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巻頭特集

名古屋学芸大学看護学部新設

記念座談会

そこで今回、念願であった看護学部の新設を記念し、関係者の方々にお集まりいただき、
座談会を企画・開催いたしました。
この記念座談会では、現在の看護職を取り巻く環境、社会のニーズ、
そしてこれからの看護職教育について等々、率直な意見交換が行われました。その模様をご紹介します。

出席者
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独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター院長

先生

略歴 
医学博士
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血液・腫瘍内科学教授
名古屋大学医学部附属病院先端医療・
臨床研究支援センター長

名古屋学芸大学学長

鈴木 正子

杉浦 康夫

先生
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看護師、助産師

医学博士

名古屋掖済会病院

名古屋大学医学系研究科長・医学部長

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
看護部長

名古屋大学理事・副総長
愛知県心身障害者コロニー総長

独立行政法人国立病院機構理事（兼務）

名古屋学芸大学看護学部設置事務室
（看護学部長就任予定）

先生

五十里 明

略歴 

略歴 

看護師

博士（ヒューマンケア科学）

国立東静病院（現静岡医療センター）
腹部・胸部外科病棟看護婦長

浜松医科大学附属病院看護師長

略歴 

名 桜 大 学 人 間 健 康 学 部 看 護 学 科 小 児
看護学教授

博士（医学）
愛知県⾜助保健所長

名桜大学副学長

愛知県衛⽣部保健予防課長

独立行政法人国立病院機構静岡医療
センター附属静岡看護学校教育主事

先生

愛知県健康福祉部長

それぞれの魅力を掛け合わせることで、社会のニーズに応える看護職育成を。
司会：昨年、看護の分野にもコア・カリキュラムが策定されまし
た。その狙いについて、金城先生からご紹介いただけますか。
金城先生：コア・カリキュラムの柱の一つは、医療はチームで
行われるものという視点です。医療関係者だけでなく、患者さ
ん、地域で生活されている方々、全部含めた中で看護職がイニ
シアチブを取りながら、その人の生活を支えていけるのか。そ
うした広範囲なことをカリキュラムでは求めています。
施設内医療から在宅医療へどう転換できるのかで見れば、
文部科学省から何度も言われたのはリハビリという言葉です。
機能訓練としてのリハビリだけではなく、生活を中心としたリ
ハビリを基礎教育で強化したい。それが文科省の意向かと思
います。
司会：そうしたこともあり、本学看護学部ではコア・カリキュラ
ムに沿って地域包括ケア、リハビリもカリキュラムの中に盛り込
んでいます。
では、ここで看護専門学校から大学へ移行する経緯につい
て直江先生に、名古屋学芸大学が公募に至った経緯について
杉浦学長から各々お話しいただきたいと思います。
直江先生：医療の高度化、職場の広がりが進み、そして卒後
教育も重要になっています。そういう中で、専門学校を発展的
に大学化できるといいのではないかということは以前から検
討していました。実際に公募を行い、中西学園さんと連携協
定を締結したのが 2015 年12月です。私どもの学校は、病院に
隣接し、70 年の伝統があり、人間性を重視しながら実践力を
大事にしてきました。ここに中西学園さんが持っておられる教
養科目、そして国際的な視点などが加われば、優れた学校に
なる。お互いがシナジーの関係を築くことで、とても魅力的な
学校になると期待しています。
杉浦先生：名古屋学芸大学において看護学部の設置は、前学
長時代からの念願でした。そもそも本学は、管理栄養学部、
メディア造形学部の 2 学部からスタートし、のちにヒューマンケ
ア学部が加わりました。栄養や養護など、看護に近い領域を
持っていながら、看護学部がなかった。医療職に携わってき
た者が何人も在籍していることもあり、かねてから設置したい
と思っていたので応募させていただいたわけです。
また、本学の建学の精神は「人間教育と実学」です。教育
理念において、相通ずるものがあったのではないでしょうか。
私どもの魅力は、多彩に交わっていることです。本学は栄養

と子どもケア、そして芸術系と異色の組み合わせになっていま
す。さらに中西学園には名古屋外国語大学があり、多様な価
値観を持った学生たちがいます。こうした学生たちと交流する
ことで、人間力も培われるに違いありません。
加えて、名古屋外国語大学があるため、海外留学、海外研
修も学生たちにとって、とても身近なものになっています。国
際的な視野を持つチャンスにも恵まれていますので、幅広い視
野を身につけてほしいと思います。
当初、実際の志願者数がどれくらいになるのか不安もありま
したが、本学で一番応募が多いという結果になりました。そ
れだけ期待が大きく、たいへん高い評価を得ていると感じて
いるところです。
司会：オープンキャンパスの際、高校生やその親御さんとお話
しする機会がありました。やはり、名古屋医療センターの敷地
内にあり、そこで臨床と向き合えるという点に反響が大きかっ
たように感じました。
では、齋藤先生、附属名古屋看護助産学校の 70 年の伝統
について簡単に紹介していただけますか。
齋藤先生：終戦直後、陸軍病院、海軍病院が国立病院にな
りました。そして全国の国立病院の中に17 校の看護学校がで
き、その一つが現在の附属名古屋看護助産学校です。
国立病院、すなわち国の医療の学校ですので、国の政策変
更に基づきながら看護教育を行ってきました。教育理念は、現
場で働く人を育成するという実学そのものです。
私どもは、実習指導の講習会を厚労省のもとに行ってきまし
た。その実習指導の教育を受けた人たちが、現場で実習指導
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司会：近年、7：1 看護によって看護職の処遇が改善されたと
評価されています。一方、地域医療構想が進められている中、
今の現状と掛け離れているのではないかという声も聞かれま
す。直江先生は、どのように捉えておられますか。
直江先生：地域医療構想で掲げる2025 年の高齢社会に向け
て、病床数がこのままでいいのか、機能分化がこのままでい
いのか、分化と連携を深めていくことで、最終的には地域包
括ケアシステムの中に組み入れられるのがいいだろうというの
が厚生労働省の考えです。
おそらく今後、病院の高度急性期に携わる看護師の数は、
右肩上がりにはなりません。逆に回復期の患者さんの中で7割
が在宅に移行するというのが前提です。医療の場、看護の場
が、病院・クリニック中心から地域・在宅に広がっていきます。
その中で、看護師さんが現場の中心を担うと期待されていま
す。その領域の教育も含め、3 年制の専門学校でよいのかとい
う課題はあるのではないでしょうか。
齋藤先生：私はここ10 年、5 年臨床の看護師を務め、この 5
年は学校に戻っています。臨床の頃は看護師の取り合いで人
材確保がたいへんでした。学校に戻ってしばらくは、施設か
ら学生さんをくださいと言われる時代でした。ところがここ数
年は潮目が変わりました。看護師は選ばれる時代になってい
ます。
その中で大学化の話がありました。大学化をした時、選ば
れる学生を育てられるのか、ここがテーマだと感じました。
看護という職業は、双方向の人間関係なくしては成立しませ
ん。今、看護師に求められているのは、多様な人に対応でき
る人間力です。これをどう育てるのか、私は体験教育の充実し
かないとの思いから、大学化に向けてそのことを強くお願いし
たわけです。
鈴木先生：今までの基礎教育は、病院中心の教育カリキュラ
ムです。以前は、看護職の 9 割近くが病院に勤めていました。
病院にいれば、病院のルールのもとに看護が行えました。在宅
では、多様化した価値観を持った人々の中に身をおくわけで
す。果たして多様な人に応える能力を持っているのか。そうい
う教育を受けていないため、それができない看護師が多いと
いうのが実情です。そして、在宅・訪問領域の看護師が不足し
ているのが課題です。ですから、そうした領域のことを含め、
大学での教育をお願いしたいと思っています。

金城 やす子

名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養
学科・⼤学院栄養科学研究科教授

Ｓ

Ｓ
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先生

会

名古屋学芸大学看護学部設置事務室
（看護学部看護学科長就任予定）
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齊藤 伊都子

独立行政法人国立病院機構長良医療
センター看護部長

現場が求めている看護職としての資質。今、看護師は選ばれる時代へ突入。
司会（五十里先生）
：本日は、お忙しいところご出席いただ
き、ありがとうございます。私は、本日の座談会で司会を担当
させていただきます五十里と申します。
2018 年 4月1日、名古屋学芸大学に県下で14 番目の大学看
護学部が誕生します。この看護学部は、独立行政法人国立病
院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校の 70 年
に渡る伝統と教育理念を発展的に引き継ぎ開設されることに
なっています。
本日の座談会は、看護学部開設に携わられた方々にお集ま
りいただき、それぞれの立場から忌憚のないご意見をお聞きし
たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
では、まず看護職を取り巻く社会の変化、看護職への社会
の要請とはどのようなものなのかという点について、鈴木会長
からコメントをいただければと思います。
鈴木先生：今、看護職に期待される役割がたいへん増大して
おります。現状、看護師の基礎教育は、3 年制の専門学校が
主体となっています。その中で、在宅を巡る国の政策があるも
のの、その領域においては教育時間が増えていないのが現状
です。つまり、過密なスケジュールのもとに基礎教育がなされ
ています。そういった意味でも、職能団体である日本看護協
会としては、基礎教育の 4 年制を要望しています。
また、看護職、社会のニーズとしては、特定行為というとこ
ろまで担うようになってきました。そうしたニーズに応えるため
には、基礎教育をしっかり行っていなければ次のステップに進
めないだろうと思っています。今の基礎教育では足りないので
はないかというのが正直な実感です。その中で名古屋学芸大
学に看護学部が新設されることは嬉しいニュースでした。た
いへん期待しています。

独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 名 古 屋 医 療
センター附属名古屋看護助産学校副学校長

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

直江 知樹

公益社団法人愛知県看護協会会長

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

これからの看護職教育に
求められるものとは

2018 年 4月1日、名古屋学芸大学の新たな学部として看護学部が誕生します。
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金城先生：本学の特長二つ目に挙げているのが、今、直江先
生の言われた「人間力」です。ある意味、看護スキル以上に
大切なものと思っています。
本学では、相手のことを理解し、相手の人格も尊重し、擁
護しながら関われる看護師。もう一つは、自分自身を正しく評
価できる看護師を育てたいと考えています。
自分自身をきちんと評価し、自分がどこまで到達しているの
か。そして、あとどれくらい到達すればよいのか。残念なこと
に、自己評価ができない学生が目立っているのが現状です。
自分も見れる、患者さんも見れる、地域の人たちも見れる。加
えて相手を思いやることのできる。そんな看護師の育成を目指
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します。
具体的に人間力という点では、ゼミワークにおいて教員が
サポートできるような科目を多くするなど、本学ならではのアク
ティブラーニングを明確にしたいと考えています。
「看護の基
礎」という科目においては、人間教育にも取り組みます。
また、日進キャンパスでの教養科目の学びは、いろいろな学
生との交流の機会になります。実習においては、病棟の看護
師、医師、患者さん、様々な医療スタッフと関わっていくこと
になります。まず人と関われる学生にどう育てていくかを大切
にしていこうと考えています。
こうした関わりの中で、相手の人格を尊重する人間性、相手

してほしいと思います。地域の中に入れば、日頃接しない人た
ちとふれあうことになり、そうした経験から人間力も培われる
でしょう。地域連携の中でコミュニケーション能力も磨かれる
に違いありません。ぜひ、実現したいですね。
司会：では、最後に何か付け加えておきたいご意見があれば
お聞きしたいと思います。
鈴木先生：臨床の現場は、時代とともに変化しております。大
学の教員の方々には、今の臨床現場の状況を把握し教育と向
き合っていただきたいと願います。できることであれば、教員
の方々にも臨床経験をしてほしいですね。
齋藤先生：患者さんと交わることが好きな看護師を育ててほ
しい。それが私からのお願いです。
直江先生：国立病院機構は、神経筋難病や重症心身障害な
ど、民間では困難な分野も支え、大きく社会に貢献しています。
残念ながらこうした領域は、今も看護師が集まりにくい状況で
す。国立病院機構の抱えている医療の広がりを経験し、視野
を広げてほしい。ぜひ、医療弱者の分野にも関心を持ってほ
しいと思っています。
齋藤先生：私も看護を経験してきて、実に幅広く、多様性が魅
力の職業です。たいへん深まりのある政策医療分野なので、
私からも教育に取り入れていただきたいと思います。
司会：いろいろなご意見をいただき、今回の座談会は貴重な
時間となりました。皆さんのご意見を踏まえながら、看護師教
育に活かしていきたいと思います。
本日は、誠にありがとうございました。
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金城先生：では、三つ目の特長を説明させていただきます。そ
れが「目標志向型の学び」です。学生が 4 年間看護を学ぶ中、
学生自身がどのような目標設定ができるのか。目標を明確に
して、その目標にどう到達するのか。一歩一歩進んでいくため
のキャリア支援体制を整備しています。
そういう中では、いろいろな体験をし、国際的にも視野を広
げていく。国際看護学、海外研修制度なども取り入れ、病院
の看護だけではない選択肢のあることを示したいと思います。
その中で、自分はどこを選び、目指していくのか。目標志向型
の大学生活を送り、将来的にも看護という一つのキャリアをつ
ないでいける教育を行っていきたいと考えています。
司会：部活動やサークル活動など、学部の垣根を超えた交流
が進むことによって、いろいろな人といろいろな体験ができま
す。こうした点も大学のよさと言えると思います。
金城先生：看護学部の学生が地域で展開できるボランティア
活動なども検討していきたいですね。例えば、管理栄養学科
と連携し、日進市の人たちに向けた健康支援的なボランティ
ア活動とか。
司会：現在、管理栄養学部は日進市と連携し、委託事業を受
け、市民の方々への食事指導などを展開しています。そうした
活動も検討していきましょう。
金城先生：そうですね。学生たちが地域に入り、健康チェック
を実際に行うなど、自分たちで体験することが大切です。
杉浦先生：地域連携が学生の教育にどれくらい役立つのかと
いうテーマでシンポジウムを行います。そのために調べたとこ
ろ、全学部で約 300 の地域連携の実績がありました。管理栄
養学部では昨年も宮城県石巻市の仮設住宅で食事支援活動
を行いました。ヒューマンケア学部では子どもケアセンターや
ボランティア活動で地域の方々と交流しています。メディア造
形学部には産官学協同研究センターが発足し、デザイン学科
が昨年の12月、プライムツリー赤池でクリスマスイベントを開
催しました。
地域連携は本学の強みの一つでもありますので、そこに看
護学部の学生たちにも加わってもらい、地域交流を積極的に

意味しているのか、明確に評価するものが必要だと思います。
例えば、医師であれば、何年以内にどの手術を何例行うとか。
実際の看護師さんでは、認定看護師のように確実にスキルを
評価する基準があります。大学にも何か評価するものが必要
ではないでしょうか。
金城先生：厚労省が技術教育の中で145 項目を挙げ、到達度
を明確にしています。それが看護専門学校でも行われていま
す。それを本学でも取り入れ、卒業時に到達度を示す明確な
ものを策定しようとしています。
齋藤先生：そうですね。専門学校では、丁寧に技術のチェッ
ク表を作成し、それに基づき指導を行っています。
杉浦先生：本学も大学の看護技術というものを明確にした方
がいいですよね。
金城先生：実践力の裏付けということで、今145 項目プラスα
を検討中です。それを明確にし、学生にも示すことで、目的
意識を明確にしたいと考えています。
直江先生：専門学校のよい点は引き継ぎながら、大学として
教養、人間力、プラスαを加えていくのは、とてもよいことだ
と思います。私は、人間力の一つはノビシロだと。つまり、現
場に強いこと。

Ｓ

Ｓ

司会：では、ここで本学看護学部の教育内容についてふれた
いと思います。金城先生、本学の目指す教育の特長について
お話しいただけますか。
金城先生：まず一つは「実践力の育成」です。これまで看護
専門学校が取り組んできた実践力の育成とは、現場から求め
られる看護職をどう育てるのか。確かな知識、看護に必要な
スキルをきちんと身につけること。それが実践力です。
その裏付けになるのが、医療現場が目の前にあり、医療が
どういうものなのか感じられる教育環境にあることです。その
恵まれた環境を有効に活用し、実践力の育成につなげていき
たいと考えています。
また、1年生後期から18 名の専門医の講義を組み込みまし
た。医療現場の専門性の高い医師による講義は、学生にとっ
て大きなモチベーションになると思います。
司会：看護実践力を備えた看護師を採用したいというのが医
療現場の声です。本学では、看護実践力を高めるために、臨
地実習を144日。臨地実習重視の教育を打ち出しました。ま
た、臨床現場で指導される看護師の方などから学生の評価が
していただけるなど、現場との連携をはかっています。
杉浦先生：私は実践力という言葉が、具体的にどういうことを

Ｎ

Ｎ

目標を持ち達成していくための支援制度。地域連携やボランティアも育成に活用。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

は複雑な背景を持った人が多い。患者さんや家族から心ない
言葉を投げつけられることもあるわけです。その言葉をどう自
分の中で処理するのか、あるいはチームの中で受け止めるの
か、現場ではいつも問題になっています。
鈴木先生：専門学校の学生は、過密スケジュールのため、ア
ルバイトをする時間もありません。その点、大学生は少しゆとり
もあるでしょう。アルバイトなどの社会との関わりの中で、いろ
いろな価値観を持った人がいることを知ってほしいです。大学
においても、社会性を身につける活動を進めていただきたい。
それが耐える力、回復力につながっていきます。
大学生の人たちは、これまで受験勉強に専念し、友だちも
同世代の限られた人間関係になりがちです。社会性を持ち、
それを育てていかないと、社会に出て必要とされる看護師に
はなれません。
齋藤先生：私が名古屋学芸大学に魅力を感じているのは、
看護の世界にはない部分の豊かさです。例えば、デザイン、
ファッション、美味しい食事・ ・ ・。看護の分野にほしい人
間味のところの多様性です。ぜひ、そうしたものを活かすこと
も考えていただきたいと思います。

臨床現場に隣接した教育環境のもと、臨地実習重視で実践力を育成。

様々な体験と交流を通して育まれる豊かな人間力が教育の柱の一つ。

3

に適切に自分を伝えていくコミュニケーション能力など、こうし
た点を人間力教育の柱にします。
このような教育方針を打ち出したのは、離職率の低減につ
なげたいからです。高いスキルを持っていても、卒業 1年以内
に離職してしまう人がいます。その流れに歯止めをかけなけれ
ばいけない。そう感じています。
齋藤先生：今の学生を見ていると、人間関係が希薄になって
いるのが事実。見る世界の深まりがないため、自分も見えてい
ない。自己洞察ができていなくて、自分のスキルも表現できて
いない。こうした人たちが地域の看護に行き、チームの中心を
担っていけるのか、不安を感じてしまいます。
患者さんと関わるということは、コミュニケーションに普通
以上のエネルギーが必要です。それをやり抜くには、鍛えるし
かありません。そうした点では、グループワークの教育効果が
とても重要です。
金城先生：いかに打たれ強い看護師を育てるか。それが大切
です。今の学生は、全般的に打たれ弱いと感じてしまいます。
直江先生：そして回復力ですね。看護師に限らず、現場に出
ると高齢者が多い。そうするとコミュニケーションが取りにく
い。そこでまずストレスを感じてしまいます。そして、患者さん

