。

名古屋学芸大学短期大学部

ちにしかできないことを表現し、それが子どもたちに伝われば

終了後には、記念品として宮川檜の端材でつくった動物た

うれしいです」と。ゼミの時間以外も練習などに打ち込み、今

ちのストラップをプレゼント。ゼミ生たちがつくったアーチを来

日を迎えるそうです。

場者の方々はくぐって会場を後にしました。ゼミ生たちにとっ

今回、
「みどりのこども会」は 2 部構成。1部は、劇団うり
んこの舞台「ともだちや」
。会場に集まった約130 名の親子は、

ては楽しい思い出ととともに、貴重な体験と学びのあった一日
だったことでしょう。

Ｎ
Ｓ

ドキュメンタリー映像の上映

劇団うりんこの舞台

Ｃ

楽しめなかった
0%

楽しめた
52.6%

学生の歌や太鼓演奏
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あまり楽しめなった
0%

今回のイベントを
楽しむことが
できましたか。

とても楽しめた
47.4%

SL センター

名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部
サービスラーニングセンター

学・学芸大学短期大学部学生対象に設置されました。レ・アール棟 2 階にあるセンターには、ボランティアに関する相談などが
出来るスペースとして、学生や依頼者、教職員などが訪れる場所になっています。
SLセンターでは、社会のデマンドに対応した社会活動（ボラ
ンティア活動）に学生が主体的に参加し、体験的学習を行う

名古屋外国語大学

サービスラーニングセンター（SLセンター）は、本学の建学の理念「人間教育と実学」の一助とすべく、2014 年 7月に学芸大

ことで、大学での学びを整理・アウトプットさせ、コミュニケー
ション力を向上させることを期待しています。多くの方々とのコ
ミュニケーションを通し、
「相手への思いやり」
「信頼」
「愛され
る」ことが自然と身に付く「自己教育による人間性の向上」を
学生は、授業の無い土日や長期休暇中に、様々なボランティ
アにチャレンジしています。入学したらボランティアをしたいと
思っていたという新入生も最近では増えてきました。そうした
状況ですので、学年では 1・2 年生のボランティア参加率が高

被災企業の缶詰を購入して下さった愛知県知事

「あいち防災フェスタ」にも参加し、報告をしました。
「あいち

い状況にあります。センターのボランティアは地域密着型を中

防災フェスタ」には、37のブース及び 19 の展示車両があり、

心に SLセンターHP で学生に周知しつつ、安心で安全なボラ

7500人の来場がありました。本学は、復興支援ボランティア

ンティアをマッチングするように努力をしています。

「復興支援インターン」「復興・創生インターン」「夏ボラ」学生
8 名がパネルを掲示し参加された皆さんに説明を行ったり、企

庁宮城復興局の目に留まり、大学間連携災害ボランティアネッ

業の商品を販売したりしました。愛知県知事が各ブースを視察

トワークに参加するとともに、復興支援インターンに参加して

されましたが、本学のブースでは企業の商品をも購入してくだ

います。

さいました。

復興支援インターンは、宮城県の被災された企業にインター

SLセンターを介したボランティア活動に留まらず、復興支援

ンとして参加し、学生の視点での企業復興の提案をさせて頂

インターン参加学生が考案した介護食（被災した食品会社の

くと同時に、地元に戻ってから大学や日進市の防災事業等で、

食材を使用）が大手食品会社から発売されるなどの広がりを

復興状況や企業インターンの様子、感性豊かな若い学生が感

見せています。今後も、地域のデマンドに対応した、人間教育

じたこと等を中心に報告しています。

につながるボランティアを学生にマッチングしていきたいと考
えています。

（ボランティアコーデイネーター

名古屋学芸大学短期大学部

立ち上がったばかりのセンターですが、本学の活動が復興

今年度は11月13日にモリコロパークで行われた愛知県主催

名古屋学芸大学

目指しています。

石原貴代）

各年度別依頼件数に対する参加したボランティア件数の割合

依頼件数

46

105

72

参加できた
ボランティア件数

8

48

32

参加率（％）

17

46

44

Ｃ

2016年
（4.1～1.31）

Ｓ

2015年
（4.1～3.31）

Ｎ

2014年
（7.2～3.31）

デザイン学科教員が作成したパネルの展示

2014年度と2015年度の在籍者数、登録者数及び参加者数の比較

展示パネルを前に説明するインターン学生

2014年度
（7.2～3.31）

2015年度
（4.1～3.31）

2016年度
（4.1～1.31）

在籍者数

2,863

2,869

2,816

登録者数

29

387

244

参加者数

29

360

193
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名古屋総合デザイン専門学校
ポスターグランプリ入賞者表彰式

― 11月 23 日（水）―

名古屋市東区ホテルオークラレストラン「光の間」にて、
【第 7 回ポスターグランプリ】入賞者表彰式が行われました。
名古屋外国語大学

愛知県印刷工業組合および、岐阜、三重、石川、富山の中部地区各県の印刷工業組合が主催する「ポスターグランプリ」も今
年で 7 回目。今年のテーマは「VS」でした。入賞者、入選者は以下の通り。

入賞

協賛会社賞

名古屋学芸大学

（株）タイガ賞
鰐部 立偉 さん

入

三重県紙商組合賞
平野 由樹乃 さん

ファッション雑貨デザインで入賞！
名古屋学芸大学短期大学部

― 11月 22 日（火）―
本校グラフィックデザイン科2 年生の飯田みつきさんが「台
東ファッションザッカフェア2016 第27回ザッカデザイン画コン
ペティション」にて最優秀賞を受賞！東京の受賞会場に臨みま
した。なお飯田さんの作品はこれから主催者側でサンプル作
品が制作されます。

リョービ MHIグラフィック
テクノロジー
（株）賞
吉田 愛梨 さん

選

飯田

みつき さん

井戸

稚菜 さん

加藤

萌 さん

小林

菜歩 さん

清水

香里 さん

住田

彩歌 さん

芹澤

卓 さん

野本

莉乃 さん

吉澤

友日子 さん

ボージョレ・ヌーヴォーラベルデザイン
表彰式 ― 11月17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2016 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 住田彩歌さんもこれに出席。住田さんの作品は優良賞を
受賞しました。

Ｎ
Ｓ
Ｃ
最優秀賞 グラフィックデザイン科 2 年生 飯田みつきさん
優良賞 グラフィックデザイン科 2 年生 住田彩歌さん

公式ポスターに採用！
1年次に制作したポスターが公式ポスターに採用されました。

カレンダー2017

完成！

制作したのはグラフィックデザイン科現在 2 年生の住田彩歌さ

毎年続いているカレンダー用イラストレーションの仕事。クラ

ん。広告デザインの授業で取り組んだ交通安全のキャンペーン

イアントは某医療関係のメーカー。今回は本校グラフィックデ

課題。キャンペーン期間中の 9月21日～30日、名古屋市内の市

ザイン科2 年生の小林さんが約半年間のイラストレーション制

バス
・地下鉄車内、駅、公共施設のいたるところに掲出しました。

作に携わり、ようやく来年2017年のカレンダーが完成しました。
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税の啓蒙活動で受賞！