記念座談会

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

に取り組んでいます。その点では、実習指導体制に恵まれて
いると自負しています。
鈴木先生：附属名古屋看護助産学校は、看護学校の中で最
高クラス。看護教育の中ではエリート集団です。そこを受け継
がれるのですから、伝統を引き継いでいただきたい。その上で
より質の高い教育をしていただきたいと願います。
司会：附属名古屋看護助産学校の卒業生の方々は、公的病院
の看護部長であったり、行政であったり、数多く活躍されてい
ます。オープンキャンパスの時、専門学校の先生方がどれくら

い本学に移られるのかという質問がありました。今まで積み
上げて来られた信頼度の高さは、やはり教育の質の高さにあ
るのでしょうか。
齋藤先生：私どもの専門学校は、いつも臨床と接し、臨床の
現場で役立つ人を育てるという思いで教育してきました。今、
実学を教育することが難しいと感じています。だからこそ体験
が重要。ですから専門学校並みの実習量を確保してほしいと
いうのが要望でした。
杉浦先生：大学教育の目的は、専門家を育てること。今の学
生たちがどのレベルにいるのかを見極め、どこまでレベルアッ
プさせることができるのか。そのためにも学生が何を求めて
入学して来るのかを把握しなければいけません。そして、学生
たちをレベルアップさせるためにカリキュラムがあります。一年
一年を積み重ね、4 年間でどのレベルまで到達できるのか。大
学はそういう視点を持ち続けなければならないと思います。
金城先生：4年間でどういう人材に育て上げ社会に送り出すの
か。その4 年間の成長をどう保障するのか。それは一人ひとり
の教師力にかかっているのではないでしょうか。教員は、学生
の成長をどう保障するかという役割を明確にしないといけな
いと思います。

名古屋学芸大学看護学部新設

巻頭特集

名古屋学芸大学看護学部新設

看護学部看護学科設置の経緯
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学部の看護実践能力の育成とは、文部科学省「大学
における看護系人材養成の在り方に関する検討会」が
掲げる「5 つの能力群」と「20 の看護実践能力」及び
真の人間力をもった人材の育成を指す。加えて、厚生労
働省が掲げた 2035 年を見据えた政策ヴィジョン「保健
医療 2035 提言書」
（Japan Vision：Health Care 2035）
の実現、つまり、団塊の世代が全員、後期高齢者とな
る2025 年以降の大都市圏集中の超高齢社会への対応
も視野に入れたものです。
具体的には共感力・協調性をもって安全・安楽・安寧
な看護ができる2 つの看護力【看護実践力と看護創造
力】を備えた看護師、
「未来志向の看護専門職」を養
成することをポリシーとして、時代の要請と社会のニー
ズに応える教育を実現したいと考えます。
現在、本学には管理栄養学部管理栄養学科、ヒュー
マンケア学部子どもケア学科
（子どもケア専攻養護教諭
コース、子どもケア専攻子ども心理コース、幼児保育専
攻）、メディア造形学部（映像メディア学科、デザイン
学科、ファッション造形学科）があるが、これらの学
部・学科等との有機的、体系的な連携を図ることによ
り、学部において、幅広い総合的な健康管理、健康教
育、療養支援などの教育研究が可能になります。
上記の通り、学部は豊かな人間性のもとに、実社会
が要請とする高度な技能・技術を実践するとした建学
の精神「人間教育と実学」を具現化する新たな学部と
して、地域社会の発展と安定により大きく貢献するもの
となるであろう。
なお、学部開校後、直ちに助産科の増設、そののち
大学院・看護学研究科の設置に着手する計画です。

名古屋学芸大学看護学部が、平成 30 年 4月1日に開
設されることとなり、大変嬉しく思っております。

名古屋医療センター外観

の国立病院の中に17 校が開校し、その一つである当
校は、1947年 9月1日に国立名古屋病院附属高等看護

平成 27年 12月1日に連携協定書を交わして以来、2

学院となっております。終戦直後の女子の高等学校進

年 3ヶ月にわたり開設の準備に関わってまいりました。

学率が低い中、入学資格は高等学校卒業、教育期間

その間、厚生労働省が認可する看護専門学校と文部科

3 年間、卒業後は国家資格を与える女子の教育制度は

学省の設置認可に対する大学関係者の看護教育に対

大変高等なものだったと思います。第 1回の国家試験

する認識が、様々な場面で食い違い、多くのことを考え

は 1950 年 10月に行われ、当校の卒業生の 7名が受験

させられました。特に実習については、実習施設の確

し、資格を得ています。また、1982 年 2月10日には厚

保が困難なことや、指導教員の数・質の確保の問題、

生大臣より助産婦養成所の承認を受け、4月に開校して

医療環境の変化や受け入れ施設の事情、教員の雇用

おり、助産師養成も県内で最も歴史を持っております。

や大学運営の経済的事情を含め、問題が多岐に及び、

戦後の人々の生活と健康の向上を目指し、日本国憲

看護系大学の急激な増加と医療の変化の影響が大き

法第 25 条で生存権が謳われた時代から現在に至るま

いと実感させられました。

で、医療・看護の改革は大きく進み、変化しています

最終的には、看護の実践能力の育成を重視し、実習

が、当校は国立病院の附属の看護助産学校として国

日数を確保して下さり、当校の思いを受け入れられたこ

が求める医療・看護の担い手を養成する歴史を積み重

とを感謝するとともに、学士教育の中で臨床実習を確

ねてまいりました。その理念は「生命の尊厳と人間の

固たるものにする必要性を感じております。

尊重を基盤として社会に貢献できる質の高い専門職業

中西学園は理念として「人間教育と実学」を掲げて

Ｃ

Ｃ

これらの目標及び将来ヴィジョンを具現化する方途
として、本学がこれまで実践してきたコメディカル領域
を更に進化させる看護学部設置に向け、学内において
意志統一が図られたところです。
その看護師養成の主眼となる臨床看護の場にあっ
ては、医療技術の高度化、患者の高齢化及び重症化、
複数の慢性疾患をもつ患者の急増、平均在院日数の短
縮等により看護が多様化、複雑化（例えば、精神保健
上の問題や児童虐待等）しています。また、わが国の
国際化と共に国際社会への貢献といった新たな看護
実践能力が必要となってきています。
他方、患者の人権への配慮や医療安全確保のため
の取り組みの強化が図られる中で、看護師養成におけ
る学士課程（看護系大学）が急増した結果、臨地実
習の施設確保が難かしく、必然的に実習時間が狭めら
れ、改めてその重要性と実践力養成が強く求められて
います。更に、社会の複雑化、価値観の個性化等は看
護実践能力の基盤となる医療人としての職業倫理、或
いは国家資格を取得するに足る職業アイデンティティ
醸成等といった新たな課題も提起しています。
こうした社会の時代背景、ニーズを受け、また「人間
教育と実学」という建学の精神にも鑑みて、学部は看
護を実学として捉え、真の人間力
（人間教育）を備えた
看護専門職としての看護師を育成する課程を構築する
こととしました。名古屋看護助産専門学校の学部化を
本学に委ねられた独立行政法人国立病院機構名古屋
医療センターの全面的な支援、連携協力に基づき、臨
地実習の充実を図ることで、同種他学部にない看護実
践能力の育成とその定着の実現を目指すものです。

校長の齊藤伊都子先生に寄稿いただきました。

Ｓ

Ｓ

・専門的職業人養成型大学としての機能強化及びガバナンスの確立
・地 域創生、生涯学習などの多岐にわたる課題解決に資する中核的存在
・教育の質を保証するための大学改革

伝統を振り返りながら大学化への思いについて、同校副

Ｎ

Ｎ

3 つの
将来ヴィジョン

・本 学の建学の精神「人間教育と実学」を出発点として、
「知と美と健康の創造」
を目指し、高い職業能力をもつ人材を育成する。
・グローバルな視野で未来社会の発展を担い、人々が幸福に生きる社会の実現に
貢献できる人材を育成する。
・少子高齢化社会を迎え、社会の変化にも柔軟かつ十分に対応できる教育体制を
構築し、未来志向型の高等教育拠点を築く。

名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校の理念と

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

3 つの
目 標

様化する中にあって、社会の求める人材養成を通じて、
地域の創生並びにわが国の未来に貢献することを目的
に創立 20周年を迎える2022 年に向けて、
「中期将来計
画」
（NUAS Next：Vision for the Future 2016-2022：
本学 HP 参照）を策定し、公表しました。
この策定にあたっては、全教職員に対して
「名古屋
学芸大学 将来の夢～将来予測～」と題するレポート
を求め、その中の中期計画として創立 20 周年までの
7 年間で実現すべき事項を中心に類型化し、
『NUAS
Next』として、3 つの目標とそれに相応する3 つの将来
ヴィジョンを以下の通り提示しました。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

2018 年 4月、名古屋学芸大学（以下、本学という）
の
第 4 の学部として看護学部看護学科（以下、学部とい
う）入学定員100 名が開設されます。
この学部は既設3学部が位置する日進市岩崎町竹の
山の地とは違い、名古屋市の中心、中区三の丸に開設
され、名古屋学芸大学の教育研究分野を一層拡充し、
次代を担う学部として期待されます。
現在、わが国の高等教育機関には、これまで以上
に、直面する困難な課題を解決し、新しい時代を切り
拓く専門知識と実践能力を備えた人材育成が求められ
ています。これら高等教育機関に期待される役割が多

看護助産学校から
学芸大学看護学部へ

人」という実践者の育成です。

おります。
「戦後の厳しい時代を乗り越えるために、女

多くの卒業生が、病院や診療所、地域といった現場

性は如何にあるべきか、謙虚な中にも時代の変動に押

で働き、めまぐるしく変化する医療の現場の状勢・状況

し流されない人間性と、高度で実践的な技能・技術を

に応じて看護を実践し、役割を遂行し、責任持った行

身につけ、社会で活躍することが我が国を支える原動

動を果たしてきています。実践学は、臨床の現場、社

力となる」とした開校当初の女子教育への思いは、当

会で活躍する人材の育成であり、学芸大学の理念でい

校と相通じるものがあります。

う実学的教育と共通すると思います。

当校は、終戦直後の1945 年厚生省に移管された国

今後、少子高齢社会や医療の高度化・複雑化に対応

立名古屋病院の附属の学校として、1946 年 5月1日に

する看護者には、専門性の高い知識と技術がますます

1915 年の内務省令看護婦規則に基づき、国立名古屋

要求されます。一方、地域・在宅へと医療体制の仕組

病院附属看護婦養成所（2 年養成）を現在の名古屋城

みの変化は、より人間味あふれ、生活感を持ち、豊か

正門前の能楽堂の場所にある病院の中に開校いたしま

で柔軟で寛容な看護の資質が求められます。

した。すぐに看護教育の改革が行われ、1947年 11月

医学教育は国際競争力の強化を目指し見学中心か

に保健婦助産婦看護婦養成所規則が制定され、全国

ら参加型実習に変化させ、実習期間は7ヶ月の大幅な増
加をしています。反面、実習での体験を大切にしてきた
はずの看護教育の実情は、時代を逆行する状況になっ
て、現在課題となっております。
学芸大学の看護学部が申請の中で目指した教育理
念や構造は、時代に即していると思います。大学がおか
れる厳しい社会背景の中で、今後正念場を迎えますが、
これからの時代の看護師教育に邁進し、臨床が認める
看護教育を実現していかれることを願っております。



（独立行政法人国立病院機構

名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校

副学校長

齊藤 伊都子）
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TOPICS

名古屋外大生初の快挙 ！！

特 別 寄 稿

名古屋学芸大学長

杉浦 康夫

世界大学総長協会（IAUP）の第 18 回総会が 2017年 7

性などは特に試みられませんでした。アメリカ、ヨーロッパ

月5日
（水）から7月8日
（土）の 4日間、オーストリア、ウ

などの多くの大学で異なる手法での教育改革、様々な教育

イーンのホーフブルク宮殿（オーストリア連邦大統領官邸）

への取り組みが行われていること示された総会でした。

名古屋外国語大学 現代国際学部 国際教養学科

早川 莉奈 さん

2017 年10月に行われた「第 30 回 ACC 学生 CMコンクール」の最終審査の結果、ラジオ CM 部門（応募数 465
本）において本学の早川莉奈さんが見事大賞に輝きました。同コンクールは、一般社団法人全日本シーエム放送

この協会は 1964 年に米国、韓国、プエルトリコ、フィリ

士先生（桜美林大学理事長、総長）がこの総会で退任

連盟（ACC）が1988 年より全国の学生を対象に実施している歴史ある大会です。本学初の栄誉を手にした早川さ

ピン、リベリアの大学のリーダーたちにより世界的な機構

し、この間の働きを参加者から賞賛されました。新会長

んに受賞への思いを語っていただきました。

として設立され、1965 年 6月、21カ国から大学の代表者

にはジョージアのカカ・シェンゲリア先生（コーカサス大学

が 120人参加し、イギリスのオックスフォードとロクストン

学長）が就任されました。

名古屋学芸大学

リカ、タイ、メキシコ、スペイン、日本、ベルギー、オー

ン大学東アジア研究科の視察も行い、EUの中における

ストリア、チリなどを会場に、IAUPは 80カ国の大学の数

ヨーロッパの大学の位置の変化を改めて知りました。ウ

百名のメンバーからなる組織として、教育の質の向上を目

イーン大学の設置は国立ですが、EU 経済圏の中では学

的とし、国際的な役割を果たしてきました。

生をどこの国からでも受け入れるということが求められ、

盟校から29 名、日本高等教育評価機構から3 名、国連ア

必然的に大学の国際化が余儀なくされていました。
今回の総会の開催場所がウイーンの王宮ということで

カデミックインパクトの学生12名総勢46名が参加しました。

初日のウイーン市庁舎大ホールでのレセプションに始ま

3 年次総会は高等教育に関わる課題や変革について大

り、聖シュテファン大聖堂で記念コンサート、最終日には

学学長だけでなく国連など国際機関の関係者や、グロー

ホーフブルク宮殿の荘厳な大ホールにおいて晩餐会が盛

バル企業の経営者などが参加、発表し、様々な知見を共

大に開かれ、素晴らしい体験をさせてもらいました。しか

有しながら交流する場となっていました。今回の総会で

しながら、コンサートでの聴衆のマナーの悪さは日本人と

は、1日目
「高等教育の潮流」をテーマに開かれ、
「シミュ

しては首をかしげました。

レーションを活用した医学教育・訓練」
「社会発展のため

また、会議の休憩を利用し美術史美術館が所蔵する

の技術革新」
「e-ラーニングでの最新技術」
「産業界の教

絵画を麗澤大学の中山学長の専門的説明を聞き、短い時

育への期待」「教育の新潮流」をサブテーマに、各国の

間ではありましたが堪能することができ、幸運でした。

大学からの報告と議論が行われました。その中で日本か

帰りのフライトがオーストリア、ヨーロッパの悪天候のた

らの一報告として麗澤大学の中山学長が「道徳教育に貢

め突然欠航となり、全日空からチャイナエアラインに変更

献する大学教育」と題して、いかに学術的に道徳教育に

し、1日遅れでようやく帰国したという、不慮の事態を除

携わる教師を育てるかの試みについて科学研究費補助

けば、全体として比較的快適な楽しい旅でした。

金による取り組みが報告された。2日目以降「EUのミッ
ション」として現在のEUの科学技術政策とこれまでの経

最後になりますが、出張、留守中にお世話になった方々
には大変感謝しています。

と、人の心を動かすことに興味を持っていました。今

ライオン株式会社／トップ スーパー NANOX

回、ラジオCMを選んだのは、普段目にする文字では

題名：テスト

秒数：20 秒

なく、聴く言葉によって、どれだけ人を惹きつけられる
のか、挑戦してみたいと思ったからです。

子：ママ…
母：おかえり

応募に際して、どのような取り組みをしましたか？

子：体育のテスト良い点取れなかった。

 ラジオCMのスクリプトを制作するのは初めてです。

母：どれ、見せてみなさい。

ラジオは、何かをしながら聴く方が多いので、どうすれ
ば聴いてもらいやすいのか、気にとめてもらえるのか、
いろいろな企業のスクリプトを研究しました。
 今回、私が大切にしたのは、私自身が面白いと思うこ
と。そうでなければ、他の人にも面白いと思ってもらえ

子：はい…
母：まあ、体操服真っ黒じゃない、100点満点よ
NA：100点満点の汚れには
100点満点の洗浄力 トップ スーパーNANOX

ないだろうと考え、面白くてワクワクさせるようなストー

子：これ算数のテスト…

リーを目指して制作しました。

母：こっちは真っ白…

大賞受賞を知った時の感想は？

NA：ライオン

 受賞を知ったのは留学先。正直、信じられないとい
う気持ちでした。テクニックがないので、自分が楽しむ
ことを心がけたのがよかったのかもしれません。聴いた
人も楽しんでもらえたらと思いながら制作したので、作

早川莉奈さんのプロフィール
横 山ゼミで広告と地 域 活 性を学
びながら、
「知多半島映画祭」や「サ
トウタリレー」などの地域活性化プ
ロジェクトに取り組む。現在、ゼミ

アの大学、学際的教育交流モデルとしてアメリカの大学

今後の目標について教えてください。

が紹介されました。またアメリカ、メキシコ、中国、オー

私自身、ワクワクすることに惹きつけられるので、将

ストリア、4カ国の革新的研究機関の将来像についての話

来は多くの人をワクワクさせるような仕事がしたいと考

がされました。最終日には大学教育の中での国連の意義

えています。そもそも私は、空港というワクワクさせら

について提案と議論がなされました。

れる空間が好きで、そこで働きたいと思い、本学に入

全体として総会は国際化の中での大学教育のあり方を

学しました。ゼミでは広告と地域活性について学んでい

その国なりの考え方で報告することが中心でした。報告

ますので、航空業界の中で広報やプロモーションの仕事

はやや総花的で、工学的な内容から医学、教育学、さら
には国際政治に至り、国々により異なる大学の関心事と
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ラジオCM 部門・大賞作品

品が評価されたことをうれしく思います。

過が報告されました。新しい大学モデルとしてオーストリ

広範な学問分野にわたり、これという意見の集約、方向

 以前から言葉というツールを使い、人を惹きつけるこ

Ｃ

Ｃ

今回のオーストリアの総会には日本私立大学協会の加

今回、コンクールに参加したきっかけは？

Ｓ

Ｓ

この視察旅行は IAUP の総会への参加に加え、ウイー

Ｎ

Ｎ

において第一回総会が開催されました。以後、韓国、アメ

名古屋学芸大学

2014 年の横浜総会で IAUP 会長に就任した佐藤東洋

を主会場に開催されました。

7

ACC 学生CMコンクール
（ラジオCM 部門）
で大賞を獲得

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

IAUP世界大学総長会議に参加して

のメンバーと環境問題をテーマにし
た卒業プロジェクトを企画中。友人
と結成した「hangirls」では、エコ
をテーマにハンガーを使用したアー
ト作品を制作し、エコプロダクツ展
に参加。今後の展開も検討中。

横山陽二准教授からのコメント
早川さんを一言で表すならば、好奇心旺盛。人に対しての

に就きたいです。自分の仕事を通して、いろいろな人と

興味が強く、学んだことをどんどん実践していく人という印

関わり、そして地域を元気にすることが私の目標です。

象です。社会に出ても活躍してくれると期待しています。

前列向って右側が本人
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マ

ー

和となる
ワッ! となる

「 参 太 祭 」を 開 催 ！！
さん

た

まつり

クリスマスイベントのテーマは、
「和となるワッ！となる」
2017年12月、名古屋学芸大学デザイン学科とプライムツリー

具体的なイベントの内容も木に関わるキーワードをもとに企
画。
『光』は「市松参太園」。日本伝統の市松模様で作ったイ
ルミネーションで和のクリスマスを演出します。
『花』は「プラ

尹成濟准教授のもと7人の学生たちが中心となって取り組んだ

イム花みくじ」
。引いたおみくじの小咲、中咲、大咲で、それ

「参太祭」は、お客様からの問い合わせが数多く寄せられる

ぞれに花のタネをプレゼントするイベントです。
『芽』は「プラ

など、予想以上の反響を呼び、約17,000人の集客を達成。た

イムつみ木」。子どもたちが木製の積み木で遊ぶコーナーを設

いへん好評なクリスマスイベントとなりました。

けることに。
『枝』は「こもれびプライム灯」。4つのゲートそれ

そもそも本学デザイン科の産官学協同プロジェクトの取り

ぞれの模様をモチーフにした置き型照明を設置した空間演出

組みがスタートしたのは 2014 年度のこと。以来、グッドデザイ

です。
『葉』は「ねがいごとプライムリーフ」
。クリスマスツリー

ン賞の獲得など、確かな結果を出してきました。尹准教授は、

のオーナメントを絵馬に見立て、願い事を書いてツリーに掛け
太を使用した年輪のスタンプでオリジナルのトートバッグなど

動が評価され、認知を広げてきたからに違いありません」
と語

が作れるコーナーです。

Ｓ

6 つのワッ！と驚く楽しいイベントを企画し、いよいよプレゼ

ります。

ケーション能力を磨きたいと口を揃えます。

姿を目にすることができ、やってよかった」
「お客様に評価して

また、尹准教授は、現場での対応力を学生たちに求めまし

いただけたこと、多くの人を集客できたことが嬉しい」と言い

た。
「万全の準備をしてきたつもりでも、想定していないことが

ます。今回の経験は、学生一人ひとりの確かな自信につながっ

起こるのが現場。私の指示を待つのではなく、自分で考え行

たことでしょう。

動していくことが大切」と話します。実際、今回の現場でも小

その一方で、
「今の自分に足りないものに気づかされた」と
も。尹准教授は「仕事は一人で行うものではありません。産学

さなトラブルは起きましたが、学生たちが状況を判断し、アイ
デアを出し合うなどして対処したそうです。

ンの準備へ。当日は、緊張しながらもしっかりと説明を行いま

協同を通して磨いてほしいのはコミュニケーション能力」と話

こうした学生たちの姿を見守り続けてきた尹准教授は、学

した。プレゼン後、プライムツリー赤池の石渡誠所長は「実行

します。今回のプロジェクトにおいても、メンバー間のコミュニ

生たちの変化を感じたと言います。
「学生が積極的に発言した

ランドの知名度を広げたい。そして地域の人々とのつながりを

レベルでいけると感じられ、一緒に盛り上がれるというイメー

育むための新しいことがしたいというものでした。この課題に

ジができた」とコメント。実現に向け GO がかけられました。

ケーションはもちろん、プレゼン、外注先との打ち合わせ、来

り、自発的に行動するようになったり、明らかに学生たちが変

向けてプロジェクトメンバーは 5月から準備をスタート。コンセ

学生たちは制作を進めながら、外注先とも打ち合わせ。サ

場されたお客様への対応など、様々なコミュニケーション能力

わってきました」。尹准教授は、学生たちの成長に確かな手応

が学生たちに問われました。学生たち自身も、もっとコミュニ

えを感じているようでした。

ポートスタッフの募集にも率先して動きました。同時に、運営

学生たちが意見を出し合う中、
「ワッと驚くようなことをしよ

に伴う様々なシチュエーションを想定し、お客様対応のシミュ

う」という言葉が。そこで着目したのが「わ」というキーワー

レーションも行っていきます。そして準備を整え設営。イベント

ド。地域が一つになる「輪」は、年輪を用いることでプライム

初日を迎えました。

ツリーらしい表現になるのでは。そして西洋の文化であるクリ

最終日を終えた学生たちは、
「無事終えられたことでホッと

スマスを「和」で表現することで新しいクリスマスイベントが提

しています」と口々に言いました。その言葉の中には、大きな

案できるのではないか。こうして生まれたテーマが、
「和となる

責任を果たした達成感もあったに違いありません。

ワッ！となる」
。そして「参太祭」とネーミングすることを決めた
のです。

と驚く楽しいイベント！

イベント内容は、木に関わる６つの

光

は「市松参太園」

花

は「プライム花みくじ」

芽

は「プライムつみ木」

日本伝 統 の市 松模 様 で作ったイルミネー
ションで和の演出。

引いたおみくじで、それぞれに花の種をプ
レゼント。

子ど も た ち が 木 製 の 積 み 木 で 遊 ぶ コ ー
ナー。

枝

葉

幹

は「こもれびプライム灯」

各ゲートをモチーフにした置き型照明を設
置した空間演出。
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は「ねがいごとプライムリーフ」

オーナメントを絵馬に見立て、願い事を書
いてツリーに。

は「プライム年輪工房」

本物の丸太スタンプで、バックなどが作れ
るコーナー。

ト

学生たちのコメン

イベントを終えた
板倉 諄哉 さん

山田 ひかる さん

阿部 昌美 さん

酒井 優衣 さん









（VCD コース）

（VCD コース）

（VCD コース）

（VCD コース）

現場では判断のスピード

自分 の 担 当 以 外 のこと

人を楽しませるというこ

私 たち が デ ザインした

が求められることを痛感し

も 理 解し、みん な で 共 有

とのたいへんさを知りまし

も の に ふ れてもらえ 感 動

ました。将来の目標は、グ

することが大切だと感じま

た。でも、お客様の笑顔を

しました。お 客 様 の 笑 顔

ラフィックデザインで人を

した。プロジェクトが進む

見 ると苦 労以 上の 喜 びが

を見ることができ、デザイ

楽しませること。これから

中で、周りに目を配り、コ

ありました。私はプレゼン

ナーってステキな仕事だと

も人にどこまで届くのかを

ミュニケーションを取りな

など、人に伝えることが苦

改めて思いました。今後も

考えながら制作していきた

がら 積 極 的に行 動 で きる

手。少しは上達したのでは

お 客 様を 笑 顔にするも の

いです。

ようになったと思います。

ないでしょうか。

を作っていきたいです。

市原 歩乃子 さん

福井 柚佳 さん

金森 由晃 さん







（VCD コース）

（VCD コース）

（SD コース）

尹成濟准教授から
ント
学生たちへのコメ

制 作 段 階 からみん なと

多くの人 たち に 私 たち

自分の感じたこと、考え

みんな期待以上にやって

しっかりコミュニケーショ

のデザインを目にしていた

たことを、どう伝えていく

くれたことを誇りに思いま

ンを取り、視野を広く持つ

だけたことが 嬉しいです。

のか。人に明確に伝えるこ

す。私が日頃から言ってい

こと が 大 切 だと 思 い まし

私は 意 見を言うのが 苦 手

との難しさを感じました。

るように、失敗を恐れる必

た。今の目標は、自分のデ

でしたが、少しずつ言える

多くの人と仕事をすること

要はありません。これから

ザインを的確にアピールす

ようになりました。これか

がどういうものなのか、今

も自分から発言していく、

るため の 表 現 力を 身につ

らもっとコミュニケーショ

回 体 験 で きたこと が とて

行動していくことを忘れな

けることです。

ン能力を磨きたいです。

もよかったです。

いでほしいです。
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Ｃ

Ｃ

今回、プライムツリー赤池の担当者から産学協同プロジェク
トのメンバーに与えられた課題は 2 つ。プライムツリーというブ

プトの立案を始めました。

9

イベントをやり遂げた学生たちは、
「お客様の楽しんでいる

Ｓ

談を受けたことがきっかけです。これも本学の産学協同の活

貴重な経験の中で
確実に成長していった学生たち

Ｎ

てもらうというもの。
『幹』は「プライム年輪工房」。本物の丸

Ｎ

「今回のプロジェクトは、プライムツリー赤池の担当者から相

達成

を
約17,000人の集客

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

赤池による産学協同プロジェクトとして、クリスマスイベント
「参太祭」が開催されました。イベントの企画から運営まで、

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

テ

名古屋学芸大学×プライムツリー赤池産学協同プロジェクト

名古屋外国語大学国際交流
覧

NUFS Partner Institutions
●ロシア

●オランダ
●アイルランド

HU ユトレヒト応用科学大学
サクソン応用科学大学

リメリック大学

●ドイツ

北西スイス応用科学芸術大学

●フランス
フランシュコンテ大学
マルヌ ラ ヴァレー大学
パリ第4大学（ソルボンヌ）フランス文明コース
グルノーブルアルプス大学
ジャンムランリヨン第3大学
ミッシェルドゥモンテンニュボルドー第3大学
エクス・マルセイユ大学
カーン大学
リヨンカトリック大学
ニース大学
トゥールーズ・ジャンジョレス大学
アンジェ西部カトリック大学
パリ第7大学
トゥールーズカトリック大学
リール第3大学

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

●イタリア

●台湾
銘伝大学
国立台湾大学
文藻外語大学

●ベトナム

トリノ大学
サッサリ大学

ベトナム貿易大学
ハノイ国家大学外国語大学
●オーストラリア

NEW セントラルクイーンズランド大学

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
サンシャインコースト大学
アデレード大学
サウスオーストラリア大学
タスマニア大学
マッコーリー大学
サザンクロス大学
ウェスタンシドニー大学

●フランス領ポリネシア
フランス領ポリネシア大学
●ニュージーランド
マッセイ大学
ワイカト大学

大学

2017年12月現在

今学期は245名の学生が海外留学へ出発しま
した。7月26日壮行会にて、亀山学長から激励
のお言葉をいただき、学生たちは大きな期待と
少々の不安を胸に7月末から10月にかけて、それ
ぞれの留学先へと旅立ちました。

●アメリカ
NEW オハイオ州立大学
NEW ヤングスタウン校

テキサス大学サンアントニオ校
エバンスビル大学
ノースイースタンイリノイ大学
リンゼイウィルソン大学
ロングウッド大学
コースタルキャロライナ大学
アーカンソー工科大学
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
グランドキャニオン大学
ハワイパシフィック大学
モントレー国際大学
ノースキャロライナ大学シャーロット校
テネシー大学チャタヌーガ校
ブレシア大学
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 カリフォルニア大学リバーサイド校
パイクビル大学
シンシナチー大学
ノースキャロライナ大学グリーンスボロ校 サザンオレゴン大学
パシフィック大学
ウェスタンワシントン大学
デンバー大学
クレムソン大学
カーソンニューマン大学
カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校
アイオワ大学
ペンシルバニア州立インディアナ大学
ジョージアサザン大学
ウェスタンキャロライナ大学
キャンベルビル大学
オザ－クス大学
ニューメキシコ州立大学
デッキンソン州立大学
カンサス州立大学

亀山学長からの激励のお言葉

2017年度2期出発者
国・地域名

人数

アイルランド

4

留学先国別人数
国・地域名

2

スペイン

5

1

台湾

2

イギリス

17

中国

6

●メキシコ

オーストラリア

38

ニュージーランド

グアダラハラ自治大学

オランダ

アメリカ
アラブ首長国連邦

カナダ

106

1

フランス

46

ベルギー
計

海外留学生

〈おいしい話 オランダ編〉

オランダに留学中の、英米語学科・小笠原優羽さんからのレ

UCR 特別留学体験レポート
昨年 7月、UCR 特別留学 11期生として帰国した大野駿介さんから
の留学体験レポートです。UCR 特別留学とは、カリフォルニア大学リ

ポートです。
こんにちは。私は現在、オランダのユトレヒト応用科学大学に
留学中です。今回紹介するのは、私がすっかり虜になった、オ
ランダで人気の食べ物です。まずは、
「クロケット」と呼ばれる
円筒型の揚げ物について紹介します。簡単に言うとオランダ版コ
ロッケで、駅の構内や街の至るところに専用の自動販売機があり
ます。価格も100 円程なので、小腹が空いた時のおやつにぴった
りです。写真のようにパンに挟んで食べるのが主流で、中身もカ

バーサイド校（UCR）にて、英語集中コースや、サービス業・観光経
営学などの基礎を学んだ後、フロリダ州にある「ウォルトディズニー
ワールドリゾート
（WDW）」にて、約半年間の有給実習を経験できる
留学制度です。
私がこの留学へ参加しようと思ったきっかけは、以前から旅行業界や
ホテル業界といった「形のないもの」を提供する職業に興味を持ってい

レー・チキン・チーズとバリエーション豊富なので飽きません。次

トが訪れます。言語や文化の異なる方々とのコミュニケーションは複雑

にオランダで最も有名な

で混乱してしまうことも多くありました。しかし、何度もそうした場面を

お菓子「ストロープワッ

経験することでやりがいや楽しさを見出すことができました。その中で

フル」についてです。薄

身につけた物事への柔軟な対応力は、将来あらゆる場面で役に立つこ

い二枚のワッフル生地に
シロップが挟んでありま

とでしょう。今では、WDWのキャストとして、ゲスト一人ひとりと関わり
（英米語学科 4 年 大野駿介）
あった経験全てが私にとって宝物です。

す。 スーパーにて手 頃

クロケット

10月 9 日
10月10日
10月19日
10月26日



小笠原優羽）

WDW での有給実習研修風景

UCR 特別留学11期生集合写真

セルカークカレッジ
ディズニー国際カレッジ
カリフォルニア大学リバーサイド校
ウェスタンワシントン大学
仏領ポリネシア大学
サザンクロス大学
カリフォルニア大学リバーサイド校
オーストラリアンカソリック大学

11月 7 日
11月16日

クレムソン大学

11月30日

デンバー大学

11月 6 日

（英米語学科 3 年

機 関 名
リンゼイウィルソン大学
カリフォルニア州立モントレーベイ校
ノースアラバマ大学
グリフィス大学
アーカンソー工科大学
ウェスタンシドニー大学

ユーコンカレッジ
カリフォルニア州立大学スタニスラス校
アルテベルデ大学
オカナガンカレッジ
サザンオレゴン大学
セントローレンス大学
ノースアイランドカレッジ

11月 3 日

おいしさです。

Feb.2018 Vol.84

10月 4 日～ 5 日

甘さが病みつきになりま

すが、それがまた格別の

11

10月 4 日

10月31日

と焼きたてが食べられま

ストロープワッフル

来 訪 日
6 月12日
7 月11日
7 月20日
9 月14日
9 月15日

に購入でき、シロップの
す。マーケットまで行く

2
13
2
245

Record of Visitors

たからです。WDWでは、マジック・キングダム・パーク内にて商品販売
の仕事をさせていただきました。WDWには世界中からたくさんのゲス

人数

韓国

Ｃ

Ｃ
NEW フェルナンドペソア大学

●スイス

●中国

126

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
レイクヘッド大学
セネカカレッジ

Ｓ

Ｓ

●ポルトガル

ブリュッセル自由大学
リエージュ大学
アルテベルデ大学

マールブルク大学
インゴルスタッド大学
ニュルティンゲン・ガイスリンゲン大学

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

海外留学生出発

Ｎ

Ｎ

マラガ大学
ウエルバ大学

●ベルギー

釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学校
国民大学

●カナダ

2017年度2期

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

マンチェスターメトロポリタン大学
バーススパー大学
ミドルセックス大学
オックスフォードブルックス大学
セントラルランカシャー大学
ケント大学
ウィンチェスター大学
ポーツマス大学
ノーサンブリア大学
NEW
チチェスター大学
ウスター大学
キール大学
ハイランドアイランド大学
●スペイン

ノーザンデンマーク大学

●韓国

●イギリス

NEW レイフアンカルロス大学
NEW グラナダ大学

●デンマーク

サンクトペテルブルク大学
国立研究大学高等経済学院

協定校

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

協定校一

Nagoya University of Foreign Studies

来 訪 者 名
ティム・マカルパイン氏
イダ・マンスリヤン氏
チュンシェン・チャン氏
メリッサ・バット氏
ヤスシ・小野寺氏
フィオナ・ウェブスター氏
アンガス・グレーム氏
シャナ・ラブラ氏
イベッテ・ノーザン氏
リサ・ミラー氏
ジアソン・ユエン氏
レオポルド・ムシヤン氏
カズヒロ・新木氏
サマー・クレモ氏
ニコラス・メシアス・ウィリアムス氏
ルイス・ハウイ氏
トレイシー・ダイソン氏
ヨシエ・クマガエ氏
メアリー・フンター氏
ヤン・ズリアーニ氏
キョウコ・ジョーンズ氏
メアリー・ガーディナー氏
セサール・バルブエナ氏
キャシー・ミュティス氏
ユキ・ヒロセ氏
キャロライン・クリスト氏
マシュー・グリフィン氏
Feb.2018 Vol.84
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名古屋外国語大学国際交流

世界20 か国・地域から

154 名の留学生

 NUFSには交換留学生137名と
大学院・学部の正規課程留学生17
名の計154 名の外国人留学生が
在籍し、日本語・日本文化・国際


国

名

男

計

20

17

37

中国

国

イギリス

5

10

15

イタリア

2

0

2

インドネシア

1

1

ウクライナ

0

オーストラリア
オランダ

名

女

男

計
23

ドイツ

1

7

8

トルコ

1

0

1

2

ニュージーランド

1

1

2

2

2

ノルウェー

1

0

1

9

9

18

フランス

11

6

17

0

2

2

ベトナム

2

0

2

カナダ

3

6

9

ベルギー

1

0

1

韓国

3

3

6

ポルトガル

1

0

1

るなど、意識の高さを感じさせました。なお、説明会後も教務課（国際交流担当）が随時、

台湾

3

1

4

リトアニア

個別の留学相談等を受け付けています。

合計

1

0

1

84

70

154

において専門分野を学びグローバルな視点で才能を発揮し、将来国際的な分野で活躍でき
る人材促成の為、海外留学制度を設けています。この制度では、在学中に半年（1学期間）
または1年
（2 学期間）の海外留学が可能です。説明会では留学制度全般について留学ハン
ドブックをもとに説明し、参加した学生は熱心に耳を傾け、質疑応答では前向きな質問が出

2018年度前期交換留学生
 2018 年度前期に本学メディア造形学部ファッション造形学科の3 年生（2018 年 4月より4 年生）1

 国 際日本 語 教 育インスティ

名がプフォルツハイム大学（ドイツ）に半年間留学します。プフォルツハイム大学は 2017年10月に本

テュートでは、留学生が日本の

学と学科間学生交換協定を締結しており、今回初めて交換留学生として学生を送り出します。充実

伝統文化を実際に体験できるよう

Ｃ

Ｃ



Ｓ

Ｓ

した留学生活を送れるよう、しっかりと準備をし、様々なことを経験、吸収して欲しいと思います。

そば打ち体験

畳づくり体験

伊勢神宮参拝

イングリッシュラウンジ
 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ンジを
実施しています。学科ごとに工夫してラウンジを
運営し、実践的な英語を学んでいます。今年度

そうめん作り体験

茶道体 験

は前期に4 学科（5 件）
、後期に4 学科（4 件）の

餅つき体験

ラウンジを設置し、約 200 名の学生が参加しま

Hello NUFS!