― 9 月 27日（火）―

名古屋中税 務連絡協議会主催による「名
名古屋外国語大学

古屋市中区の小学生に配布するれんらくぶく
ろ デザインコンペ」プレゼンテーションが行わ
れました。本校からはグラフィックデザイン科1
年生4 名が 1次選考通過、プレゼンテーション
を行いました。この結果、本校グラフィックデ
ザイン科1年生の北島由加里さんが奨励賞を武
山知可さんが優秀賞をそれぞれ受賞しました。

奨励賞 グラフィックデザイン科1年生
北島由加里さん

優秀賞 グラフィックデザイン科1年生
武山知可さん

世界エイズデーポスターコンクールでグランプリ！
平成 28 年度 世界エイズデーポス
名古屋学芸大学

ターコンクールで本校グラフィック
デザイン科2 年生の廣場笑さんが佳
作、平野由樹乃さんが最優秀賞
（グ
ランプリ）をそれぞれ受賞しました。
最優秀賞
グラフィックデザイン科 2 年生
平野由樹乃さん

佳作
グラフィックデザイン科 2 年生
廣場笑さん

名古屋学芸大学短期大学部

2016 夏期特別集中講座開講
■スーパーデッサン 8月 4日（木）・5 日（金）・8 日（月）・9（火）
大規模モチーフによるデッサン・油彩制作同時開催
■アクセサリー

担当：丹下先生

8月 4日（木）・5 日（金）・8 日（月）・29（月）

自分でデザインしたオリジナルアクセサリーを作る／シルバーまたは真鍮
担当：岩田先生
■写真実習

8月 4日（木）・5 日（金）・8 日（月）

暗室作業中心の授業。フィルム現像、印画紙現像などの技術を学ぶ。
撮影場所：円頓寺、日置、熱田神宮

担当：中井先生

■フィギュアを作る 8月 4日（木）・5 日（金）・8 日（月）・9（火）
原型の造形作業―シリコンゴム凹型―キャスト複製―下塗り―彩色等の
フィギュア制作の工程をマスター

Ｎ

■ライヴペインティング

担当：山盛先生

8月17日（水）・18 日（木）・19 日（金）
担当：左右田先生

― 11月19 日（土）・20 日（日）―
ポートメッセなごやにて「ハンドメイド市場」が開催されまし

スーパーデッサン風景

学園祭

Ｃ

「ハンドメイド市場」にてライブペイント

夏期特別集中講座

Ｓ

夏フェス大阪会場でのライヴペインティング

― 11月 5 日（土）・6 日（日）―
栄養校と合同で学園祭を開催しました。

た。ハンドメイド作家やアーティストによるオリジナルの作品が
展示、販売されるこのイベントに本校からグラフィック2 年生
の横井大地君、萩原紗英さん、井戸稚菜さんがライブペイント

クリエーターズマーケット

で参加。
「あかずきんちゃん」
を題材に2日間にわたり制作しま

― 12 月 3 日（土）・4 日（日）―

した。高さ2 メートル、長さ20メートルに及ぶキャンパスは大
迫力！！お疲れ様でした。

ポートメッセなごや 3＋2 号館で開催のクリエーターズマー
ケット。今回も本校の講師、在校生、卒業生が多数参加！
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名古屋ファッション専門学校
久保嘉男さんトークショー
名古屋外国語大学

10月28日、学内でファッションセミナーが開催されました。ゲス
トには「ヨシオ クボ グランドフロア」
、
「ミュラー オブ ヨシオ ク
ボ」デザイナーの久保嘉男さん、セレクトショップ「MIDWEST」
のバイヤー大澤武徳さんをお招きし、トークショー形式で行われま
した。コレクション発表の他、ドリカムの衣裳なども手掛けられる
久保さんと、名古屋発全国で展開されるセレクトショップバイヤー
の大澤さん、お二人のお話しはとても興味深く、ショーの様子を映
像で紹介していただいたり、学生が最新のコレクション作品を着装
したりとあっという間の 2 時間でした。
セミナー講師の久保嘉男さんと大澤武徳さん

名古屋学芸大学
名古屋学芸大学短期大学部

デザイナー本人による作品解説

セミナー終了後は全員で記念撮影

『NFFF2017』へ向けて！
2017年 2月18日に開催される『NFFF2017』へ向けて、学生の作品制作が進んでい
ます。昨年に引き続き、スワロフスキー・ジャパン株式会社、YKKファスニングプロダ
クツ販売株式会社から世界でトップシェアを誇る素材協賛をいただき、今回のショーに
向けての事前レクチャー、本社にてのデザイン画審査を経て選ばれた12 点が制作され
ることになりました。また、コーディネート部門においては、名古屋パルコ様の全面協力
のもと、niko and...（株式会社アダストリア）
、WEGO（株式会社ウィゴー）、MIDWEST
（株式会社ファッション コア ミッドウエスト）
、ストラディバリウス（株式会社ストラディ

Ｎ

バリウス・ジャパン）
、Lee Shop（リー・ジャパン株式会社）、HusHusH（株式会社ワー
ルド）、株式会社 INFAS パブリケーションズなど、有名各社のご協力を頂き、秋の研修

Ｓ

旅行の際には学生が各社を訪問し、広報担当の方にご指導をいただく機会にも恵まれま

Ｃ

した。産学協同のイベントとしてより一層の充実を目指しています。
協賛企業の本社にてデザイン画審査

企業様によるワークショップで素材の扱いを学習
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協賛企業広報担当様からブランドコンセプト説明

デザイナー中島篤先生による作品チェック

2016 年12月4日に神戸ファッション美術館にて『神戸ファッ

しい感覚が高い評価をいただきました。特選受賞者には副賞

ションコンテスト2016』最終審査会がおこなわれ、当校ファッ

として 2017年 10月より1年間の海外留学資格が授与され、松

ションマスター科 3 年の松永駿さんが見事特選を受賞しまし

永さんはパリ・エスモード校への留学が決定しました。
『第 80

た。作本のテーマは「9D」
。透け感のある素材を巧みに使用し

回・装苑賞』の入選、
『Tokyo 新人デザイナーファッション大

不思議な視覚効果を狙っています。今回のコンテストはレベル

賞 2016』での秀作賞受賞など、松永さんのめざましい活躍に

が高く、5 名の特選受賞者のうち 3 名が社会人としてアパレル

今後の期待が高まります。

名古屋外国語大学

『神戸ファッションコンテスト2016』にて特選を受賞し
パリ留学が決定！

企業での経験を積んだ方々でしたが、松永さんの作品の若々

ナナちゃん賞
愛知トリエンナーレ （グランプリ）
2016
三田村賞
ナナちゃん旅に出る
監督賞

真矢

3A

稲田

真矢

入

選

3A

松永

駿

翔工房

入

選

2A

伊藤

るみ

Tokyo 新 人 デ ザ イ
ナーファッション大
賞2016

秀作賞

3A

松永

駿

福井ファッショング
ランプリ2016

入

2A

近藤

雄元

3A

寺村

隆平

2A

永岡

菜利

2A

前田

沙耶

2A

西脇

叶美

入

選

選

第90回装苑賞

2 次審査通過

3A

松永

駿

第43回 神 戸 フ ァ ッ
ションコンテスト

特

選

3A

松永

駿

企業賞

2A

宝亀

月乃

企業賞

3A

渡邊

一生

優秀デザイン画
特別賞

2A

貴島

菜々子

第二十回全国きもの
デザインコンクール

入

選

2C

小林

奈生

JFA ファーデザイ
ンコンテスト2016

入

選

3A

澤田

桃華

第23回 浜 松 シ テ ィ
ファッションコンペ

入

選

2A

貴島

菜々子

Re DESIGN
PROJECT 2016
TLF 革のデザインコ
ンテスト2016

Ｃ

秀作賞

咲希

稲田

Ｓ

【2016 年度（平成 28 年度）
】
・ナゴヤファッションコンテスト2016 入選
・Tokyo 新人デザイナーファッション大賞 2016
・第 90 回装苑賞 2 次審査通過
・第 43 回神戸ファッションコンテスト2016
特選受賞（エスモード・パリ留学）