おうじゅう か

協定校からの留学生の王 柔 嘉さんが、出身大学の紹介をレポート
してくれました。

私にとって、国立台湾大学は私を成長させてくれる、大切な場所です。ここで、私の大学紹介をしたいと思います。
国立台湾大学（NTU）は1928 年に日本人によって創立されました。当時の NTU は「台北帝国大学」と呼ばれていま

した。同世代の留学生と交流することで意欲的
に学習でき、英語能力が上達する学生が多く見
られます。また、海外研修に向けての英語のブ
ラッシュアップにもなっています。

したが、1945 年に「国立台湾大学（通称 NTU、National Taiwan University、台大）」に変わりました。NTU は、台
湾で最も人気の名門大学として知られており、NTU 合格は多くの台湾の高校生の目標です。
NTU はまた、観光地としても有名です。キャンパスの中には八つの博物館があり、NTUと台湾の歴史・自然を紹介
しています。大学の建物には古い歴史があり、創立された時の社会を反映しています。NTU の学生たちはツアーガイド
として、その歴史を観光客に紹介しています。また、NTU は牧場を所有しており、牛乳の生産・販売をしています。大
学の売店には、毎日「台大牛乳」を買う為に並ぶ人がたくさんいる程、大人気の商品です。
NTU は本当に面白い場所です。是非、NTU へ行ってみてください。

おうじゅう か

（王 柔 嘉さん）


海外危機管理セミナー
 2017年10月に、学外から講師をお招きして、海外危機管理セ
ミナーを開催しました。このセミナーは毎年開催しており、今
年も日本アイラック株式会社（本学と提携している危機管理会
社）より講師をお招きし、実際に起きた事例紹介、現在の世界
情勢及び長期留学・短期研修での危機管理についてご説明頂
きました。当日は教職員約 30 名が参加し、当事者意識を持っ
て真剣に耳を傾け、積極的に質問をする参加者が多く見られ

台大椰林大道

13
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台大校門口

台大校史館

台大牛乳

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。
Feb.2018 Vol.84

Ｎ

Ｎ

された文化実習を紹介します。

 2017年 9月27日、29日の 2日間にわたり海外留学説明会を開催しました。本学では、海外



国際日本語教育インスティテュート

す。昨年9月～12月にかけて開催

（2018 年度後期出発学生募集）

5

（2017年12月現在）

「日本文化実習」を実施していま

海外留学説明会

18

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ビジネスなどを学んでいます。

女

アメリカ

Nagoya University of Arts & Sciences

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

受け入れ留学生

名古屋学芸大学国際交流

Nagoya University of Foreign Studies

14

NUFS OPEN CAMPUS 2017

留学と就職に強い名古屋外大の魅力を発信！

オープンキャンパス

メディア造形学部オープンキャンパス・AO 入試相談会
名古屋学芸大学のすべて－ NUAS Live 2017－

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋外大のすべて Vol.1, Vol.2

名古屋学芸大学

看護学部オープンキャンパス

看護学部・管理栄養学部・ヒューマンケア学部オープンキャンパス

自分の未来がイメージできる体験型オープンキャンパス、開催！

両日とも、ZIP-FMのミュージックナビゲータークリス・グ

学においてオープンキャンパス「名古屋外大のすべて Vol. 1,

レンさんと花上裕香さんによる「RADIO ORBIT from 名

2」を開催しました。7月は 3,500人を超える参加者が来場

古屋外国語大学 OPEN CAMPUS 2017」のラジオ番組の

し、本学オープンキャンパス史上最高来場者数を更新、大

公開生放送を実施しました。番組内ではグッドミュージッ

いに盛り上がりました。今年度も留学イベントをはじめ、模

クとともにオープンキャンパスのイベントの紹介はもちろん、

擬授業、学科イベント、入試情報説明会、またキャンパスツ

オープンキャンパスに参加していた本学の在学生の生インタ

アーやクラブ発表など、さまざまなイベントを通して、受験を

ビューもオンエアーされました。昨年同様、オープンキャン

控えた高校生たちに名古屋外大のすべてを知ってもらえる

パスの来場者の方からも大変好評でした。
生が、実際の離陸から着陸までを再現した「模擬フライト」

わいでした。エアラインイベントの人気も高く、キャビンアテ

を実施しました。例年通り、予約の段階で満員となる盛況

ンダントやグランドスタッフなど航空業界で活躍している卒

ぶりでした。さらに、河合塾の人気講師を招き、7月は特別

業生が、実際の仕事内容をはじめ、学生時代をどう過ごし

選抜入試対策講座「英語」
、8月は過去問題を題材にした入

たかなどをトークライブ形式で行い、高校生はもちろん保

試対策講座を受験生対象に実施しました。そのほかにも入

護者の方々も熱心に耳を傾けていました。

試・学生生活・留学・就職・教職の個別相談は終日開催さ

制で開催し、受験生をはじめ、多くの保護者や低学年の高

に看護学部オープンキャンパス、7月23日（日）に名古屋学

校生にも参加していただきました。3回の開催でおよそ1800

芸大学のすべて－NUAS Live 2017－、8月20日（日）に看

人が来場し、本学看護学部への関心度の高さがうかがえま

護学部・管理栄養学部・ヒューマンケア学部オープンキャン

した。
日進キャンパスでは、6月にメディア造形学部オープンキャ

パスを開催いたしました。
今年度より、日進キャンパスに加えて、2018 年 4月開設の

ンパスを実施。AO入試について積極的に質問する受験生

看護学部オープンキャンパスを名古屋医療センター内の名

の姿が目立ちました。7月は全学部・学科を対象に、8月は

城前医療キャンパスで開催。第 1回目となる6月18日
（日）は

管理栄養学部・ヒューマンケア学部を対象にオープンキャン

受験生のみを対象に事前予約制で午前と午後の 2 回同じ内

パスを開催し、各学科が特色あるイベントを実施しました。

容で実施し、多くの受験生から申込みをいただきました。当

多くの高校生や保護者が在学生や教員に熱心に質問する

日は、学科概要説明、入試情報説明のほか、特別講義や各

姿がとても印象的でした。

実習室でさまざまな看護の学びを体験していただきました。

Ｃ

Ｃ

ブスピーカーと話そう」のコーナーは行列ができるほどの賑

形学部オープンキャンパス・AO入試相談会、6月18日（日）

Ｓ

Ｓ

また、今回もエアライン業界研究グループに所属する学

そして、7月・8月の看護学部オープンキャンパスは自由参加

Ｎ

Ｎ

オープンキャンパスになりました。
「個別相談」や「ネイティ

名古屋学芸大学は、2017年 6月11日（日）にメディア造

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2017年 7月30日（日）
、8月27日（日）に名古屋外国語大

れ、両日ともに多くの高校生や保護者の方々が訪れました。

企画

PICK UP

名城前医療キャンパス
（看護学部対象）

「RADIO ORBIT from
名古屋外国語大学
OPEN CAMPUS 2017」
公開生放送

〈全体説明〉

〈特別講義〉

2018年度4月開設の看護学部の概要

事例から看護について学ぶ講義に受験

説明、入試説明を行いました。

生は熱心に耳を傾けていました。

オープンキャンパスの内容はもちろん、
在学生のリアルな声もお届けしました。

キャンパスツアー
〈実習室の見学・体験コーナー〉

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。

妊婦・新生児の観察、沐浴・抱っこ体験、血圧測定、心音の聴き方、瞳孔の観察、呼

日進キャンパス

吸音の聴き方、在宅療養者の観察、筋肉注射、吸引の説明、静脈血採血など、各実
習室の見学・体験コーナーを設置。多くの高校生が積極的に参加していました。

（管理栄養学部、ヒューマンケア学部、メディア造形学部対象）

ネイティブスピーカーと
話そう
ネ イティブ ス ピーカ ー と のコ ミ ュ
ニケーション が 楽し め る人 気 コ ー
ナー。外国人教員や留学生と参加者
達は英会話を楽しみました。

15
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〈全体説明〉
各学科に分かれて学科概要説明を行い

〈学科企画〉
各学科が特色あるイベントを実施しました。

ました。
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インターンシップ 2017 夏期研修

受入れ企業もさらに充実！

2017 年度（4 年次生）就職状況

2017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 41事

短期決戦の状況下、大きな成果を上げる！

業所に 2 年生・3 年生合わせて 72 名が参加しました。例年通り4月の説
います。また本学が力を入れるエアライン業界では CAなど

明会にはじまり、事前研修、マナー講座、コミュニケーション講座を経

針」は昨年度同様、基本的な採用日程に変更はありません

合わせて 76 名の内定（2018 年1月現在）
が決まっており、ま

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

でしたが、各企業の採用意欲は依然高く、短期決戦が一層

たマスコミ業界では、NHK 金沢放送局・帯広放送局、講

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にて

強まる傾向になり、内定（内々定）獲得も早いペースで進ん

談社からそれぞれ内定を獲得、大きな成果を上げることが

インタビュー形式にて報告を全体にしました。今回から過去にこのイン

でいきました。内定状況はさらに充実度が高まり、特にメー

出来ました。

ターンプログラムに参加をした4 年生の内定者から就職活動に向けての

カー、商社、運輸等で主要企業からの内定が多く得られて

アドバイスを貰いました。最後に、阿部 彰彦担当教授が参加学生に修

おもな内定先企業（2018 年1月現在）

了証書を手渡し、労をねぎらいました。

Ｓ
Ｃ

マスコミ
・
情報

NHK 金沢放送局、NHK 帯広放送局、講談社、マイナビ、ク
リーク・アンド・リバー社、富士ソフト、Apple Japan 他

メーカー

トヨタ自動車、アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュ、ヤマ
ハ発動機、三菱電機、日本たばこ産業、日本特殊陶業、ロッ
テ、久光製薬、豊田合成、富士機械製造、ヤマザキマザック、
日本ケミコン、大豊工業、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
他

サービス

オリエンタルランド、LEGOLANDJapan、日本郵便、長島
観光開発、トヨタエンタプライズ、ブラス、ECC、イーオン、
ヒューマンアカデミー、スタジオアリス、ヒューマンリソシア、
パーソルキャリア、トヨタレンタリース名古屋、共立メンテナ
ンス 他

公務

航 空管制官 愛 知県警 察 陸上自衛隊 航 空自衛隊 豊田
市役所 瀬戸市役所 刈谷市役所 尾張旭市役所 他

教職

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

建築
・
その他

一条工務店、大東建託、TSUCHIYA、オープンハウス、積
和不動産中部 他

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（2017 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、オリエンタルランド、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、名大社、NHK 文化センター、地域活性プランニング、大広、中央工機 他 全 41事業所

Ｃ

ホテル

ジェイアール東海ホテルズ
（マリオットアソシア）、名古屋ヒル
トン、名古屋観光ホテル、ナゴヤキャッスル、名古屋東急ホテ
ル、 東京ベイホテルズ、プリンスホテル、星野リゾートグルー
プ、リゾートトラスト、ジェイアール西日本ホテル開発（グラ
ンヴィア京都） 他

金融
・
保険

三菱東京 UFJ 銀行、中京銀行、三重銀行、百五銀行、伊予
銀行、東邦銀行、豊田信金、瀬戸信金、豊川信金、 東海労
働金庫、モルガン・スタンレー MUFG 証券、東海東京フィナ
ンシャルホールディングス、野村證券、岡三証券、丸三証券、
あいおいニッセイ同和損害保険、第一生命保険、明治安田生
命保険、住友生命保険、クレディセゾン、なごや農業協同組合
他

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

インターンシップ参加レポート
研修先：株式会社地域活性プランニング

国際ビジネス学科 3 年

江尻 峻哉

さん

2018 年度（3 年次生）就職に向けて

2017 年 8月15日～26日

私は、10日間の研修で営業同行、雑誌原稿の校正、インターネットサイトのマーケティング分析、
イベントの準備・運営などを体験させていただきました。また、ミーティングやイベント紹介ブログ
の作成にも携わらせていただき、働く現場の雰囲気を肌で感じることができました。イベントでは多
くの外国の方にもご来場いただき、各市町村の持つ独自性を知ると同時に、日本の魅力を再発見す
ることができました。この経験で、自ら魅力を作り出し、それを世界に向けて積極的に宣伝すると
いうプロセスが、これからの日本には必要だと思いました。

資格支援講座

万全の支援体制でスタートダッシュを！

「マナー・プロトコール学内検定優秀校」表彰について

現 3 年次生（2019 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

本学では、2016 年度に初めて学内で文部科学省後援「マナー・プロトコール検定」3 級試験を実施いたしました。こ

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

の検定は、NPO 法人日本マナー・プロトコール協会が実施する、日本、そして社会人として必須のマナーやプロトコー

たが、開始以前の時期にインターンシップ等を実施する企業が一層増加しており、準備期間
の使い方がより重要となってきています。本学では例年にも増して準備段階での支援行事を

Ｓ

運輸

西日本旅客鉄道、日本通運、フジトランスコーポレーション、
名港海運、東陽倉庫、伊勢湾海運、伊勢湾倉庫、鴻池運輸、
鈴与、上組、郵船ロジリンク、日本トランスシティ、遠 州鉄
道、旭運輸、マツダロジスティクス、西濃運輸、ヤマトロジ
スティクス 他

ジョンソン・エンド・ジョンソン、日立ハイテクノロジーズ、日
通商事、リコージャパン、資生堂ジャパン、大塚商会、東陽、
豊通マシナリー、ジェイアール東海高島屋、米国三越、イオ
ンリテール、日本毛織、ユニクロ、万兵、モリリン、シャネル
他

Ｎ

旅行

JTB グループ、JTB 東海、エイチ・アイ・エス、日本旅行、近
畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、阪急交通社 他

Ｎ

航空

商業
・
アパレル

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2017 年度の就職活動は、経団連「採用選考に関する指

日本航空、全日本空輸、ANA ウイングス、日本トランスオー
シャン航空、フジドリームエアラインズ、ソラシドエア、中国
国際 航 空、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、ジャルセールス、
中部国際空港旅客サービス 他

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大学

就活準備サマー合宿（2017.9）

充実させ、活動開始スタートダッシュを目指しています。

ル（国際儀礼）に関わる知識と技能を認定する資格です。
今回の152 名という受験者数は、任意受験の初回としては
最も多い人数だそうです。短時間の講座で受験に臨んだこと
に不安はありましたが、結果として、2016 年度の「学内検定

17

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。その都度外部講師も参加。

業界・仕事理解セミナー

11月から 2 月までの間、公務員を含む各業界約 40 社から担当者が来訪。

合宿研修

就活準備サマー合宿（9月）
、直前合宿（2 月）
、エアライン就活合宿（1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。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。大学紹介企業の他に一般公募企業も年々増加。

業界パネルディスカッション

同業界の企業が一堂に会するユニークなイベント。物流業界、アパレル商社の他、今回初
めてブライダル業界も実施。ますます充実。

OBOG との交流会

主要企業 34 社から OB・OG が参加。学生も約 300 名参加し大盛況となりました。

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、きめ細かい支援を実践しています。

Feb.2018 Vol.84

優秀校」に選出されました。これは合格率 95％以上または平
均点 120点以上（150点満点中）に贈られる栄誉です。
OBOG との懇親会（2017.12）

9月には同協会より明石理事長が来学し、亀山学長に表彰
状を授与いただきました。
今年度は新たに 2 級を加え、今泉景子准教授（マナー・プロ
トコール検定 1 級取得）による試験対策指導および学内検定
を1月に実施しました。

エアライン就活合宿（2018.1）

Feb.2018 Vol.84

18

わ

就 職 情 報

キャビンアテンダント出身校ランキング

外国人観光客が「また来たい」と思える
ツアーオペレーションを目指して

採用数で名古屋外大が全国 8 位、採用率では 6 位にランクイン
ニュース・情報サイト
「AERA dot.
（アエラドット）」に、
「大

用率では 6 位と紹介されました。中部地区では採用数、採

学ランキング」
（朝日新聞出版）最新版データに基づく
「キャ

用率とも2 位に 2 倍以上の差をつけ、突出しています。なお、

ビンアテンダント出身校ランキング」が掲載されました。

本学は2017年にグランドスタッフや総合職などエアライン業

―以下、
「AERA dot.」より本学関係分を抜粋
最近、熱心なのが名古屋外国語大（8
位、28 人）である。
「エアライン・ホスピ

界全体で 80 名が就職しています。

https://dot.asahi.com/dot/photoarticle/2017122800108.html
キャビンアテンダント採用
ランキング（2017 年）1～15 位

対し魅力的な日本を紹介することは、とても重要な役割で

ツアー出発のお見

す。東武トップツアーズ株式会社では、以前より訪日旅行の

送りをします。在

取り扱いに精力的に取り組んできました。2010 年には国際

学中に経験した、

旅行事業部を設立し、従来の欧米からのお客さまに加えて、

海外への留学やイ

アジアなど世界各国からのお客さまの受け入れ体制を強化

ンターンシップ、ボ

しています。

ランティア活動な

 私は大学卒業後当社に入社し、4 年間名古屋支店で法人

どで培った、異文

営業を担当しました。その後海外研修員としてロサンゼルス

化間でのコミュニ
ケーション能力が試されます。ツアーを終えて港に戻ってく

4.59

青山学院大

53

2

学習院女子大

4.13

関西学院大

42

3

聖心女子大

4.11

上智大

42

4

津田塾大

3.93

5

明治学院大

41

5

フェリス女学院大

3.69

6

立教大

36

6

名古屋外国語大

3.49

支店での1年間の研修を経て、現在は、東京国際事業部の

「航空業界への就職をめざす学生を対

7

法政大

30

7

東洋英和女学院大

3.09

海外客船を担当する部署に勤務しています。

るときに見せてくれるお客様の笑顔が、なによりも次のモチ

象に、外資系航空会社が乗員訓練で実際

8

同志社大

28

8

神戸女学院大

2.61

 昨今日本では、北は北海道から南は沖縄まで、多くの海

ベーションに繋がります。今までの海外経験を生かし、外国

名古屋外国語大

28

9

白百合女子大

2.55

同志社女子大

27

10

宮崎公立大

2.38

外客船が寄港しています。私たちの使命は、その海外客船

人の目線に立って日本の魅力を伝えていくことが、今の私に

立命館大

27

11

清泉女子大

2.2

に乗船する外国人旅行者に対し、多様な観光資源を生かし

できる最大の社会貢献だと思っています。

に使用する施設にて、トレーニングを行う
CA 体験型の海外研修（オーストラリア・

10

マレーシア）です。機内アナウンスや緊急

12

明治大

26

12

明海大

2.17

避難訓練など、実践的なトレーニングを

13

獨協大

25

13

同志社女子大

2.09

訓練生さながらに受けることで、仕事への

14

早稲田大

23

14

神田外語大

1.92

関西大

21

15

東京女子大

1.91

津田塾大

21

意識・理解を高めます」
（同大学受験生サ
イト）

15

※ランキングデータは大学通信調べ。採用率の母数はその年の就職者数。

ながら、
「また日本に来たい」と思ってもらえるような寄港地

夫婦そろってフランスの有名店で修行
念願のお店をオープン
PATISSERIE mimi

NSC

名古屋製菓専門学校
2007 年 3 月卒業

2018 年度より就職活動交通費支給スタート
企業を受験する学生を対象に、一定の条件を満たせば運

屋ファッション専門学校・名古屋栄養専門学校・名古屋製菓

賃の補助金を出すことになりました。1名につき支給5回（往

専門学校 3 校共に今年度よりスタートし、支援期間は 2019

復で1回）と上限とします。今までトライできなかった企業

年 3月末までとします。詳しくは事務室就職相談室までお問

にも補助金を使ってチャレンジして欲しいと思います。名古

い合わせ下さい。

筆記試験対策講座 3日間開講

深谷 大佑

さん・奈美 さん

洋菓子科

 店名の由来はフ
ランス語でミミ＝
お嬢ちゃん、かわ

 愛知県大府市に2017年1月にお店をオープンしました。大

いこちゃんといっ

府市で開業したのは、自分がこれまで学んできたことを、生

た 意 味 で、 家 族

まれ育った地元で多くの人に表現出来たらいいなという思い

のように愛される

があったからです。

ケーキ屋さんにし

 私たちは在学中に知り合い、お菓子づくりを目指す多くの

たいという思いか

友人とともに 2 年間を過ごしました。また 2人ともいずれは

らです。

一緒にお店をやろうと決めていたので、学校を卒業した後、

 今はテイクアウ

それぞれ別のケーキ屋で修行を積み、結婚を機に、2人で

トのみですが、体

渡仏し、技術を磨きました。

制が整ったら、そ

深谷大佑さん（左）・奈美さん（右）

昨年度は学生有利の売り手市場となりました。求人受付

め、対策講座を開講することにしました。卒業生や在校生

 フランスでの修行先に選んだローラン・デュシェーヌ氏の

の場で食べてもら

企業は昨年より増え、リーマンショック前の水準まで回復し

からは、
「受けて良かった」
「対策講座と同じような問題が出

お店では、子供が食べやすいケーキを意識しており、大府

えるよう、カフェに

たと言われています。しかし、採用環境は厳選採用の傾向

て解けた」と嬉しい声をもらっています。対策講座を受けて

市もファミリー層が多いので、複雑なものよりはシンプルで

も、力を入れていきたいと思っています。他のケーキ屋には

が継続し、一般常識試験や技術試験、面接と一般試験は

内定を勝ち取ってほしいと願っています。

わかりやすいもの、その中で食感や香りのアクセントを出

ない自分達らしい新しいお店を目指しています。

すように心掛けています。

必ず試験があります。対策として3日間の就職筆記対策講座
を開講します。大きな関門である筆記試験に万全を期すた
19
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期間：2018 年 3 月 12 日～14 日の 3 日間（定員 100 名）
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Ｃ

レーニング・スタディ」がある。

Ｃ

一緒に、お客様の

Ｓ

Ｓ

え、観光立国推進が国策と掲げられる中、外国人旅行者に

Ｎ

Ｎ

は、船のクルーと

大

また、海外研修として「エアライン・ト

％

 寄 港 日当日に

 訪日外国人旅行者は 2017年には年間 2,869 万 1千人を数

関西外国語大

が行われる。

2

学

営することです。

1

3

学

英米語学科

ツアーを企画、運

順位

空業界各社の採用試験合格に向けた講義

関西外国語大

外国語学部

さん

人数

ワーアップエアラインプログラム」では、航

大

1

名古屋外国語大学
2012 年 3 月卒業

兼田 純

102

タリティ科目」
を正規授業として開講。
「パ

順位

キャビンアテンダント採用率
ランキング（2017 年）1～15 位

東武トップツアーズ株式会社

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

全国の並みいる有力大学の中、本学は採用数で 8 位、採

就 職 情 報

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大学

しの
た

就 職 情 報

NUAS

名古屋学芸大学キャリアサポートセンター

クニックを講義と実践（ワーク）を通して考え、身につける」

『ステップⅠ』
（就活全体像の理解と自己理解）、
『ステップ

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

Ⅱ』
（就活への目的意識の醸成とモチベーション向上）、
『ス

う、各学部・学科での教育カリキュラムに加え、
【社会人基

テップⅢ』
（就活の準備・実践）の3 つの段階で無理なくス

礎力養成プログラム】と【就職活動支援プログラム】の 2 つ

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

のプログラムを展開しています。

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。

活動方針
項

対

象

時

期

4月
5月～
全学年

ステップⅠ
（就活全体像の理解
と自己理解）

映・デ
4年生

基礎力調査

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）

EQ スコア向上プログラム（EQ フォ
望ましい EQ 特性を身に着けるための講習・研修
ローガイダンス①）
笑顔のコーチング講座（EQ フォロー 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
ガイダンス②）
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

社会人基礎力養成塾（基礎学力向上
不得手科目の克服に向けた対策講座など
プログラム）

9月
5月
6月

11月

1月
2月
未定
2月頃
4月

卒業後の進路を考えよう

進路ガイダンス

第1回就職ガイダンス

就活スケジュール、心構え

インターシップガイダンス

インターンシップの意義、参加する上での心構え、注意事項

第2回就職ガイダンス

SPI3を知ろう（SPI 対策講座）

第3回就職ガイダンス

業界・企業研究

第4回就職ガイダンス

9月

自己分析（映・デはポートフォリオについて）

第5回就職ガイダンス

【講義編】エントリーシート、履歴書作成

第6回就職ガイダンス

【実践編】エントリーシート、履歴書作成（実際に記載）

第7回就職ガイダンス

【講義編】面接対策

第9回就職ガイダンス

【講義編】グループディスカッション対策

第10回就職ガイダンス

【実践編】自己 PR を完成させよう！

就活解禁直前講座（2）

【実践編】面接対策

就活解禁直前講座（3）

【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

就職活動相談会

個別面談による就活状況の把握と求人情報の提供

サポートガイダンス

就活留意点、遠隔地支援他各種手続き説明

就勝サマー合宿

等

専門分野での就業体験
就活基礎力 UP セミナー、優良企業の見つけ方セミナー、就職筆
記試験攻略セミナー、グループディスカッション対策、集団面接
対策

就職筆記試験対策トレーニング
（SPI編） 筆記試験対策講座
9～1月

公務員採用試験対策講座

公務員志望者向け採用試験対策講座

11月

内定者懇談会

4年生内定者による就活体験談

12月

就活の身だしなみ・服装講座（男性
リクルートウェア対策講座
編、女性編）
実践！印象向上メイク講座（女子学生） 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）

3年生
（希望者）

就勝出陣式

～いざ！出陣～

就勝直前合宿

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

就活解禁直前！集団面接徹底トレーニング 国家資格キャリアコンサルタントによる5名1組の集団面接講座
2月

個別面接対策講座

個別要望に対応した面接特訓講座

グループディスカッション対策講座

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

就職筆記試験直前対策トレーニング
筆記試験対策講座
（SPI 編）
〈2回目〉
3月
随時
企業説明会
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3年生

首都圏就職プログラム

アパレル業界合同企業説明会／クリ博就職フェスタ

職場体験談会

卒業生による就業体験の説明

業界セミナー／企業セミナー

業界・業種の特徴と職種内容

3月

合同企業説明会（学外開催）

随時

個別企業説明会

2 日目
講座④ 面
 接・グループディスカッション攻略法セミナー
実践① グ
 ループディスカッション対策講座
実践② 集団面接対策講座
まとめ・発表 ～就活開始に向けての決意宣言～

2017 年度

求人票の読み方

就活解禁直前講座（1）

ポートフォリオガイダンス

実施プログラム内容
1 日目
講座① 就 活基礎力 UP セミナー ～ビジネスゲームを
通して主体性の大切さを学ぶ～
講座② 優
 良企業の見つけ方セミナー ～業界大手・人気
企業の魅力に迫る！～
講座③ 就 職筆記試験攻略セミナー ～企業と公務員の
筆記試験を突破しよう！～
就活に役立つ！常識クイズ大会

ンも大幅上がったものと思います。
実施結果
実施後の学生アンケートの結果は以下の通り。
①「合宿はとても満足」と回答 65 ％、
「ほぼ満足」と回答 35 ％ 計 100 ％
②「就職意欲が大きく高まった」と回答 76 ％、
「どちらかと言えば高まった」と回答 23 ％ 計 99 ％
参加学生の声
・就活について向き合うきっかけになりました。ありがとう
ございました。
・合宿というと辛いイメージしかありませんでしたが楽し
かったです。
・全体的に意識が高まり、準備をするきっかけになってよ
かった。
・大変だったけど、達成感がありました。グループディス
カッションや集団面接はこの様な機会でないと体験でき
ないので満足しています。
・最初は、初対面の人と同じグループで同じ部屋に泊まるな
んて嫌だなあと思っていたけど、実際仲良くなれて他学科
のことも知れたので良かったです。

就活マナー

第8回就職ガイダンス

8・9月他 インターシップ研修

就職活動支援
プログラム

等

通年

12月
ステップⅢ
（就活への直前対策）

容

新聞の読み方

10月
ステップⅡ
（就活の準備・実践）

内

卒業後を見据えた大学での過ごし方

10月

7月
3年生
（全員）

マ

基礎力ガイダンス（1、2年生）

実 施 日 2017 年 9 月13日（水）～14日（木）／1泊2日
実施場所 すいとぴあ江南
（愛知県江南市草井町西200番地
☎0587-53-5111）

参 加 者 学生：79 名 講師陣：8 名 CS 職員：5 名

今後、本格的に始まる就職活動に向けてのモチベーショ

Ｃ

Ｃ
1・2年生

ー

る実践講座などを行いました。

Ｓ

Ｓ
進路指導

10月～

テ

加え、グループディスカッションや集団面接を実際に体験す

一生懸命に取り組み、最後まで頑張りました。

CS センター活動計画

施

業の見つけ方セミナー、就職筆記試験攻略セミナーなどに

Ｎ

Ｎ

社会人
基礎力養成
プログラム

実

現在の就職活動スケジュールとなってからは初めての試
みとなるこの合宿では、就活基礎力UP セミナーや優良企

プログラムの内容も盛りだくさんでしたが、参加学生は、

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

をテーマに下記の内容で就勝サマー合宿を実施しました。

第1回就職筆記試験対策トレーニング（SPI 編） 実施報告

多くの企業が採用試験で、
「筆記試験（SPI 試験や一般常

が伸びます！」のキャッチフレーズの基にキャリアサポートセ

識）」を実施しており、昨今では、一部の地方自治体の公務

ンターでは、毎年就職筆記試験対策トレーニングを実施して

員試験でもSPI 試験が取り入れられています。筆記試験は、

います。今回実施したトレーニングでは、1日の受講でも大幅

企業が必要とする「言語理解などの基礎的能力」や「時事

に成績が伸び、参加学生の 85.5％が中堅企業、61.9％が、大

など一般常識」を持ち合わせているかどうかを判断する他、

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。

面接可能人数を絞る目的にも利用される場合があります。
そこで、
「1日のトレーニングでもSPI
（非言語分野）の成績
実 施 日 2017 年 9 月 8 日（金）／9：40～18：40
実施場所 名古屋学芸大学 E33 教室他
参 加 者 59 名（内模擬試験受験者 56 名）
実施プログラム内容
1 コマ：全体ガイダンス
2 コマ：SPI 非言語①（割合、損益算）
3 コマ：SPI 非言語②（集合、仕事算、分割払い）
4 コマ：SPI 非言語③（速度、順列・組合せ）
5 コマ：SPI 非言語④（確率・推論）
6 コマ：SPI 模擬試験＋解説
参加学生の声
・常識的な問題だとわからなくても、なかなか人に聞けずに
いたので改めて、忘れていた公式など勉強できてすごく良
かったです。
・1 日だけであったが、最後の模擬試験が驚くほど解けるよ
うになって嬉しかった。

今年度も2月にも3 年生を対象に就職活動解禁直前の第
2 回目のトレーニングの実施を予定しています。
・忘れていたことを思い出すという感じでした。少しでも
解き方を思い出せたので良かったです。自分自身でこう
いった時間を作りづらいので、こういった形で勉強できて
よかったです。
・スケジュールを見て長いなと思っていましたが、いざ体験
してみると内容が詰まっていたのであっという間でした。
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2017 年度

実施報告

「社会人基礎力や就職活動を勝ち抜くためのスキルやテ

就職活動支援プログラム

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

キャリア教育の中心である
【就職活動支援プログラム】は、

就勝サマー合宿

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋学芸大学

22

わ

しの
た

小学校の養護教諭として、
子供たちの笑顔と健康を支える
矢作南小学校

寄田 あかね

名古屋外国語大学 現代国際学部の特徴的な教育プログラムの一つ「現代国際学特殊
講義」
。この講義は、様々な分野で活躍する人物を招き、実際の仕事内容、仕事に取り組
む姿勢など、リアルな体験を語っていただくもの。今年度は、名古屋外国語大学・名古屋

さん

学芸大学の卒業生も講師として講義を行いました。身近な目標である卒業生の言葉に、学
子どもケア学科

生たちも刺激を受けたようです。

子どもケア専攻

木下 愛子

 私は岡崎市にある矢作南小学校に勤務しています。矢作
南小学校は、全校児童 800 名を超す大規模校です。養護

河田拓也氏の講義風景

氏

名古屋外国語大学

現代英語学科卒業

NHK 名古屋放送局 「ほっとイブニング」キャスター

「放送に携わること、伝えること」

教諭は複数配置で、現在は市の主任養護教諭を務めるベテ
ではありません。結果を受けて、保護者の方にお知らせの

10月20日の講師は、キャスターの木

者のためになる情報』
『放送局は地元の応援団』の 4 点につい

下愛子様。大学時代の体験としてまず

て説明。そして、
「地元で頑張る人を紹介することを通してこの

いう事例はありません。目の前の子供たちと真摯に向き合

文書を作ったり、学級担任の先生方と情報交換をしながら

語られたのは留学について。オーストラ

土地の魅力を発信していきたい。それが地元を応援することに

い、その場その場で自分にできる最善を尽くすことが求めら

対応の仕方を相談したりという事後処置を行います。また、

リア・タスマニア大学への留学を通して、英語力はもちろん、い

もつながる。この仕事ができて幸せです」と語りました。質疑

れます。毎日が試行錯誤と学びの連続です。教員採用試験

診断結果を統計的に処理して、学校全体としての健康課題

ろいろな人とコミュニケーションが取れるようになったと語り

応答では、学生が積極的に質問していました。講義後の取材

の合格は、勉強のゴールではなく、スタートに過ぎなかった

を捉え、役職の先生方や担任の先生方に伝えることも養護

ました。その経験は、いろいろな文化を持っている人と仕事を

では、大学生活について「部活動で培われたチームワークやコ

ことを日々痛感しながら働いています。

教諭の大切な役割です。児童数が多く、子供たち全員と接

する上で、今も役立っているそうです。部活はチアリーディング

ミュニケーションを大切にする心は、今の仕事にもつながって

 本校の子供たちは、私が想像していた以上に豊かで自由

点を持つことが難しい大規模校で働く私にとって、健康情

部に所属。地元を応援するという気持ちは、今の仕事に生きて

います」と。そして「留学を通して、自分で考え、意見を言い

Ｃ

Ｃ

ています。養護教諭の仕事には、一つとして「全く同じ」と

Ｓ

Ｓ

くさんあります。例えば、健康診断をしたら、それで終わり

Ｎ

Ｎ

ランの先生にご指導をいただきながら毎日の執務にあたっ

な発想をしています。小さな頭の中に、大きな宇宙が詰まっ

報は大きな味方です。児童対応をする時間よりも、これら

いると話します。その後、NHK 函館放送局での体験談、そし

ことの大切さを学びました」と語られました。後輩である学生

ているようです。担任の先生に向かって、私のことを「俺の

の事務作業にかける時間のほうが長くなるような日もありま

て現在のNHK 名古屋放送局での仕事内容へ。企画のテーマ

たちには、
「今は幅広くチャレンジできる時。いろいろなことに

友達なんだけどね」
と紹介する子や、けがをした場所を尋ね

す。児童対応に比べると地味な仕事ですが、子供たちの

探しから取材、撮影交渉や日程調整、構成作り、編集、コメン

チャレンジしてほしい」とメッセージをいただきました。

られ、どこを指し示すこともなく「あの穴」と訴えてくる子、

命、安全を守るという点で不可欠な仕事だと考えると気が抜

きゅうりを食べる音を「きゅきんきゅきん」と表現する子もい

けません。岡崎市では、今年度から校務支援システム「OK-

されました。最後に木下様が大切にしていることを紹介。
『取

ました。そんな子供たちが微笑ましくて、思わず笑顔になっ

TASK」
が導入され、事務作業が効率的に行えるようになり

材先の気持ちに寄り添う』
『世の中の動きには敏感に』
『視聴

てしまう毎日です。一方で、自分の思いをうまく表現できず

ました。健康診断結果や保健室来室状況を記録しておくと、

に黙り込んでしまう子や、けがをした経緯や状況の説明が

様々な方法で統計処理ができます。気になる子供の来室状

曖昧になってしまう子に頭を悩ませることもしばしばありま

況を調べたり、どんな訴えで来室する子供が多いのかを調

す。救急処置をする際は、受傷時の状況を知ることがけが

べたりすることがすぐにでき、とても便利です。こういった

の程度を判断するための大きな手掛かりです。言葉で説明

システムを上手く活用し、事務作業を効率化し、浮いた時間

することに苦心している子供から、けがをした場所や状況を

を児童対応や保健教育にあてられればと思っています。

聞き取る事には、今でも少し苦労することがあります。質問

 名古屋学芸大学では、養護教諭として第一線で働いてこ

の仕方を変えたり、様子を再現してもらったり、時には周り

られた先生方から講義を受けることができました。現場に

で見ていた友達に尋ねてみたりもします。なかなか思ったよ

出て働くことを想定した授業を受けさせてもらえていたとい

うに話が進まないこともありますが、一生懸命話している子

うことが、今になってわかります。大先輩の先生方から直

供の気持ちやその時の状況、友達との関係にも配慮した処
置ができるよう努めています。子供たちが、
「先生にちゃん
と見てもらえた、聞いてもらえた」と安心して教室に帰るこ