蘆田

3A

Ｎ

・JFAファーデザインコンテスト2015 入選
・倉敷ファッションフロンティア 2015 企業賞（桑和）

3A

名古屋学芸大学短期大学部

松永駿さんの過去の受賞歴

由香里

奨励賞

倉敷ファッションフ
ロンティア2016

【2015 年度（平成 27 年度）
】

若園

ナゴヤファッション
コンテスト2016

FORM
RESENTATION
part10
〈デニム大学〉

留学先から派遣された審査員の先生と記念写真

3A

名古屋学芸大学

2016年度 名古屋ファッション専門学校在校生
コンテスト入選者

優秀作品

入賞

2A

貴島

菜々子

入選作品

入選

2A

伊藤

るみ

3A

稲田

真矢

1A

大竹

立真

1A

高城

絵理華

1A

平野

亜梨沙

入
入

選
賞
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名古屋栄養専門学校
活躍する卒業生

―愛知江南短期大学こども健康学科栄養専攻専任講師

名古屋外国語大学

愛知県栄養士会 HP の「栄養士会活動」のコーナーで、本
校卒業生

福岡恩さんが 5 葉の写真とともに紹介されていま

福岡 恩さん―

育実践をします。また、保育専
攻学生対象に「子どもの食と栄
養」も担当しています。さらに、

す。以下、要約抜粋です。
「私は、学生時代から、実験実習についていた助手さんに憧

社会貢献活動として、2013 年

れていました。名古屋栄養専門学校卒業後、給食会社で 3 年

から、保育・食育支援研究セン

の勤務を経て、母校で 8 年間助手として勤務しました。その間

ターのオープンカレッジで地域

に管理栄養士免許を取得し、名古屋市立大学大学院で修士

の未就学の親子を対象に
「楽し

号を取得しました。その後、大学管理栄養士養成施設勤務を

い親子クッキング」を始めまし

経て、2010 年江南短大に着任しました。

た。毎回多くの参加者があり、家庭における食育につながると

現在専任講師として「給食管理」
「応用栄養学実習」「幼児

好評をいただいております。

名古屋学芸大学

栄養学実習」を担当しています。
「幼児栄養学実習」は、園

教育の現場は、学生の人生に関わる大切な仕事だと自負し

児を招いて給食提供や料理教室をするなかで、学生たちが食

ています。先日、15 年前の名古屋栄養専門学校卒業生から、
現在栄養士として幸せな日々を過ごしているという話を聞き、
胸が熱くなりました。まだまだ力不足を感じる事が多いです
が、本当に素晴らしい仕事をさせていただいていると自分で自
分を励まし、奮起する毎日です。」
福岡恩さんは名古屋栄養専門学校の1998 年卒業生です。
家庭では 2児の母親であり、現在、栄養士の教育に励む傍ら、
研究を重ね学位論文にチャレンジしています。

名古屋学芸大学短期大学部

名古屋栄養専門学校同窓会開催
11月5日（土）、学園祭に合わせて同窓会を開催しました。

次いで立食パーティー、

名古屋東急ホテルにて総会・特別講演・パーティーを催し、参

そして、在校生が取り組ん

加者約 80 名でした。幼児室を用意し、保育士の資格をもつ教

でいる学園祭会場の学校

職員、高野・森島が 10 数名の幼児の対応をしました。

へと足を運び、学生時代

総会は大西裕美会長によって議事が進められ、役員選出が

を懐かしみ、後輩たちを励

行われました。大西裕美会長のご苦労に感謝するとともに、

ましました。旧交を温める

大島知美新会長以下の下記役員で新たにスタートしました。

意義ある1日となりました。

Ｎ

2005 年愛知万博迎賓館の総料理長をお勤めになった大高恒

Ｓ

特別講演は、元ウェスティンナゴヤキャッスル総料理長で、
夫シェフから、フランスでの修業の苦労話から「虚心坦懐」
、

Ｃ

「人生とは折り返し点のない片道切符」
、
「人生のベスト10」な
ど含蓄のあるお話を伺いました。

大西裕美旧会長挨拶
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新役員
会長
副会長
常任役員
顧問

大高恒夫シェフ
特別講演

出席者集合写真

パーティー風景

大島知美
前田文、増田豊
福岡恩、加藤直子、伊藤幸枝、森岡直美
平田芳浩、武藤由美、永津龍志、宮下哲大
樫尾一、大西裕美

名古屋製菓専門学校

名古屋外国語大学

2016 年技能五輪全国大会 日本一獲得！3 連覇達成！
2017年技能五輪UAE 世界大会 日本代表として出場決定！
23 歳までの若い技術者が技術を競い合
う技能五輪全国大会が 10月に山形で行わ
れ、本校の学生が 3 年連続日本一、上位 1
位から3 位を独占しました。また 2017年に
UAE で行われる世界大会に日本代表として
出場することが決まりました。世界大会出場
は本校4 度目の快挙です。

左から第 3 位

川島さん、第1位

原田さん、第 2 位

香川さん

名古屋学芸大学

技能五輪全国大会金賞（第1位）作品

ジャパンケーキショー東京 2016で3 度目の日本一獲得！
金・銀・銅受賞の快挙達成！
日本最大規模のコンテスト「ジャパンケー
キショー東京」学生の部で出品数 500点以

名古屋学芸大学短期大学部

上の中から、日本一を獲得しました。
また銀賞・銅賞含め、出場者 5 名が入賞す
る快挙を達成しました。本校がこのコンテス
トで日本一になるのは 2 年ぶり、4 度目の快
挙です。
ジャパンケーキショー東京金賞（第 1 位）
作品

後ろ 銅賞 今井さん・横田さん 手前左から銀賞 村田さん
金賞 西垣さん 銀賞 中野さん

体 験 入 学
Ｎ
Ｓ
Ｃ

一から学生が丁寧に教えます。

生地を作るところから焼成までたっぷり体験できます。
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名古屋外国語大学

幼稚園ではいろいろな力が育ちます。
教室で、砂場で、幼稚園バスの中でのさまざまな出来事が、この先を生きる力の源となります。楽しい
こと、思い通りにいくことばかりではありませんが、そんな時こそしっかりとその状況を受け止め、前に進
む力が育つよう子どもたちと関わっています。楽しい行事の折でも、人格形成の基礎となるさまざまな力
が伸びる要素が詰まっています。
初秋から年末にかけての菱野幼稚園では、こんなことがありました。

9/7

視 力 検 査 を 実 施しまし

た

菱野幼稚園では、全園児に「視力検査」を実施しました。
これは、名古屋学芸大学短期大学部の大原榮子先生をはじめとする先
生方との連携により、ご指導いただき実現した取り組みです。
名古屋学芸大学

当日は、養護教諭コースの学生さんが子どもたちの視力検査を行いまし
た。検査は、
「ランドルト環」という黒い円を使用し、円の切れ目の方向を
答える方法で行いました。
「ランドルト環」の上下左右を答える練習は、夏休みにご家庭で行っていただくようお願いし
ました。その練習の成果もあり、当日は予想以上にスムーズに検査が行われました。初めて
の経験でしたが、年少組の子どもたちもがんばりました。
視力検査の結果によっては、眼科医を受診していただくことをお勧めしました。この取り組
みで弱視等の早期発見早期治療につなげられたと思います。
子どもたちの視力は、生まれてから発達し、就学までにほぼ完成します。このことからも、
幼稚園での検査には大きな意義があると思われてはいるものの、幼稚園での検査実施率が

名古屋学芸大学短期大学部

低いことも実状です。検査ができたことに感謝し、さらに関係をつなげ、子どもたちのために
なる取り組みを目指したいと思います。
10/25・27

秋の遠足

お弁当を持って、大型観光バスに乗り、
「愛知県緑化センター・
昭和の森」へ行ってきました。
とてもきれいに整備された広い芝生で、走り回ったり、転がっ
たりと思いっきり体を動かして遊んできた子どもたちです。
遊んだ後は、本当に嬉しそうな笑顔で、楽しみにしていたお弁
当を広げます。この満面の笑みをおうちの方々に見ていただきた
い瞬間です。

菱野幼稚園

11/26

同窓会

菱野幼稚園では、毎年この頃、前年度の卒園生（＝小学校 1年
生）が集う「同窓会」を行っています。
幼稚園の時の先生やお友だちとの久しぶりの再会に少々照れな
がらも、時間が経過するとあの頃のように戯れて、嬉しそうな笑い声
が聞こえます。体も大きくなって、敬語が使える姿に、小学生になっ
たことを実感させられましたが、素直な態度やかわいいしぐさには幼
稚園に通っていた頃を思い起こさせてくれる懐かしさがありました。
幼稚園でともに育ち合ったことが、それぞれの人生の礎となって
いることを願っています。
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10/31
～
11/2

中学生の職場体験

11/16

小学生との交流会

12/7・8

高校生の奉仕活動

子どもたちは、お客様が大好きです。
今年も幼稚園には、大勢の訪問がありました。
幡山東小学校の 4 年生は、年長組との交流会ということで遊びに
来てくれました。ソーラン節を踊って見せてくれたり、鬼ごっこをし
名古屋外国語大学

たり、紙芝居を読んでくれたりと楽しい時間を過ごすことができまし
た。年長児にとっては、小学生になることへのよい刺激となるふれあ
いを体験でき、有意義な時を過ごせた日となりました。
光陵中学校の生徒の皆さんは、職場体験として幼稚園に来てくれ
ました。職場として、将来の仕事として、幼児教育の場に興味関心
をもった中学生たちが、幼稚園教諭の仕事を体験していきました。
子どもたちとの関わりの中で、やりがいを感じてくれた生徒もいます。
素直で前向きな態度が印象的でした。
聖カピタニオ高等学校の生徒の皆さんは、奉仕活動の場所として、幼稚園を選んでくれました。幼稚園では、子どもに
関わる時間だけではなく、準備や環境整備が大切です。奉仕という観点からも下準備や段取りの大切さを感じてもらえ
たのではないかと思います。子どもたちとの距離をどんどん縮めることのできる魅力あふれるお姉さん先生たちでした。

名古屋学芸大学

それぞれ目的は異なっていましたが、小さな子どのたちと過ごす時間はとても楽しかったと感じてもらえた体験だっ
たと思います。
12/16

クリスマス 会

今年も名古屋製菓専門学校の先生と学生の皆さんが菱野幼
稚園に来てくださいました。前日からたくさんのクリスマスケー
キを作り、子どもたちのために届けていただきました。すでに
恒例の行事となり、毎年のクリスマス会は名古屋製菓専門学校
名古屋学芸大学短期大学部

の皆さんとともに楽しむ会となりました。ケーキ作りの実演を
見ると
「わぁー」と歓声があがります。将来の夢は「パティシエ」
という子も出てきています。
今年も美味しくて嬉しい気分を味わった子どもたち。すてき
なプレゼントに感謝しています。

12/20

餅 つき大 会

餅は、古くからハレの日（特別な日、お祭りの日）の特別な
食べ物とされ、お正月を迎える準備として至る所で餅つきが行
われてきました。餅つきは一家総出で行う大切な行事でした。
菱野幼稚園

現在では、餅つきを行う家庭が少なくなってしまいました
が、幼稚園ではこの時期に園児全員が力一杯餅をついて、日
本古来の文化を味わっています。昨年度より、ついたお餅で
花餅を作り、それぞれの教室に飾って、お正月を迎える準備
を経験しています。
餅つきの日は、母の会の役員委員のお母さまたちや有志の
お父さまたち、幼稚園バスの運転士さんにも手伝っていただ
き、大勢で餅つきを楽しみます。こうして、人が集まることも
餅つきの醍醐味です。
お母さまたちにきな粉をまぶしてもらったきな粉餅を食べ、
「おいしいね。」と満足そうな笑顔の子どもたちでした。
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マスコミで見る学園各校の出来事
日付・媒体

所属※

記事内容等

外大
「街道を行く」図書館のボールペン画
学芸大

6月1日

中日新聞

6月1日

月刊オーケストラ
6月号

外大

「「永遠なるもの」への憧れ」マーラー：交響曲第3番 寄稿

〈亀山郁夫学長〉

6月5日

中日新聞

外大

「サミット 成果と展望は」サミットの成果についてインタビュー

〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

6月5日

中日新聞

学芸大

「味な提言」⑩プロフェッショナルへの道

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

6月8日

中日新聞（夕刊）

学芸大

「第14回映像コンテスト」大賞受賞
〈映像メディア学科卒業生 郡山晴香さん、子どもケア学科3年 鈴木七海さん〉

6月9日

中日新聞

学芸大

「visual voice under 18 2015」入賞作品展について

〈映像メディア学科 村上将城講師〉

6 月 10 日 中日新聞

〈図書館〉

「子どもとお絵描き 楽しむには」インタビュー
学芸大

〈子どもケア学科 水谷誠孝講師〉

「菰野町 PR 映像作品コンテスト」参加
6 月 12 日 中日新聞
外大
〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生
12 月 7 日 中日新聞（北勢版） 学芸大 