卒業後必ずためになります。その日の学びを現場に出てど

とができるよう、一人一人に丁寧に向き合うよう心掛けてい

う生かすか考えながら、目いっぱい学んでください。応援

ます。

しています。

 さて、学生のみなさんは、保健室に子供がいない時間、

 それぞれの居場所で精一杯がんばっている子供たちが、

養護教諭は何をしていると思っていましたか。のんびりと

ほっと一息つける場所。そして、次に向かう力や知恵を蓄え

お茶をしているなんて思っている方はいないでしょうか。実

られる場所。そんな保健室を経営できる養護教諭を目指し

は、保健室に子供がいない時間にも、養護教諭の仕事はた

て、これからも奮闘したいと思っています。

ト作成まで、原稿を読むだけではない仕事について解説。実
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プロフィール

際に放送された番組の映像も流され、その時の苦労話も披露

河田 拓也

氏

名古屋学芸大学

生まれも育ちも名古屋。2014年に現代英語学科を卒業。大学時
代はチアリーディング部とマスコミ業界研究グループに所属。大学在
学中（4年生の11月）から NHK 函館放送局にキャスターとして勤務。
現在は、NHK 名古屋放送局でキャスターとして報道に携わっている。

映像メディア学科卒業

俳優・劇団四季レパートリーキャスト

「作品に込められたメッセージを、身体を通して
お客様に伝えるそれが“俳優”
」
11月3日の講師は、俳優の河田拓也

ち当たる時もある。諦めることなく挑戦してほしい」
とメッセー

様。講義では、俳優という仕事は本に書かれている文字を具

ジが贈られました。最後に、リトルマーメードの中から曲を披

現化してお客様に伝える仕事という話があり、
「作者がキャラ

露。質疑応答で講義は終了しました。講義後の取材では、大

クターをどう表現したいのかを文字の中から読み取り、身体を

学時代について「名古屋学芸大学はアートにふれる機会が多

接講義を受け、たくさんの同志と共に学ぶことができる大

通してお客様に伝えることが俳優の本質」と語りました。次

く、感性や柔軟な心が磨かれました。それはキャラクターをつ

学生活を、ぜひ大切に過ごしてください。大学での学びは、

にミュージカル俳優が
『芝居』
『歌』
『ダンス』において、どの

くる上で役に立っています」と。ご自身の大学生活は「夢に向

ように段階を踏んで完成度を高めていくのかという説明。さら

かう力」と表現。学生たちに向け「夢をかなえるためには時間

に作品を理解しキャラクターを構築し、アウトプットしていく具

をムダにすることなく、計画的にステップアップしていく4 年間

体的な表現方法に話は進行。
『呼吸法』
『母音法』
『フレージ

にしてほしい」と。
「目標が見つかっていない人は、少しでも興

ング法』という基本 3 法の手本を見せながら解説し、学生た

味を持ったことをまずやってみることが大切」とアドバイスがあ

ちも実践しながら体験しました。この基本 3 法を身につけれ

りました。

ば、魅力的な声で、明晰に、相手に言葉を伝えられると。そ
して「就職活動においても声は大きな武器になる」と語りまし
た。引き続き、歌やダンス、演劇との出会いについても説明。
その後、大学生活について講義は進み、
「夢に向かって壁にぶ
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木下愛子氏の
講義風景

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学
ヒューマンケア学部
2016 年 3 月卒業

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

「現代国際学特殊講義」に
両大学卒業生が講師として登壇

プロフィール
高校在学中、芸術鑑賞会で劇団四季「マンマ・ミーア」を観劇した
ことを機に劇団四季入団を志す。高校卒業後、名古屋学芸大学 映
像メディア学科に入学。卒業後、劇団四季付属研究所を経て、劇団四
季に入団。
「ウィキッド」
「マンマ・ミーア」等に出演。現在、劇団四
季「ガンバの大冒険」メインキャストとして出演中。
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図書館 &MLC
写真展

からの

お 知らせ
NUFS ＆ NUAS 読書コメント大賞

図書館 5 階展示ホールで写真展が行われました。

「Memoria del Perú Fotografías 1890-1950

写真で見るペルーの記憶 1890-1950」

日程：2017 年10月7日（土）～10月14日（土）

～読んで、書いて、つながろう～

募集期間：2017 年10月2日（月）～12 月1日（金）
表 彰 式：2017 年12 月19日（火）
知性や感性に磨きをかけるための読書、そして自分の言葉で思いを伝え、

主催：在名古屋ペルー共和国総領事館
協力：ペルー外務省、インカ・ガルシラソ文化センター
100 年余り前のペルーの自然、建造物、人々の風景を写し
たモノクロ写真による写真展。
「時代も距離も遠く離れた人々なのに不思議と親近感を持った」
「今までなじみのなかった国に強い関心を覚えた」
など
多くの感想が寄せられました。10月10日にはペルー総領事のアントニオ・ミランダ氏が来館し、写真展開催は「ペルーと
日本の友情の証」と述べられました。

「イガイなイラク」
日程：2017 年11月1日（水）～8日（水）

人の思いも知る、学生にとってそのような機会になることを願って、読書コメ
ント大賞を開催しました（共催：外大出版会）。読む本は自由、期間内であ
れば何度でも応募可能としたところ、約 2ヶ月の募集期間で 203点もの読書
コメントが寄せられました。選考の結果、各賞の受賞者は以下の通りとなり
ました。なお、該当作品とコメントは図書館ウェブサイトに掲載しています。
★最 優 秀 賞

学芸大 やまね たくみさん

『音楽』三島由紀夫著

★図書館長賞

外

大 灯さん

『ユリゴコロ』沼田まほかる著

学芸大 きむさん

『ツバキ文具店』小川糸著

★出 版 会 賞

外

大

長谷部 真莉奈さん 『蜜蜂と遠雷』 恩田陸著

外

『ままならないからあなたと』朝井リョウ著

★奨

外

大

舩戸 舞依子さん

『萩原朔太郎詩集』三好達治選

学芸大 きじむな～さん 『コンビニ人間』村田沙耶香著

外

大 ひろさん

『去年の冬、きみと別れ』中村文則著

学芸大 髙井 皐さん

励

主催：名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンター

賞

大 かぜさん

『夜のピクニック』恩田陸著

学芸大 図星のカービィさん 『クワイエットルームへようこそ』
松尾スズキ著

後援：セイブ・イラクチルドレン名古屋

また、読書コメント大賞に合わせ、図書館 1 階テーマ

フリーランス通訳・写真家の安江塁氏によるイラクに暮らす人々
の写真展。ほとんどの人がテロと戦争のニュースなどでしか知ることのないイラク。そのイラク

企画コーナーでは、選書やコメントを書くにあたって参考

に暮らす普通の人々の様子を知ることのできる写真が展示されました。
「戦争中だからといって

となる図書を紹介しました。

悲しいだけでもないし、怒っているだけでもない。どんな状況だって、友達と笑ったり、家族と
くつろいだり、恋をしたり失恋したりして人は生きている」という安江氏のメッセージに来場者
の多くが共感しました。

ミニ企画

「trigger」
日程：2018 年1月9日（火）～15日（月）
主催：名古屋外国語大学

英米語学科

小坂奎介、瀧優太、田中翔太

主催の3 名は名古屋外国語大学の学生です。彼らが留学等で滞在したフランス、フィン
ランド、アメリカなどで撮影した写真や絵、約 30点を展示しました。1 週間という短い期
間でしたが、たくさんの方が会場に足を運んでくださいました。主催の学生は交替で会場
に待機し、来場者に作品の説明をしたり、直接感想を聞いたりしていました。自分たちの
作品を見てもらう以上に得たものがあったのではないでしょうか。
展示ホールを学生に開放したのは今回が初めてでしたが、図書館を資料を使って学習
する場所としてだけではなく、学生が主体となって学びの成果を発表する場所としても活
用してもらいたい、と感じられた写真展でした。

愛知県赤十字血液センターコラボ企画「もっと知ろう！血液のこと」
期間：2017 年10月30日（月）～11月18日（土）
愛知県赤十字センターでは、献血に協力してもらうためのさまざまな試みを行っています。今回は図書館もその一助になれ
ばということで、ミニ企画でお手伝いさせていただきました。テーマは「もっと知ろう！血液のこと」。意外にわかっていない
自分の体の中を流れる血液のことを知ってもらうために、愛知県赤十字血液センターからお借りした本と合わせ展示しました。
会期中は献血キャラクターの“けんけつちゃん”も“名古屋学芸大学青年赤十字奉仕団
ハートフル

エデ”の学生たちと一緒に来館、PRに一役買っていました。
【愛知県赤十

字血液センター移転開設 30 周年

献血ありがとうキャンペーン】記念行事では、
“名古屋

学芸大学青年赤十字奉仕団ハートフル

エデ”が炊き出しで、ほかにも学芸大吹奏楽部

が演奏で、学芸大と外大の合同チアリーディングチームが演技披露で参加協力したそう

ブックカフェ
大学祭でブックカフェを企画した外大言語教育開発センターに協力
して、図書館が複言語プログラムにある12 の言語の国に関する本を選
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です。血液は寒い時期になると特に不足するうえに、若い世代の献血者数は減少傾向と
のこと。これを機に一人でも多くの学生が関心を持ってくれたら幸いです。
●ミニ企画開催一覧（2017 年度後期）
企画テーマ

開催期間

定し、ブックカフェに置きました。これらの本は図書館 1階 plus Xコー

文化人類学者／批評家

ナーにあります。

もっと知ろう！血液のこと

2017 年 10 月 30 日（月）～11 月 18 日（土）

津田

2017 年 11 月 20 日（月）～11 月 30 日（木）

※12 言語：英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、
ロシア語、中国語、韓国語、インドネシア語、タイ語、アラビア語

アイヌ

今福龍太氏

梅子

村上春樹

AINU
カズオ・イシグロ

特集

2017 年 10 月 3 日（火）～10 月 21 日（土）

2017 年 12 月 4 日（月）～12 月 22 日（金）
2018 年 1 月 17 日（水）～3 月下旬
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図書館 &MLC

C
ML
らの

か
せ
お知ら

MLC サポーター企画

から の

お 知らせ

CINEMA X2

MLC 特設展示

映画ジャケットにとらわれずに純粋に映画の紹介文だけで選んでもらう、シネマX 企画。好評につき、第 2 弾を行いました。
MLC サポーターが映画を12 作品厳選し、紹介文を書いています。展示棚や掲示板にある“答え合わせ”で、どの映画につ
いての紹介文なのか確認することができます。

第8回 MLC 映画祭

図書館の視聴覚部門であるMLC では、学生目線
で MLC をサポートするボランティア“MLC サポー
ター”
が活動しています。MLC サポーターが厳選した
映画で人気投票を行うMLC 映画祭も8 回目となりま
した。今回は 10月16日（月）～11月10日（金）まで
人気投票を行い、延べ 67 枚の投票がありました。

◆ MLC サポーター

大塚 隆平さん（名古屋外国語大学・英米語学科）

「短い言葉で映画について伝える」ことが CINEMA X2 の一番の魅力でしたが、難しい点でもありました。映画について先
入観をなくしてもらうため、映画についての紹介文はできるだけシンプルなものになるように心がけました。各サポーターのコ
メントは映画について説明しつつ、それぞれの個性も表れており、魅力的でした。MLCを訪れる方が普段見ないような映画
を手にとってみるいい機会になったと思います。

◆ MLC サポーター
 加納 梨花さん（名古屋外国語大学・世界教養学科）
実話を基にした映画。あなたはいくつ思い浮かびま
すか。毎年恒例のMLC 映画祭は私たちMLC サポー
ターが厳選した映画の中から投票してもらう企画で
す。そして今年のテーマは、
「実話を基にした映画」で
す。エントリー11作品の中には誰もが知っている著名
人の生涯から、知らずに見れば実話だとは思えない
物語まで多岐にわたります。ポスターやテーマロゴの
制作から、展示、結果発表まで MLC サポーターがそ
れぞれ担当し、協力して一つの企画が完成します。
今回の映画祭を機に、映画を楽しむのはもちろんのこ

〈ポスター＆映画紹介文書式作成：大塚隆平さん〉

と、一つの学習ツールとしても利用できることを知って
もらえたら嬉しいです。

〈ポスター＆投票箱デザイン作成：加納梨花さん〉

MLC 検索コーナー
投票結果
順位（票数）
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タイトル

監督

主要キャスト

MLC入口の検索機（OPAC）横に

第1位（15票）

最強のふたり

エリック・トレダノ
オリヴィエ・ナカシュ

第2位（11票）

英国王のスピーチ

トム・フーパー

コリン・ファース

使った学習方法が学べる資料を初

第3位（10票）

きみに読む物語

ニック・カサヴェテス

ライアン・ゴズリング

め、先生の映画紹介やインタビュー

第4位（8票）

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン

スティーブン・スピルバーグ

レオナルド・ディカプリオ

記事、人気ランキング、新着リスト等

第5位（7票）

サウンド・オブ・ミュージック

ロバート・ワイズ

ジュリー・アンドリュース

第6位（5票）

ソーシャル・ネットワーク

デヴィッド・フィンチャー

ジェシー・アイゼンバーグ

の資料選択の参考になるものが並ん

第7位（4票）

ジェイン・オースティン：秘められた恋

ジュリアン・ジャロルド

アン・ハサウェイ

第7位（4票）

余命1ヶ月の花嫁

廣木隆一

榮倉奈々
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フランソワ・クリュゼ

検索コーナーができました。映画を

でいます。ぜひ活用してください。
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名古

語大
国
外
屋

学

芸
名古屋学

大学

 合同祭は、学生たちが日頃の学習成果や取り組みを発表し、来場者の方々に研究活動に対する理解を深めていただく貴重
な機会です。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

多彩なイベントに映し出された
学生たちの成長
 名古屋外国語大学の中国語学科は、今年で第 30 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、日本の幽
霊をテーマにした展示を行いました。現代英語学科の吉見ゼミは、異文化との出会いをテーマに展示。エアライン業界研究
グループは、人気イベントの一つ、模擬フライトに加え、空港の特徴を紹介するブース展示も。マスコミ業界研究グループは、
企画も加わり、さらに充実したイベントとなりました。また、WLAC・出版会は、活動内容のパネル展示、今後の予定企画な
どを紹介。ブックカフェは、憩いの空間を提供していました。

ンテスト
中国語スピーチコ

ーコンテスト
ベストアナウンサ

日本語学 科展
日本の幽霊に関する展
示では、百鬼夜行絵巻、
幽霊子育て飴なども紹
介されていました。

みんなの笑顔が
花開いた 2 日間

模 擬フライト

来場者の人気投票で
No.1を決めるコンテス
ト。今年も国内外150
点以上の写真が揃いま
した。

今回で第 22 回を数える名古屋外国語大学・名古屋学芸
大学の「合同祭」
。今年は台風の接近に伴う悪天候が心
配される中、10月28日・29日に開催されました。
今年度のテーマは、花や輝きを意味する「bloom」。合
同祭実行委員の一人ひとりが花の持つ活力や輝きを放ち、
今まで以上の合同祭を作り上げたいという思いが込められ

吉見ゼミ

ています。そして、様々な花が混ざり合い美しさを増す花束のように、来
場者の方、在校生、地域の方々など、合同祭に関わる全ての人の結びつ
きによって、誰に見ていただいても誇れる合同祭にしたいという思いから
選ばれたテーマです。
今回は、時おり雨が降る中での開催にもかかわらず、2日間で約 5,000
人以上の来場者を記録。学生たちの熱気で会場は包まれ、予想以上の
盛り上がりをみせました。
29
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展 示 の ほ か、 チ ャ リ
テ ィ ー バ ザ ー も 開 催。
売上は、エルサルバドル
の教育支援に寄付され
るそうです。

毎年参加しているとい
う人がいるほど人気の
イベント。今年も幅広
い年齢層の方々で賑わ
いました。
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Ｃ

Ｃ

「bloom」

ト
旅 行写真コンテス

Ｓ

Ｓ
暗誦・朗読・弁論の3部
門で行われるコンテス
ト。高校生は朗読の部
で参加しました。

Ｎ

Ｎ

今回は13名でアナウン
ス技術を競い合いまし
た。1・2年生が多く参
加したことが今年の特
徴です。

テーマは

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

恒例のベストアナウンサーコンテストを実施。旅行業界研究グループは、旅行写真コンテストとスタンプラリーを開催。新たな

合同祭を華やかに彩る
ステージ＆模擬店

合同祭の目的の一つは、様々なイベントを通して、地域の方々、来場された方々と、交流を深めること。名古屋学芸大学の

合同祭の華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。今年の 2日目は悪天候に配慮

ファッション造形学科は、毎年たいへんな賑わいをみせるファッションショーを今年も開催。今回のテーマは「OVER」でし

し、屋外ステージのイベントをアリーナ特設ステージに変更したものの、各ステージでそれぞれのクラブが日頃の練習成果を

た。デザイン学科の作品展示、映像メディア学科のゼミ展も、多くの来場者の興味をひいていました。管理栄養学科は、昨

披露しました。学生たちの熱意が観衆にも伝わり、ステージ付近は歓声と拍手で包まれていました。

年も好評だった健康と食生活チェックを。子どもケア学科養護教諭コースの学生たちは、健康診断や生活チェックを実施。地

今年の模擬店も来場者の方々に大好評。雨にも負けず、呼び込みの声が飛び交い、たいへんな賑わいをみせていました。

元の方々もこの機会にと家族で参加されていました。また同学科では、ゼミでの活動内容や研究についてパネル展示。日頃

毎年、大いに盛り上がるスペシャルライブは、名古屋新世代期待のニューカマーとして注目される「EVERLONG」
、岐阜県
出身のシンガーソングライター「足立佳奈」の 2 組。会場となったアリーナ特設ステージのライブが始まると、会場は熱気にあ
ふれ、独特の一体感が生まれていました。

ー・展 示
ファッションショ

そして、いよいよ合同祭もフィナーレを迎えます。後夜祭、BOB（ベストオブブース賞）の発表と進行し、恒例のレーザー

「OVER」をテーマに学生
たちが制作した作品102
点を披露。優秀作品の展
示も行われました。

ショーへ。幻想的な光の演出が会場を彩り、感動のひとときへと誘います。参加者一人ひとりは、達成感を味わっていたに違
いありません。学生たちの思いがそれぞれの花を咲かせた 2日間。みんなの心に美しい思い出を刻み、幕を閉じました。

Ｎ

Ｎ

産官学協同プロジェクトや
CONTACT EXHIBITION、
卒業制作の作品が展示さ
れました。

Ｓ

Ｓ

展示
デザイン学 科作品

Ｃ

Ｃ

ゼミ展

映像メディア学科3年
生による作品展。「変」
「通過点」
「成長」
「果物」
の4つの単語がテーマ
でした。

管 理 栄養学 科
養 護 活 動展

体組成測定や骨密度測
定、栄養相談などを実
施。今年もバランス弁当
が50名様限定で提供さ
れました。

健康診断のほか、ストレ
ス度チェック、豆つかみ
など、来場者も楽しく参
加していました。
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