映像メディア学科 柿沼岳志講師、同学科学生〉
「味な提言」⑪給食への対応


6 月 12 日 中日新聞

学芸大

6 月 14 日 中日新聞
6 月 18 日
9 月 24 日 中日新聞
6 月 19 日 中日新聞

外大

「舛添知事 集中審議」コメント 〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

外大

講演会「世界を駆けめぐる～国際協力の現場からの発信」告知

〈国際教養学科、WLAC〉

学芸大 「味な提言」⑫お父さんとの約束 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

6 月 22 日 中部経済新聞

学芸大

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

産学連携事業「絵本プロジェクト」表彰式

〈デザイン学科4年 伊藤亜莉菜さん〉

9月7日

日付・媒体

所属※

記事内容等

読売新聞

学芸大

第16回「ふるさと全国県人会まつり」学生デザインのうちわ配布

〈デザイン学科3年 石部菜央子さん〉

外大

編著『日中関係の未来を…』紹介 〈外国語学部 川村範行教授〉

9 月 8 日 中日新聞
9 月 11 日 中日新聞

学芸大 「味な提言」ぼくの知らない味 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉
外大

「教育ウォッチ」第2回 学校教育法30条第2項

〈英語教育学科 太田光春教授〉

9 月 12 日 東海テレビ

外大

「スイッチ！」フィリピン大統領について

〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

9 月 14 日 朝日新聞

外大

「名古屋「行きたくない街 No.1」返上へ議論」県の有識者懇談会

〈国際教養学科 横山陽二准教授〉

9 月 15 日 初等教育資料9月号
9 月 15 日 PRESIDENT NEXT Vol．19

外大

「高い言語運用能力を育成する」寄稿

外大

「『カラマーゾフの兄弟』を読む」インタビュー 〈亀山郁夫学長〉

9 月 16 日 中日新聞

学芸大

「弁当コラボ 八百彦と名古屋学芸大」カンティーンが弁当を共同
開発
〈カンティーン、デザイン学科2年 市原歩乃子さん〉

9 月 18 日 中日新聞

学芸大 「味な提言」食べるための挑戦 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

9 月 12 日 日本教育新聞

〈亀山郁夫学長〉

9 月 19 日 テレビ愛知

外大

「キャンパスから始まる未来予想図～学生たちのドリームプロジェ
クト～」

〈マスコミ研究グループ〉

9 月 19 日 日本教育新聞

外大

「教育ウォッチ」第3回 英語習得、その鍵は

〈英語教育学科 太田光春教授〉

9 月 20 日 BAN10月号

外大

「罪を憎んで…」寄稿

9 月 22 日 名古屋テレビ

外大

「ドデスカ！」福原愛選手の結婚会見について

〈中国語学科 劉綺紋准教授、学生4名、留学生〉

〈亀山郁夫学長〉

9 月 25 日 中日新聞

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉
学芸大 「味な提言」生きる力（最終回）

9 月 28 日 TBS

学芸大

「あさチャン！」糖質制限食について

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

学芸大

「情報発信に学生の視点」東海農政局との連携事業

〈SLC、管理栄養学科4年 大平真那さん、林稚菜さん〉

6 月 23 日 中日新聞

外大

参院議員選挙についてコメント 〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

6 月 24 日 東海テレビ

外大

「みんなのニュース ONE」EU 離脱について

〈英米語学科 フィリップ・ラッシュ教授〉

9 月 29 日 日本農業新聞

外大

「UP！」EU 離脱について

〈英米語学科 フィリップ・ラッシュ教授〉

9 月 30 日 三重テレビ

外大

「とってもワクドキ！」―「旬感☆みえ」コーナー

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

外大

「英国民 深い溝」EU 離脱についてコメント

〈英米語学科 フィリップ・ラッシュ教授〉

10 月 1 日 音楽の友10月号

外大

「ショスタコーヴィチ生誕110年記念 ロシア“頂上”対談」バス
歌手岸本力さんと対談
〈亀山郁夫学長〉

10 月 1 日 中日新聞

外大

「学生の感性がキラリ」菰野町 PR ポスター紹介

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

10 月 8 日 中日新聞

外大

ホワイトホースシアター来日公演「ロミオとジュリエット」告知

〈WLAC〉

10 月 12 日 朝日新聞

外大

「青春スクロール 母校群像記」宇都宮高校

〈亀山郁夫学長〉

10 月 14 日 福島民友新聞

外大

「ドゥマゴ文学賞贈呈式」選考委員コメント

〈亀山郁夫学長〉

6 月 24 日 名古屋テレビ
6 月 25 日 読売新聞
6 月 26 日 中日新聞

学芸大 「味な提言」⑬自助・共助の備え 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

6 月 28 日 中日新聞

外大

日中大学生討論会報告会

〈中国語学科4年 奥谷伶央さん、須田滉大さん〉

6 月 30 日 東海テレビ

外大

「スイッチ！」サミットについて 〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

月刊オーケストラ
7月号

外大

「悲劇の主人公に自ら重ね」ブラームス：交響曲第4番 寄稿

〈亀山郁夫学長〉

7月1日

広報にっしん7月号

学芸大

「和食を見直そう！」レシピ紹介
〈管理栄養学科 塚原丘美教授、同学科4年 笠原千鶴さん、青山美穂さん〉

7月2日

朝日新聞

学芸大

「ぐるり東海愛知日進通信－若い街 竹の山地区」
子どもケアセンター紹介
〈子どもケアセンター〉

7月2日

中日新聞

学芸大

フォト領域共同作品展・インスタレーション領域作品展告知

〈映像メディア学科〉

7月3日
7月4日

中日新聞

学芸大 「味な提言」⑭憩いの場

7月4日

読売新聞（夕刊）

学芸大

「認知症リスク 8要因」研究結果について

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

7月5日

メディアスチャンネル

外大

「medias エリアニュース」東海市の応援ソングの制作

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

7月6日
7月9日
7 月 10 日
7 月 11 日
7 月 14 日
7 月 31 日
8 月 25 日

ダ・ヴィンチ8月号

外大

小説家中村文則氏について寄稿

中日新聞

外大

講演会「日本の領土問題を考えるカギ」告知

7月1日

朝日新聞

中央公論8月号
週刊東洋経済7月16日号
AERA7月25日増大号
北海道新聞
週刊文春

7 月 10 日 東海テレビ
7 月 10 日 中日新聞
7 月 14 日 中日新聞
7 月 17 日 中日新聞
7 月 17 日 NHK 総合

NHK ラジオ

7 月 20 日 NHK
7 月 22 日 中日ホームニュース

外大

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉
〈亀山郁夫学長〉

「今こそ 米原万里」コメント

〈亀山郁夫学長〉
〈WLAC〉

福島民報

10 月 15 日 中日ホームニュース

外大
学芸大
短大

3大学合同祭「SPARK」紹介

〈フランス語学科3年 星野里緒実行委員長〉

10 月 15 日 中日ホームニュース

学芸大

「ハローお嬢さん」子どもケア学科生紹介

〈子どもケア学科1年 只井苑子さん〉

10 月 16 日 中日新聞

学芸大

デザイン学科生 熊野市役所のドアをデザイン

〈デザイン学科 学生10名〉

10 月 18 日 中日新聞

外大

外大

著書『ゴルバチョフに会いに行く』紹介

〈亀山郁夫学長〉

「スタイルプラス」外国人から見たナゴヤ！インタビュー

〈留学生〉

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉
学芸大 「味な提言」⑮治療を支える研究者
外大
外大

「みんなの本」著書『世界が終わる夢をみる』紹介
〈亀山郁夫学長〉

講演会「日本の領土問題を考えるカギ」

〈WLAC〉

外大

「日曜討論」参院議員選挙について

〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

学芸大

「クローズアップ現代＋」糖質制限ダイエットについて
〈健康・栄養研究所

下方浩史教授、管理栄養学科 塚原丘美教授〉

幼稚園 「こんにちは お嬢さん」佐藤詩織先生紹介

〈菱野幼稚園〉

外大

「フォルトゥーナの恍惚 わたしの運命論」寄稿

〈亀山郁夫学長〉

8月1日

月刊オーケストラ
8月号

外大

「過酷な運命と死者への思い」ショスタコーヴィチ：
交響曲第8番 寄稿
〈亀山郁夫学長〉

8月1日

日中文化交流会会報

外大

「第二回日中学生交流会」寄稿

8月1日

広報にっしん8月号

学芸大

〈外国語学部 川村範行教授〉

「夏バテ防止には栄養バランス！」レシピ紹介

〈管理栄養学科 塚原丘美教授、同学科4年 井村祐美子さん、

中西知実さん、長坂郁奈さん〉

〈フランス語学科、WLAC〉

講演会「味の翻訳」告知

学芸大

学生企画展「戦争を見つめた目」紹介

〈映像メディア学科2年 森本瑞生さん〉

10 月 23 日 日本経済新聞

外大

「今を読み解く」共編著『裁判員裁判時代の法廷通訳人』紹介

〈現代英語学科 津田守教授〉

10 月 25 日 中日新聞
12 月 6 日 中日新聞（夕刊）

外大

シンポジウム＆コンサート「甦えるショスタコーヴィチ」告知・
紹介
〈WLAC〉

10 月 19 日 朝日新聞（夕刊）

10 月 25 日 中日新聞
外大

7 月 25 日 最 新 精 神 医 学 第
21巻第4号

10 月 28 日 中日新聞
11 月 1 日 食・農ぴっくあっぷ

「着任杉浦学長 本社あいさつ」中日新聞社を訪問
学芸大

〈杉浦康夫学長〉
外大

「第29回中国語スピーチコンテスト」結果

〈中国語学科〉

学芸大

「「消費者の部屋」（東海農政局）をご利用ください！」
学生ボランティア活動
〈SLC、ボランティア学生〉

11 月 4 日 岐阜新聞

外大

馬籠宿場まつり「皇女和宮降嫁行列」参加

〈国際教養学科 宮川公平講師、学生〉

11 月 8 日 NHK

外大

アメリカ大統領選、トランプ氏勝利についてコメント

〈ブストス・ナサリオ非常勤講師〉

11 月 10 日 中日新聞

外大

「菰野町観光ポスターキャッチコピー」総選挙

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

11 月 12 日 日本経済新聞

外大

「ナゴヤ圏を行く」名古屋の人気回復についてコメント

〈国際教養学科 横山陽二准教授〉

11 月 13 日 中日新聞

外大

「紙すきから感じる日本」留学生美濃和紙紙すき体験

〈日本語教育センター〉

11 月 13 日 中日新聞

外大

第68回県知事表彰 教育文化功労者受賞

〈英語教育学科 須賀藤隆教授〉

11 月 15 日 中日新聞

外大

講演会「若者文学におけるフィクションと現実」告知

〈フランス語学科、WLAC〉

11 月 16 日 中京テレビ

外大

東海市の応援サトウタの制作

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

11月号

11 月 17 日 建通新聞

「戸田川緑地に公園サイン設置」
学芸大

〈デザイン学科3年 児玉理香さん、水谷彩音さん、他4名〉

8 月 7 日 中日新聞
8 月 10 日 文藝春秋9月特別号
8 月 14 日 中日新聞

学芸大 「味な提言」⑯太陽の恩恵

8 月 19 日 中日新聞

学芸大

「日進で親子教室」映像メディア学科生が指導

〈映像メディア学科 草野圭一講師、学生9名〉

11 月 26 日 CBC ラジオ

外大

8 月 20 日 中日ホームニュース

学芸大

「ハローお嬢さん」子どもケア学科生紹介

〈子どもケア学科2年 野々山友理さん〉

11 月 27 日 中日新聞

外大

8 月 21 日
8 月 24 日
8 月 26 日
8 月 28 日

中日新聞

学芸大 「味な提言」⑱隠れたアレルゲンの脅威〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

11 月 28 日 日本経済新聞

外大

「伊勢志摩サミット 半年」コメント〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉

NHK

学芸大 「あさイチ」隠れメタボについて〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

11 月 29 日 中日新聞

短大

「閉校モニュメントを設置」完成記念式典

〈現代総合学科2年 平松沙季さん〉

11 月 30 日 中日新聞

外大

「海女と交流 日本文化触れる」留学生「クールジャパンプログラム」

〈日本語教育センター〉

外大

「日ロ関係と領土問題を読み解く」専門家が選ぶ3冊

〈亀山郁夫学長〉

学芸大

「少女の遺志継ぐ車いす」「あーちゃん14号」寄贈

〈管理栄養学科 伊藤勇貴助教〉

中日新聞
中日新聞

8 月 29 日 中日新聞
8 月 30 日 中日新聞
8 月 30 日
9 月 16 日 中日新聞
9 月 1 日 中等教育資料9月号

外大

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

「文藝春秋 Book 倶楽部」鼎談書評

〈亀山郁夫学長〉

学芸大 「味な提言」⑰夏休みの家族旅行 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

外大

「現代国際学部特殊講義」一般受講生募集

〈現代国際学部〉

学芸大 「味な提言」⑲夏休みの自由研究 〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

11 月 18 日 中日新聞（岐阜総合版）
「NIE 教育に新聞を」山県市の小学校で授業風景撮影協力
学芸大
11 月 20 日 中日新聞

〈映像メディア学科4年 神山莉沙さん、3年 愛川颯丈さん〉
11 月 22 日 読売新聞
〈国際教養学科 高瀬淳一教授〉
外大 「伊勢志摩サミット半年」コメント

（伊勢志摩版）

学芸大

「名古屋めし 魅力を PR」日本調理科学会公開シンポジウム開催

〈管理栄養学科〉

12 月 2 日 北海道新聞

外大

「すてきな出会いを」菰野町 PR イベント企画

〈国際教養学科 横山陽二准教授、ゼミ生〉

12 月 3 日 中日新聞

外大

講演会「キャンパスのグローバル化を目指して」告知

〈WLAC、英米語学科〉

外大

「夢見の効能」寄稿

広報にっしん9月号

学芸大

9月4日

中日新聞

学芸大 「味な提言」⑳お母さんの魔法

9月5日

日本教育新聞

9月6日

中部経済新聞

外大

〈亀山郁夫学長〉

「少し脂肪を減らしてみませんか？」レシピ紹介

〈管理栄養学科 塚原丘美教授、同学科4年 松井美冴さん、

西脇里香さん〉

9月1日

〈管理栄養学科 楳村春江助教〉

「教育ウォッチ」第1回 プレーヤーは誰？

〈英語教育学科 太田光春教授〉

学芸大 「老舗探訪」㈱かわばたと産学連携プロジェクト紹介 〈デザイン学科〉

12 月 5 日 週刊現代12月17日号
12 月 7 日 文學界第71巻第1号
12 月 7 日 中部経済新聞
12 月 14 日
12 月 26 日 中日新聞
12 月 15 日 中日新聞
12 月 16 日 中日新聞