の取り組みを紹介しました。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

華やかイベントは、
地域交流の貴重な機会
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外大だより
WLAC 主催イベント

出版会

ワールドリベラルアーツセンターの活動

編集者によるトークには、前年にもまして、熱心で関心の高い

今回は、濱嶋聡先生（世界共生学部教授）による新刊『ア
ボリジニであること』についてご紹介します。本書籍は、オー

学生さんなどが集まったことも、合わせてご報告いたします。

ストラリアの先住民族アボリジニに関する貴重な文献です。わ

こうしたイベントや広告などを通して、本の世界の魅力を幅広

ずか130 年で人口が四分の一に激減した彼らに、いったい何

く伝えていく、それこそ、わたしたち出版会の役割のひとつだ

が起こったのか。数百も存在したオリジナルな言語は次々に消

と思っています。

滅、文化や教育までが「同化政策」のもとに奪われていきま
した。10 年以上に及ぶ濱嶋先生の現地調査をふまえ、アボリ
ジニ、さらにトレス海峡諸島民のたどった激烈な歴史、現状
をわかりやすく報告する、画期的な学術ドキュメントとなって
います。
刊行を記念して、2017年 10月28日、丸善名古屋本店（栄）
にて濱嶋聡先生によるトークイベントが開催されました。
台風の雨が降りしきるなか、こうした学術的テーマでのイベ
ントに、はたしてお客さんが来てくれるのだろうか、そんな心

Ｎ

Ｎ

配を抱えてのスタートでしたが、フタを開けてみると、多くの

Ｓ

Ｓ

方々が詰めかけてくださり、小さなイベントスペースがいっぱい

Ｃ

Ｃ

の主催した東 京外大
教授で文化人類学者
の今福龍太氏の講演
では、メキシコ人およ
びメキシコ系アメリカ人を中心にした分かりやすい話の中に、
氏のジャンル横断的な知識と深い洞察力が窺えました。聴衆
は複合的で広闊な視野を与えられたことでしょう。
11月には様々な講演が集中しました。フランスの新進気鋭
の作家オリビエ・ブルドー氏の講演は、芥川賞作家、諏訪哲
史氏を特別ゲストに迎えて刺激的なイベントとなりました。
「イ
ガイなイラク」という風変わりなタイトルを付けた企画では、写
真家の安江塁氏の写真展示と講演が行われ、イラクで実際に
生活している人たちのありのままの姿を垣間見ることができた
のは、得難い体験だったことでしょう。また、スウェーデンか
らマリア・オールストロム氏が来日された折には、名古屋外大
で、講演だけではなく、討論会やワークショップにも参加いた
だきました。本学の島田周平教授はアフリカの食文化につい
て、津田守教授は本人の曽祖父に当たる津田仙とその妻であ
る初、そしてふたりの娘である梅子について、貴重な話を提供
してくれました。今年度発足した世界共生学科の主催する企
画として、アイヌの研究者によるアイヌの文化、およびアイヌの
先住民族としての権利についての講演が 12月に行われ、この
問題についての意識の啓発となりました。
このように、今年度開催された数多くのイベントは、国際色
豊かであり、また話題も多岐にわたります。リベラルアーツセ
ンターとしては、本学の教養水準が引き上げられたという意味
で、充実した一年でした。今後もこのような良質な企画を実現
していく予定です。

（英米語学科 准教授 甲斐清高）

2017年度の刊行と活動について

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2015 年度の発足以来、ワールドリベラルアーツの活動は年
を追うごとに充実し、今年度はさらなる飛躍を遂げ、盛りだく
さんのイベントを主催、あるいは共催という形で支援しました。
5月には、フランス人作家アントワーヌ・ヴォロディーヌ氏を
迎えた講演、そして「新しい外国語大学への挑戦」と銘打っ
た国際教養学科主催公開シンポジウムが行われました。この
シンポジウムでは、本学教員を含んだ学者だけではなく、観光
や地方行政に携わるゲストを交え、エキサイティングな議論が
展開されるなど、外に向かう外大の姿が感じられる有意義な
ものとなりました。6月には、第 3回となる日中大学生討論会の
ほか、カナダ人女性作家マドレーヌ・ティエン氏による講演が
行われ、また、カリフォルニア州立大学名誉教授サツキ・イナ
氏による講演では、日系アメリカ人三世でもあるイナ氏が、第
二次世界大戦中に日系人ための強制収容所で生まれたという
自らの体験、それに両親の苦難に溢れた人生について語り、
聴衆は大きな感銘を受けました。そして、世界的な歌手であり
サックス奏者であるグレン・M・レイ氏によるミニコンサートも、
大きな盛り上がりを見せました。7月には学芸大および図書館
と協力して、
「映画を読む」という企画を実現しました。字幕
翻訳家としても活躍する外大の野谷文昭教授と映像作家であ
る学芸大の仙頭武則教授の対談・解説を交え、短編映画を鑑
賞するという面白い試みであり、立ち見が出るほどの盛況でし
た。このような企画がまた続くことを期待しています。
今年度の新たな試みとして、昼休みにコミュニケーションプ
ラザを利用し、県立芸大の学生を招いてピアノコンサートを開
きました。全 6 回に渡るピアノ演奏は、昼休みのキャンパスに
優雅な空間を創り出しました。恒例となった移動劇団ホワイト
ホース・シアターの今回の演目は『十二夜』
。たくさんの観客が
集まり、シェイクスピア劇に拍手を送りました。世界教養学科

名古屋外国語大学出版会

になりました。濱嶋先生は、持ち前のユーモアと熱気にあふ
れるトークで、1 時間におよぶ講演や質疑応答を盛り上げてく
ださいました。最新の現地報告に加え、本には入らなかった、
けっこうスリルのある動物写真などを紹介、危険と紙一重のと
ころで調査・研究されている先生の活動に熱い注目が集まり、
なかには、アボリジニの過酷な運命を知って涙する方もいらっ
しゃいました。やはり、本は、生きて、語りかけるもの、その
ことを実感したイベントでした。
なお当日は、大学でも合同祭が行われ、出版会ブースでの

津田梅子の父・津田仙生誕 180 年記念企画

「津田初・仙・梅子を語る―近代日本グローバル人材の先駆けと
なったファミリー」講演会
現代国際学部現代英語学科の津田守教授が幕末および明
治期におけるご自身の家族史を11月25日（土）に講演しまし
た。守先生は津田仙（1837-1908）のひ孫に当たりますが、仙
とその妻である初
（1842-1909）は、5 男7 女の子どもを授かり
ました。その中でも著名なのが弱冠 6 歳にして明治政府派遣
で女子初の留学を果たし、そして近代女子高等教育の先駆者
となった次女の津田梅子
（18641924）です。今回の講演は、梅
子のみならずその両親の仙と初
もグローバルな視野を持ってい
た人物であったという子孫なら
ではの噺でした。
特に印象深かった点を一つ
挙げるとするならば、津田ファミ
リーを語る際に、有名な梅子で
もなく、父親の仙でもなく、母
親の初を守先生が「語り」の出
33
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発点としたところです。梅子や近代農業の先覚者であった仙
に比べ、初は家庭の中の良妻賢母として人生をまっとうした人
物であり、歴史が彼女を特段と記憶したということはありませ
ん。しかし、守先生は、限られた歴史的資料の中から初の真
の姿を紡ぎだす上で次のお話しをなさいました。
津田梅子は、アメリカで生活を始めて一年も経たないうちに
実家に送る手紙を英語で書くようになったそうです。当時の初
は英語が読めなかったのですが、娘の文章を自分で読み、英
語で直接に返事をしたいと思い、今日の青山学院の最も古い
源流である「女子小学校」に他の子ども達と共に生徒として入
学し、英語を学んだということです。
私は、この逸話に映し出される初の気丈さ、優しさやチャレ
ンジ精神に深い共感を覚えましたし、また、この講演で梅子
や仙ではなく、初を真っ先に語ることを選んだ守先生の人間味
あふれるグローバルなまなざしにも感動しました。

（国際教養学科 准教授 鶴本花織）

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

年々飛躍を遂げ、盛りだくさんのイベントを開催

2017年度出版会刊行書籍（年度内予定を含む）および冊子
★『中国語 はじめの1000 語』
名古屋外国語大学 言語教育開発センター編
……「フランス語 はじめの1000 語」につづく、中国語・語彙集。
★『POWER-UP DIALOGUE Ⅱ
Building Confidence in Conversation』
……前年度刊行教科書の第 2 弾。
★『アボリジニであること』
オーストラリア先住民族、その滅びゆく文化と言葉
……ブックレット版・名古屋外大ワークス 3
★雑誌「Piazza」第 2 号
……1年生配布冊子

濱嶋 聡

特集・小説と出会う

☆近刊予定（仮題）
『まちづくりの心理と論理』
『英語が好きな子供を育てる魔法のタスク』
『Core English』


（名古屋外国語大学出版会

編集長

大岩昌子／編集主任

川端 博）
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外大だより
フランス語学科

中国語学科

フランスの大ベストセラー
『ボージャングルを待ちながら』の著者
オリヴィエ・ブルドー氏を迎えて
2017年11月1日
（水）
、13 時 20 分～14 時 50 分、701教室に
て、外国語学部フランス語学科とWLAC の共催、またアンス

第 30 回 中国語スピーチコンテスト
午前中は暗誦大会と朗読大会（高校の部）
、午後からは弁

2017年10月28日
（土）
、名古屋外国語大学第 30 回中国語ス
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

論大会が行われ、計 48 名（暗誦大会 20 名、朗読大会15 名、

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

弁論大会13 名）が出場し、3 大会合わせて約 200 名の観客の

れているものです。

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

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

ス協会との共同企画として、フランス人作家、オリヴィエ・ブル

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

大会の入賞者が以下のように決まりました。

ドーさんを迎えて講演会を開催しました。

国駐名古屋総領事館から安建勲総領事秘書を審査員として



（中国語学科 准教授

劉綺紋）

お迎えしました。

にフランスを代表する文化人を派遣し、毎年イベントを開催し

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ティチュ・フランセおよびアリアンス・フランセーズ・愛知フラン

フランス政府は、10月末から11月初めにかけて、日本全国

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

フランス語学科・WLAC 共催講演会

ています。今年本学を訪れてくださったのは、昨年以来『ボー
ジャングルを待ちながら』の著者としてフランスで一躍時の人
となったオリヴィエ・ブルドーさんです。
ブルドーさんは 1980 年にナントで生れた若い作 家です。
Ｎ

Ｎ

2016 年に 35 歳で出版した最初の小説『ボージャングルを待ち
れの暮らしをしている母親を、子供の視点から描くものです。

分ですから、日本に換算すると100万部の売り上げに相当しま

大金持ちが放埒な生活をしている軽薄な小説と読み進めてい

す。ボルドーの小さな出版社から出版されたこの小説が、全国

くと、実は母親は精神の病を患っていて、父親は母親につき

的なブームになるのは異例中の異例です。フランスの若い層を

そって、彼女の幻想を壊す事なく生きている事が分かっていき

中心に口コミで広まり、一大現象を巻き起こしました。日本語

ます。母親は学校についていけない子供を、あっさりと退学さ

訳も来日にあわせて集英社から9月に出版されました。表紙は

せてしまいます。パーティ暮らしを支えていた収入も、莫大な

フランス語版から大きく変わりましたが、日本語版も金子ゆ

税の未納の為に、差し押さえの憂き目に遭い、それをきっかけ

き子さんによる訳でとても読みやすい優れた作品になってい

に、母親の病気は悪化し、精神病院に入院させられます。と

ます。

ころが父親は妻を病院から誘拐し、車に乗って国境を越えス

Ｃ

Ｃ

部以上の売り上げを記録しました。フランスの人口は日本の半

Ｓ

Ｓ

ながら』は瞬く間に4つの文学賞に輝き、フランス国内で 50 万

暗誦朗読大会

弁論大会

暗誦大会（大学の部）

弁論大会（大学の部）

1位

三島

夕旺

1位

菅谷

佑司

みください。既に映画化も決まっており、フランスの有名な女

2位

上村

雲根

2位

笈田

真虎

職業訓練校に通いながら、テレビのない家で両親の蔵書を読

優が母親役を演じる予定だそうです。きっと日本でも公開され

3位

横井

萌華

3位

三杉

萌

んで暮らした過去についてもお話いただきました。小説『ボー

る事でしょう。

石井

真児

木村

嘉旭

亀山郁夫学長の挨拶の後の講演会で、ブルドーさんは自ら

ペインの城に逃げます。それからどうなるかは、ぜひ本をお読

の生い立ちから、小説を書こうとしたきっかけ、中学を中退し、

ジャングルを待ちながら』は、ジョルジュという父親と、毎日

日本側のスペシャルゲストとして、芥川賞作家の諏訪哲史さ

違う名前で呼ばれながら、
「ミスター・ボージャングル」とい

んも講演会に同席くださり、ブルドーさんに適切な質問をして

うニナ・シモンの曲をレコードでかけながら踊るという浮世離

くださいました。フランスとフランス文化が大好きで、フランス
をもう12 回も訪れているという諏訪さんは、今回のフランス人
作家との出会いに大変満足しているようでした。フランス語学
科の学生さんだけでなく、教職員の方々や、市民の方々も大勢
参加され、今年から始まったフランス・ウイークのメインのイベ
ントとして、大成功であったと思います。
当日は集英社の方も書籍を販売してくださり、ブルドーさん
もメッセージ入りのサインをしてくださいました。気さくでのり
の良いラテン系の作家から、若い学生たちはとてもポシティブ

特別賞

林

潤華

小菅

真綺

三島夕旺さん

朗読大会（高校の部）
1位

蟹江

梨央

（名城大学附属高等学校 2 年）

2位

杉山

葵

（光ヶ丘女子高等学校 2 年）

3位

友長

光明

（立命館宇治高等学校 2 年）

黒須

朝陽

（愛知県立千種高等学校 2 年）

戸田

紗新

（清林館高等学校 2 年）

特別賞

特別賞

菅谷佑司さん

総領事館賞

湊

麻帆

記念中日邦交正常化

説田

明紘

45 周年特別賞

柳橋

翼

なメッセージを受け取りました。また当日の様子は、中日新聞
にも掲載していただきました。
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（フランス語学科 教授

伊藤達也）

湊麻帆さん

説田明紘さん

柳橋翼さん
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外大だより
現代国際学部

現代英語学部 国際教養学科

孤島の国は存在しない
―世界、日本、双方が互いに与え合うもの―

を頂きました。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

“YOKOYAMA Seminar’
s
Graduation Project Report”発刊

第11回 学生通訳コンテスト
2007年当時の大学事務局よりの依頼で、全国の通訳教育を
行っている大学に呼び掛ける形で学生通訳コンテストを開催

横山ゼミにおいては、2 年生の基礎ゼミで、前期にアイデ

全国外大連合連携事業：第 11回学生通訳コンテストが開催さ

できました。そして、今年は第 11回目を迎え、新たな一歩を踏

れました。特別協力校の東京外国語大学をはじめ、大阪大学、

み出した事になります。当初、この難しい通訳コンテストに参

ア創出について学び、夏休みにそれを実践し、後期に企画の

関西大学、神田外語大学、神戸市外国語大学、国際基督教

加してくれる大学があるのだろうか？出場してくれる学生、指

大学、高崎経済大学、明海大学、名古屋外国語大学の 9 校

導していただける先生は、いらっしゃるのだろうか？毎年、不

人プロジェクトに加え、ゼミ生全員が取り組むプロジェクトが

の学生達によって、約10 分間の持ち時間の中、日本語から英

安を抱きながら、参加していただく学生を推薦していただける

あり、まさにその事例が今回の「バーベきゅんプロジェクト」

語、英語から日本語に逐次通訳をして、日ごろ研鑽を積んだ

先生を探すのに必死でした。その中で、東京外国語大学の鶴

通訳スキルを競いました。今年のトピックは、
「孤島の国は存

田知佳子先生には、特別協力校として第 1回コンテストより協

です。

在しない―世界、日本、双方が互いに与え合うもの―」という

力して頂き、感謝の念に耐えません。そして、第 1回通訳コン

昨年に引き続き難しいテーマでしたが、学生達のパフォーマン

テストから審査委員長を務めていただいている恩師の原不二

ものであり、ゼミ生が二年半取り組んだ軌跡をまとめたもの

スは、いずれも素晴らしく、年々、通訳スキルの向上が見られ

子先生、本当に有難うございます。審査員の関沢紘一先生、

です。彼らにとっては、一生懸命に取り組んだこのプロジェ

るのが、とても嬉しい驚きでした。日本語スピーカーは昨年に

柴田真一先生、ご協力して頂いている全ての先生方、後援を

引き続き、本学の吉見かおる先生、英語スピーカーは名古屋

して頂いている各社、諸団体に対しても深く感謝いたします。

学芸大学のミッシェル・モローネ先生が務められ、9 つのサブ

音響面で協力して頂いている森幸長先生、運営に携わった事

トピック
「科学と技術が人間生活に与える影響」
「アートとデザ

務局の皆様、有難うございました。お手伝いをしてくれた学生

インは社会をどのように反映するか」
「環境に対する人間の責

達も良く頑張ってくれました。これらの経験は必ず将来に生き

任」
「建築とランドスケープの社会的意義」
「分かち合う文化と

ると信じています。通訳コンテストは人生の通過点です。これ

しての医学知識」「現代教育における変遷」
「文化における宗

を機会にして、グローバルな世界で活躍する人材に育っていく

教的影響」
「個人、そしてすべての人間の責任である政治」
「人

ことを切に願っております。
（現代英語学科 教授

ンスに、会場内の聴衆全員が驚嘆の声を上げました。コンテ
ストの採点の間には、東京外国語大学講師で著名な翻訳家、
北代美和子先生によって、
「この道を行けば翻訳に出ます」と
題した講演をして頂きましたが、印象的だったのは「この世の
中に失敗というものは無い、全ては失敗から始まっているので
す」という言葉でした。
「このコンテストに挑戦した学生にとっ
て、自分では満足のできるパフォーマンスが出来なかったとし
ても、そこからがスタートなのです。いずれ世界で活躍出来る
グローバル人材として育っていってください」との心強いエール
37

Feb.2018 Vol.84

2015 - 2018

横山ゼミの基礎ゼミ
（二年生）では、前期にアイデア創出

荒川 真紀

通訳コンテストを通して、改めて通訳のおもしろさと
難しさを知ることができました。たとえ同じ内容のス
ピーチを聞いても、話し手の様子、聞き手の感じ方に
よって訳し方も大きく異なります。それをいかに的確に
わかりやすく伝えるかというところにその通訳者のセン

施する。また、それに加えゼミ生全員で取り組むプロジェクト
があり、国際教養学科二期生は三重県菰野町での「バーべ
きゅんプロジェクト」で二年半に渡る地方創生に取り組んだ。
その結果、学科の学生の間では「ゼミでよくバーベキューを
しているらしい」という噂が流れているようだが、ゼミの活