※ 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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外大

名古屋の魅力について


〈国際教養学科 横山陽二准教授〉

「日英の通訳技術 名外大生ら競う」通訳コンテスト結果

〈現代英語学科4年 成瀬夏織さん〉

髙村薫氏『土の記』〈上・下〉書評

〈亀山郁夫学長〉

外大

「ドストエフスキーと「悪」」中村文則氏と対談 〈亀山郁夫学長〉

学芸大

㈱かわばたと産学連携プロジェクト「しじみエキス」パッケージ
デザイン

〈デザイン学科 梶田渉教授、同学科3年 五十嵐安澄さん〉

外大

講演会・コンサート「2016年の世界を旅する―今年の重大ニュー
スを振り返って」紹介
〈WLAC〉

学芸大 「この人」学長就任の抱負
外大
学芸大

大学のロゴ入りオリジナル天然水販売

〈杉浦康夫学長〉

マスコミで見る学園各校の出来事
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C O L U M N

わが町日進

スクールバス発着のまち赤池
前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。元日進市
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

名古屋外国語大学、名古屋学芸大学のスクールバス（専用

定区域を限ること。また、その区域に仏道修行の障害となる

バス）が上社駅（名古屋市営地下鉄東山線）や赤池駅（名鉄

物の入ることを許さないこと」
（広辞苑）
が刻まれている石のこ

豊田線・名古屋市営地下鉄鶴舞線）と大学を結んで運行してい

とです。

ます。今回はそのうちのひとつ、日進市内のバスの乗降場所、

また、赤池町北山には、中部電力日進変電所「防空壕」が
あります。防空壕などというものを実際に体験したのは70歳代

赤池について述べてみます。
スクールバスの乗降場所（バスストップ）すなわち名鉄豊田

半ば以上の人かと思いますが、日進変電所の防空壕は、昭和

線と名古屋市営地下鉄鶴舞線の赤池駅界隈には大学・高校、

17（1942）年 4月に名古屋空襲があり、変電所職員のために

名鉄バス、地域巡回バスなどのバスストップもあります。

築造されたものです。今柵で囲まれ利用されることもなく静ま

この赤池駅というのは昭和 53 年
（1978）9月に名古屋市の八

る鉄筋コンクリートの強固な防空壕を見る時、変電所を死守す

事から延伸開通した名古屋市営地下鉄 3 号線と挙母
（豊田市梅

るとした当時の職員の心情や、戦争の怖さ、空しさを感じるも

坪）と昭和 54 年（1979）7月に赤池間に開通した豊田新線（名

のです。

鉄豊田線）が相互乗り入れという新方式でむすばれた駅です。

赤池は名古屋市営地下鉄・名鉄豊田線の発着地であると述

この駅のできたおかげで駅周辺の開発が進み、それ以前のこ

べましたが、道路でも多くのものが赤池を経由していました。

の辺りを知る人にとっては今

とりわけ日進の人々に知られ

昔の感もひとしおでしょう。

ていたのが飯田街道（信濃街

赤池の地名の初出は天文

道・三州街道とも）です。古く

21年（1552）10月4日付けの

から尾張名古屋から平針（名

「賢秀檀那注文」であり、そ

古屋市天白区）を通り、赤池

の頃には、この地は村として

に入り、浅田・野方・蟹甲新

成立していたと考えられます。

田・藤枝・米野木・三本木と

この赤池村の人々が村の鎮

市内を横断し、三河豊田市に

守として尊崇していたのが、
天地社です。創建年は不明

抜ける、現県道 58 号線
（名古

「天地社旧本殿」の狛犬（
「岩崎城歴史記念館」収蔵）

屋・豊田線）のことです。と

ですが今に残る棟札様の木札の墨書「明応七（1498）戊午年

いっても、現在の国道 153 号線を飯田街道と呼ぶ向きもありま

九月廿七日」から、それ以前に創建されたと考えていいでしょ

すが、古くからの日進の人々の多くがいう飯田街道はあくまで

う。また、再建された時のものと考えられる棟札には元禄 2 年

も蟹甲や三本木を通る県道 58 号線を指すのです。もっとも、

（1689）9月と記されており、本殿はその時のものと見られ、町

この「がんのこ」や「さんぼぎ」の地名も今では旧称を懐かし

内現存最古の建造物
（昭 54 愛知県近世社寺建築調査）とみな

む人か偏屈者以外は使いませんが…。この街道は、豊田（挙

されています。昭和の終わり頃、本殿の新築計画が興り、この

母）
・北設楽郡稲武（現豊田市）を経て信州飯田・伊那へ、さ

社殿は旧社殿として境内の東南に移され、市指定文化財（建

らには塩尻に至るところからこの呼び方がされるようになった

造物）に指定されました。この旧社殿に配置されていた木造

といいます。なお、余談ながら江戸後期、精密な全国地図を

狛犬もまた市指定文化財（工芸品）となっています。多くの社

作った伊能忠敬がこの街道を日進の地にも足を踏み入れてい

殿で睨みをきかす狛犬に比ぺいささか小ぶりではありますが、

ます。文化 8 年（1811）3月、美濃から尾張に入った伊能忠敬

威厳のなかになんとなく温かみと愛きょうがあるように見える

は、25日朝信濃街道（飯田街道）沿いに赤池、浅田、野方、

のは木造の故でしょうか。現在は岩崎城歴史記念館に寄託さ

藤枝、米野木の各村を尾張・三河国境の田籾村（現豊田市）

れ、お祭りなどの機会に天地社に里帰りをしたりしています。

まで実地測量をしていることはあまり知られていません。

天地社には、宝永元年の灯篭 2 基や宝暦13 年
（1763）の銘文
がある石鳥居が現存しており、境内に佇むと、創建以来の村

がんのこ

さん ぼ

ぎ

赤池は古くから多くの街道の分岐結節する所として賑やか
な地域であったようです。

人の崇敬のおもいが伝わってきます。他にも歴史を刻む文化財
として、赤池町西組・龍淵寺境内の樹齢 400 年を越える「ツブ
ラ椎」の木、赤池 3 丁目・霊鷲院境内の享保 15（1730）年の
銘文のある「結界石」があります。ちなみに、結界石というの
は、お寺の門前に建てられるもので、
「修行や修法のために一
57
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参考・引用文献
『日進町誌本文編』 日進町役場
『日進市史民俗編』 日進市
『文化財マップ』 日進市

法 人 だ より

訃

報

名古屋学芸大学学長・同短期大学部学長 井形昭弘先生 急逝
名古屋学芸大学・名古屋学芸大学短期大学部の学長
（当時）、井形昭弘先生が 2016 年 8月12日に急逝されまし
た。葬儀は密葬として近親者のみで執り行われました。
学校法人中西学園・名古屋学芸大学・名古屋学芸大学
短期大学部では、10月29日、覚王山 日泰寺（名古屋市
千種区）で合同葬を執り行いました。当日は、前日まで
の荒天から一転、晴天に恵まれ700名を超える参列者が、
在りし日の先生を偲び、しばしの時間を共に過ごしまし
た。合同葬では、葬儀委員長の中西克彦中西学園理事長
の式文、松野博一文部科学大臣、塩崎衆議院議員
（厚生
労働大臣）
、大村愛知県知事、大沼淳日本私立大学協会
会長の弔辞に続き、友人代表として日野原重明先生（聖
路加国際大学名誉理事長）
、納光弘先生（元鹿児島大学
第三内科教授・附属病院長）の弔辞が読まれました。
井形先生は、東京大学医学部を卒業後、同大学医学部
冲中内科に入局され、ドイツ・ビュルツブルグ大学でも研
鑽を積まれました。鹿児島大学医学部第三内科教授とし
て後輩の育成にご尽力され、その後同大学学長に就任。
この間、神経内科学の研究者として、スモン病、水俣病、
HAMの研究に大きな業績を残され、数々の賞を受賞さ
れました。
鹿児島大学学長退任後は、愛知県に創設される国立
長寿医療センターのオープンにご尽力され、あいち健康
の森・健康科学総合センターの初代センター長も務めら
れ、地域の医療や福祉の推進にも貢献されました。

その後、名古屋学芸大学の初代学長に就任され、名古
屋学芸大学短期大学部学長も兼務されておられました。
この間、学芸大学の礎を築き、同大学を3 研究科・3 学
部 5 学科からなる愛知県内有数の大学に育て上げ、さら
なる発展を目指して看護学部開設に新たな情熱を向けら
れ、リーダーシップを発揮されていました。
こうした永年の功績に対して、野口英世記念医学賞、日
本医師会医学賞、鹿児島県民表彰、南日本文化賞、CBC
小嶋賞、中日文化賞、東海テレビ文化賞等を受賞され、紫
綬褒章（平成 4 年）、勲二等旭日重光章（平成 12 年）、従
四位（平成 28 年）が贈られています。
ここに謹んで井形昭弘先生のご冥福をお祈り申し上げ
ます。

井形昭弘先生略歴
昭和 3 年 9 月16日生まれ
昭和29年 3 月 東京大学医学部医学科卒業
昭和46年10月 鹿児島大学医学部第三内科教授
昭和59年 1 月 鹿児島大学医学部付属病院長併任
昭和62年 1 月 鹿児島大学学長
平成 5 年 2 月 国立療養所中部病院長、
国立長寿医療センター創設準備室参与

平成 9 年 4 月 あいち健康の森・健康科学総合センター長
平成12年 4 月 愛知県健康づくり振興事業団理事長
平成14年 3 月 愛知女子短期大学
（現・名古屋学芸大学短期大学部）学長、
学校法人中西学園理事・評議員
平成14年 4 月 名古屋学芸大学学長

中西昭次評議員 逝去
中西昭次評議員は、2016 年11月23日（水）に 88 歳で
逝去されました。ここに謹んでお悔やみを申し上げます。
中西昭次先生は、中西学園理事・法人事務局長、名古
屋ファッション専門学校長として本学園を支え、本学園の
発展と共に歩んでこられました。これまでの先生の学園
に対する多大なるご貢献に心から感謝し、安らかなご冥
福をお祈りいたします。
葬儀は、中西家と本学園の合同葬として、11月26日
（土）に吹上愛昇殿
（名古屋市千種区）で執り行われ、親
族、学園関係者をはじめ知人・友人など故人が生前親交
のあった 350 名を超える方々にご会葬を賜りました。ここ
に御礼申し上げますとともにご報告いたします。
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2016 年度

後期

中西学園

C

A

L

E

N

D

A

R

名古屋外国語大学

NSC

2 期授業修了………………… 2017年 1 月18日㊌
学生春期休暇………………… 2017年 1 月19日㊍～ 3 月31日㊎
卒業式………………………… 2017年 3 月22日㊌
新学期ガイダンス（在校生対象）
……………………………… 2017年 3 月24日㊎～ 3 月28日㊋
2017年度入学式……………… 2017年 4 月 1 日㊏

NSC 合同卒業式… …………… 2017年 3 月17日㊎
2017年度 NSC 合同入学式… … 2017年 4 月11日㊋

名古屋ファッション専門学校
学生春期休暇………………… 2017年 3 月24日㊎～ 4 月10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

学生春期休暇………………… 2017年 3 月 1 日㊌～ 4 月10日㊊

2 期授業終了………………… 2017年 1 月11日㊌
学生春期休暇………………… 2017年 1 月21日㊏～ 3 月31日㊎
修了式………………………… 2017年 3 月22日㊌
2017年度入学式……………… 2017年 4 月 1 日㊏

名古屋栄養専門学校
学生春期休暇………………… 2017年 3 月21日㊋～ 4 月10日㊊

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………………… 2017年 1 月21日㊏
学位記授与式………………… 2017年 3 月20日㊊㊗
2017年度入学式……………… 2017年 4 月 3 日㊊

学生春期休暇………………… 2017年 3 月 7 日㊋～ 4 月10日㊊

菱野幼稚園
3 学期始業式………………… 2017年 1 月 6 日㊎
遊戯会………………………… 2017年 2 月 7 日㊋～ 2 月10日㊎
卒園式………………………… 2017年 3 月17日㊎
修了式………………………… 2017年 3 月24日㊎
2017年度始業式……………… 2017年 4 月 6 日㊍
2017年度入園式……………… 2017年 4 月10日㊊

名古屋学芸大学大学院
後期授業終了………………… 2017年 1 月21日㊏
学位記授与式………………… 2017年 3 月20日㊊㊗
2017年度入学式……………… 2017年 4 月 3 日㊊

表紙の言葉

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映像メディア学科の高井

2017年3月31日をもって短期大学部が余力を残しながら54年の幕を下ろ

翔太さん（2016年度卒）の卒業制作作品『Memory』です。

し、その伝統と可能性を名古屋学芸大学に引き継ぐことになりました。短大

サウンド領域とインスタレーション領域を選択した彼は、立体物と音響を組み

の3万3千人を超える卒業生の皆様が名古屋学芸大学の更なる発展を応援して

合わせた制作活動を続け、この作品では「懐かしい」を想起させる情景を繊細

いただくようお願いしたいと思います。受け継ぐ側の名古屋学芸大学では、初

な模型と音で表現しています。鑑賞者の記憶の一部に問いかけ「記憶にない

代学長の井形昭弘先生が急逝され、第2代学長として杉浦康夫先生をお迎え

記憶」を創り出すサウンドインスタレーションです。

しました。学芸大学、第2世紀の始まりです。新学長の下、どのような未来図



名古屋学芸大学メディア造形学部映像メディア学科

小笠原則彰

が描かれるのでしょうか。期待に胸が高鳴ります。

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：0561-83-1913
http://www.hishino.ed.jp
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