スが問われるのだと感じました。このような貴重な機会

動としてバーベキューが多かったのは、この二期生だけであ

を設けてくださった浅

る。その理由は卒業プロジェクトの一環として制作された、

野先生を始めとした関
係者の皆様、また良い

この報告書を読めばご理解いただけるだろう。
この報告書は、三重県菰野町で「恋愛」×「地域活性

刺激を与えてくれた他
校の代表者たちに感謝

化」をテーマに、PRポスターや映像の作成、イベントの企

しています。私自身も、

画・運営など様々な活動を行ってきた「バーベきゅんプロジェ

より多くの人に通訳の
本当の姿を知ってもら

Graduation Project Report

クト」の軌跡をまとめたものである。この報告書を読んだ後

えるよう、今後も努力し

輩たちが刺激を受け、私たちを超えるプロジェクトを生み出

ていきたいと思います。

してくれることを期待している。


（横山ゼミ ゼミ長

O

OK

O Y AM

N

現代国際学部 現代英語学科 3 年

り方を学習して個人で企画を創り、個人プロジェクトとして実

PR

ンが披露され、長文で難しいトピックに臨むプロのパフォーマ

バーベきゅんプロジェクト

D U C T I

O

送通訳者の柴原智幸先生による同時通訳デモンストレーショ

（横山陽二）

いと思います。

A

ス終了後、恒例になりました神田外語大学講師で NHKBS 放

Ｃ

Ｃ



パフォーマンスを見せてくれたと思います。学生のパフォーマン

Ｓ

Ｓ

している学生たちの姿が、とても頼もしく見えました。その

大学の篠原有貴君が選ばれました。全ての学生が素晴らしい

Ｎ

Ｎ

通訳コンテストに出場して

位は東京外国語大学の齊藤剛君、ジャパンタイムス賞は関西

トを越えた新しい取り組みの道しるべとなることを期待した

Y

名古屋学芸大学

について語るスピーカーの言葉に耳を傾けながら、メモ取りを

の栄誉に輝きました。準優勝は我が校の荒川真紀さん、第 3

クトは一生の宝物となり、後輩たちにとってはこのプロジェク

について学び、夏休みにそれを実践する。後期には企画の創

コンテストの前に行われる抽選で割り当てられたサブトピック

フォーマンスを見せた、国際基督教大学の奥山裕太君が優勝

Graduation Project Report

当レポートは、卒業プロジェクトの一環として作成された

浅野輝子）

間理解の架け橋となる文化」について語っていただきました。

中で、審査員長の口から「AMAZING」が連発される程のパ

創り方を学習して個人の企画を創ったものを実施します。個

名古屋学芸大学

して来ましたが、昨年で第 10 回という節目の年を迎えることが

2017年11月25日
（土）
、名古屋外国語大学 7 号館に於いて、

Nagoya University of Foreign Studies
Department of Liberal Arts and Global Studies

安藤優希）
Feb.2018 Vol.84
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外大だより
世界共生学科

メディア情報教育センター

2017年12月11日
（月）
、本学 701教室にて、本年 4月に発足

日本での多民族・多文化共生をどう図ってゆくのか（それは世

した世界共生学部世界共生学科初の主催企画として、講演会

界共生学部としての課題でもあります）という観点から重要な

「先住民族としてのアイヌの文化と権利」
（ワールドリベラルアー

指摘だと感じました。また、本学科の濱嶋聡先生からは、講

ツセンター共催）が開催されました。
日本での多文化・多民族共生を考える上で、主に北海道に居

トを年 3 回、学内にて実施しています。

演会で学んだアイヌについての知見を専門であるオーストラリ

その対策として、メディア情報教育センターTTSS（TOEIC ＆TOEFL Study Support）は、初めて受験する新入生にはファー

アのアボリジニの視点から相対化させるという意味で、たいへ

ストステップとして最適な学習法セミナーを、スコアアップを目指す上級生には各自の英語力が発揮できるよう試験対策講座を開

ん貴重なコメントをいただきました。

講しています。スペシャリストを招いて短期集中で即効性のあるセミナーも不定期に実施しています。また、昨今のニーズに応え、

きません。しかし、東海地方に住んでいるとなかなか実感が

講演会には学生・教員・一般の方合わせて 83 名もの方にご

沸かない問題だというのも確かだと思います。そこで、講師と

来場いただき、数多くの質問がなされました。本学科では、多

して、北海道から第一線で活躍するアイヌ文化研究者である山

文化共生や世界各地の地域情勢をテーマとする、学術研究と

崎幸治先生（北海道大学アイヌ・先住民研究センター）と、国

教育活動とを融合させるような講演会を年に数回、開催してゆ

内外でアイヌの先住民族としての権利問題に取り組んでいる

きたいと考えております。ご期待下さい。

海外留学目的だけではなく英語力の証明として受験者が増加しているIELTS の対策講座も実施しています。

2017年度実施講座

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

住する先住民族であるアイヌについての理解を欠かすことはで

名古屋外国語大学では、主に留学のための TOEFLRITP テストを年 8 回、主に就活・就職後にも有用なTOEIC L&RRIP テス

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

めざそうTOEIC 800点！TOEFLまずは 500点！
TTSS 講座のご紹介

世界共生学科初の学科主催講演会を開催

阿部千里先生（アイヌ・先住民族電影社）の二名をお招きし、
ご講演をいただくことにしました。
Ｎ

Ｎ

山崎先生からはアイヌ工芸の変遷について文化的背景を含

Ｓ

Ｓ

めてご講義いただきました。素材・形・作り手の個性からアイ

Ｃ

Ｃ

ヌ工芸を楽しもう、同時にアイヌ工芸は「深くて美しく」「今を
生きる」モノであるというメッセージは聴講者の心に深く刻ま
れたと思います。阿部先生からは、アイヌの歴史を紐解きつ
つ、日本における先住民族政策のあり方について国際的な先
住民族の権利についてのトレンドを踏まえながらご説明いただ
きました。福祉と文化に限定されている日本のアイヌ政策につ
いて、
「権利」をベースに再構築すべきだとの主張は、今後の

質疑に答える山崎先生（左）
、阿部先生

島田周平教授はWLAC主催講演会で
アフリカの食について講演

TOEIC・TOEFL
スコアアップ学習法セミナー

2コース
（新入生対象、
上級生対象）

学科主催企画以外にも、2017年 11月16日（木）
、本学 522

や魚介類と共に煮たシチューをつけて呑み込むように食べる

教室にて、ワールドリベラルアーツセンター（WLAC）主催に

ことが多いそうです。普段なかなか知ることのできないアフリ

よる講演会「アフリカ研究の第一人者が語るアフリカの食」が

カの食文化について聴講者たちは熱心に聞き入っていました。

生たちの取り組む姿勢と意識の高

開催され、本学科教授でアフリカ研究の日本の第一人者であ

地理的条件と食文化との関係性など聴講者にとって新たな学

さが感じられました。テストの形式

る島田周平先生が講演されました。世界理解プログラム「世

びの多い講演会でした。
（世界共生学科 准教授

や構成、目標点、スコアが大学や

予想を超えた大盛況ぶりで、学

地田徹朗）

界の食文化」講義とのタイアップということもあり、本学学生

就活でどのように使われているかの

を中心に 98 名の参加がありました。

説明と、サンプル問題の演習と解説

冒頭、島田先生は、多民族・多言語・多文化のアフリカ大

をしました。また、どのように学習

陸において「アフリカ料理」なるものは存在しないということ

を進めていけば効率よくスコアアッ

を指摘しつつ、同時に、気候帯に沿ってサバンナ地帯の穀物

プが図れるか、お薦め辞書、文法

（ソルガム、ヒエ、イネ、ムギなど）栽培地域と、熱帯雨林

書、教材、問題集なども紹介しまし

地帯・湿潤サバンナ地帯の栄養繁殖作物（ヤムイモ、キャッサ

た。
（7号館4階 LTCに取り揃えてい

バ、バナナなど）地域によって食材が分かれることを紹介しま

ます）

1期 TOEIC 講座

4コース（850点突破、750点突破、600点突破、500点突破）
どちらでも
ない
12％

不満
3％
とても満足
23％

不満
2％
どちらでも
ない
10％

1期TOEIC講座

とても満足
45％

教え方

満足度

分かりやすさ
満足
43％

満足
62％

夏期 TOEFL 講座

4コース（500点突破、500点突破、470点突破、470点突破）
どちらでも
ない
5％

どちらでも
ない
11％

夏期TOEFL講座
とても満足
53％

満足
42％

教え方

満足度

とても満足
50％

分かりやすさ
満足
39％

した。ただし、主食は穀物でもイモ類でも蒸して搗くか粉に
してお湯に溶くかでモチ状にすることが多く、島田先生のメイ
ンフィールドであるナイジェリアでは、これらモチ状の主食をオ
クラやモロヘイヤなど粘り気の強い野菜を入れたスープや、肉
39
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2018 年度も開講しますので TTSS 講座に期待してください。詳しくはガイダンス、ポスターで！
島田先生、講演の様子



（名古屋外国語大学 メディア情報教育センター

高羽詠美）
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学芸大だより
SLセンター

管理栄養学科

サービスラーニングセンターは、社会のデマンドに応じたボ

で、このボランティアの目的・今後の流れ・
「はちみつ」の説

ランティア活動を学生に紹介していますが、最近は大学での

明・依頼者の意図などを学生に伝え、管理栄養学科の先生に

学びを活かしたボランティア活動が増えてきました。

学生のレシピ作りのサポートを頂きました。ご指導により学生

生鮮食品を活用し食育推進

名古屋学芸大学管理栄養学部が名古屋市中央卸売市場との
連携協定を締結

の考案したメニューが洗練され「はつみつメニュー」が完成し

2017年12月8日、名古屋学芸大学管理栄養学部は、名古屋

アをきっかけに「クリスマスに商店街で提供するはちみつレシ

ました。続いて、地域の商店街の皆さんの前で調理とプレゼ

市中央卸売市場本場、一般社団法人名古屋市中央卸売市場

ピ」
のご依頼を頂きました。提供されたはちみつは、株式会社

ンテーションを行い、試食、選考の工程を経て、商店街の季

協会と連携協定を結びました。

デンソー様が社会貢献活動で地域に花を植え、ミツバチを飼

節メニューとなりました。

サービスラーニングセンターのホームページにアップすると、
すぐに学生の応募がありました。サービスラーニングセンター

した。
具体的な連携協力内容は、地域住民向け生鮮食料品等の
PRや健康メニューの共同開発、食育推進研究、管理栄養士

中央卸売市場は、青果（野菜・果物）
、水産物（魚・貝など）
、

養成の教育に関することなどです。すでに学生の市場見学、

め、適正な値段を決めて小売店に届ける役割を果たしており、

が、今後ますます活動が広がり、学生の学びが実践の場で深

特産の食材を使い、地域を代表するホテルのシェフとの共同

私たちの豊かな食生活を支える大切な仕組みです。名古屋市

まるだけでなく、住民の健康と地域の活性化につながることを

開発でした。盛夏に行われた第1回の研修

中央卸売市場は名古屋市が開設し、本場、北部市場、南部

期待しています。

会から試行錯誤すること3 か月、使ったこ

市場の3 か所あります。一般社団法人名古屋市中央卸売市場

とのない食材と格闘しました。8 名のチー

協会は、市場内で取引を行っている卸売業者と仲卸業者で構

ムで「猪肉のロールキャベツミルフィーユ仕

成されています。本場は青果部、水産物部、つけ物部の3 部

立て

類の総合市場です。

づくり提案

ホテルメニュー共同開発プロジェクト」は、地域

愛宕梨を添えて」を、2 名のペアで

現在、食育基本法に基づき推進されている第 3 次食育推進

ルト」を完成させ、この秋、各々のホテル

基本計画では、食の循環や環境を意識した食育が重点課題と

から地域の皆様へ提供されました。

なっています。そこで、本学部の食に関する専門的な学術研

この 2 つのメニュー提案ボランティアに

究の成果と、市場の特色ある物的、人的な資源を有効に活用

は、入学間もない1年生から基礎知識を習

し、市場で取り扱われる生鮮食料品等及びそれらの食に関す

得した上級生と様々な学生の応募がありま

る施策展開を図るとともに、相互の協働による食の循環や環

したが、各々が力を出し切り、刺激しあえ

境を意識した食育活動を推進し、地域住民の健康及び食生活

るボランティアであったと考えています。

の向上に資することを目的として連携協定を結ぶことになりま

Ｃ

Ｃ

「抹茶ジャム入り愛宕梨のベイクドチーズタ

Ｓ

Ｓ

食育教材の作成、本学部授業への講師派遣など行っています

Ｎ

Ｎ

食肉（牛肉・豚肉）などの生鮮食品を日本各地や海外から集

豊田市青少年センター様から募集を頂いた「学生によるまち

三者調印式

SLセンターでは、引き続き学びを活かし
た学生の社会貢献活動に力を注いでいき
2017年度はちみつレシピコンペにむけて製作中

たいと考えています。

糖尿病レシピコンテストで優秀賞受賞！
チャレンジ！糖尿病いきいきレシピコンテ

食べてみりん！」で、材料に愛知の特産物（みつば、大葉、み

スト」
（主催 公益社団法人 日本糖尿病協会）に応募した本

かん）を用い、香り豊かな献立に仕上げました。今年度のコ

学部の学生のうち、1チームが朝食部門優秀賞に輝きました。

ンテストは387件の応募があり、朝食部門で優秀賞に選ばれた

今年度、
「第 4 回

このコンテストは糖尿病の予防と治療に関する若年層への
関心を高め、さらには未来の糖尿病療養指導の一端を担う人

ことは、非常にうれしいことです。


（管理栄養学部 管理栄養学科

立花詠子）

材の育成を目的に行われており、応募
者は日本 在住で栄養士・管理栄養士
を目指し学業に励んでいる全国の学生
（専門、短大、大学）です。
コンテストは朝食、昼食、夕食と3 部
門あり、カロリーやたんぱく質量、調理
時間、値段など細かく設定されていま
す。1次審査はその条件を満たした献立
と出来上がり写真から審査され、2 次審
査は 1次審査を通過した献立を実際に
調理し、審査員の試食によって審査さ
2017年度はちみつレシピコンぺ作品
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採用されたホテルメニュー

れました。受賞した献立は「香りご飯を

優秀賞（朝食部門）

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

昨年度の株式会社デンソー様から頂いたイベントボランティ

い、育て、そこから得られた貴重なはちみつです。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

大学のボランティア活動から、地域の皆様のもとへ

受賞献立「香りご飯を食べてみりん！」
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学芸大だより
映像メディア学科
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

2017年度3 年次制作展『ゼミ展』

学科教員の受賞

2017年10月28日（土）～29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（映

 11月25日・26日に開催された4K徳島国際映画祭において、ド

画・TV・3DCG・アニメーション・フォト・サウンド・インスタレーション）で学んだ 3 年次生 113 名の 90 作品が発表されました。合

ローンによる空撮映像の撮影を担当した『CBCテレビ開局 60 周年

同祭との同時開催も7 回目を迎えた今回、台風の直撃もあり開催も危ぶまれましたが多くの方に来場頂く事が出来ました。

記念番組「伊勢神宮・命あふるる神々の森

大 賞

五十鈴川を行く」
』が

「大賞」に選ばれました。
 神宮宮域林の貴重な自然の姿を捉えた美しい映像が評判を呼
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

び、その他、国内ではJNNネットワーク協議会奨励賞、海外では
Chicago International Television Awards Certificate of Merit
を受賞することができました。また、全国各地のテレビ局でも再放
送が予定されています。番組のロールスーパーには名古屋学芸大
学の文字を入れることができ、渡部眞学部長から勧められた本学
におけるドローンの授業にも拍車のかかる日々を過ごしています。

Ｎ

Ｎ

今年度の映像メディア学科

Ｓ

Ｓ

展

覧

会

名

開

n-ex［is］t

催

日

場

2017年5月15日（月）～6月2日（金）

Ｃ

Ｃ

学科関係の展覧会
所

NUAS GALLERY

フォト領域 4 年 共同制作展『かたちのみかた』 2017年7月12日（水）～7月17日（月）

名古屋市民ギャラリー矢田

第 2 展示室

インスタレーション領域

2017年7月12日（水）～7月17日（月）

名古屋市民ギャラリー矢田

第 3～7 展示室

2017年9月6日（水）～9月10日（日）

名古屋市民ギャラリー矢田

第1～7 展示室

制作展『VMIC 展』

大名古屋電脳博覧会 2017

学科教員の活動
活

受 賞 作 品
大 賞

優秀賞

「げつまつのしゅーまつ」
増田 優太

アニメーション領域

「祖母と SMON」
鈴木 七海

TV 領域

優秀賞

奨励賞

「ぼくはボッチャをしています～夢はパラリンピック～」
脇田 恵梨子

高木 卓瑠／山崎 菜津／渡邉 唯斗／安田 彩乃

「眠れない夏の夜の夢」

長谷川 汐海／鈴木 綾花／池田 真子
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名

「Roots Back」

映画領域

山田 雄太

サウンド領域

動

日

会

場

教

員

名

2017年6月2日（金）

KD ハポン

鈴木悦久（講師）、
松浦拓也（助手）

研究発 表「Development of a Grouping
System for Collaborative Historical
Analogy」

2017年8月3日（木）

International Conference for Media
in Education, I C oME 2017, T he
University of Hawai’
i at Mānoa（ア
メリカ合衆国）

吉川遼（助手）

大 名 古 屋 電 脳 博 覧 会 2017 特 別 企 画
「dialogue」

2017年9月9日（土）

東文化小劇場

ディレクション：
伏木啓（准教授）

個展「sonic photogram―音の定着―」

2017年9月9日（土）
～10月9日（月）

Lights Gallery

松浦拓也（助手）

写真の散歩道「PHOTO× WASHI ＝∞」

2017年10月11日（水） 名古屋テレビ塔
～11月12日（日）

小山智大（講師）

人工知能美学芸術展

2017年11月 3日（金） 沖縄科学技術大学院大学
～2018年1月8日（月）

小笠原則彰（教授）

イベント「NIGHT DEVELOPING VOL.2」 2017年11月23日（木） CLUN MAGO

鈴木悦久（講師）、
松浦拓也（助手）

モノローグ・オペラ「新しい時代」

2017年12月8日（金）、 愛知県芸術文化劇場小ホール、
9日（土）、16日（土）
あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニック
スホール

佐近田展康（教授）

2017年12月21日（木） 名古屋シネマテーク
～12月23日（土）

監督：齋藤正和（講師）

第 31回自主製作映画フェスティバル
「たまたび 2015」

映画領域

活

イベント「NIGHT DEVELOPING」

TV 領域

「夏休み」
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動

第 31回自主製作映画フェスティバル
2017年12月21日（木） 名古屋シネマテーク
「みなとアーカイブ2015-2017“mosaic”
」 ～12月23日（土）

監督：鈴木悦久（講師）、
村上将城（講師）
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学芸大だより
メディア造形学部

ファッション造形学科

『第 24 回浜松シティファッションコンペ』準グランプリ獲得

2017年 12月19日（火）
、名古屋学芸大学メディア造形学部

静岡県浜松市の主要産業である繊維産業の顧客となり

棟にて愛知県警察本部から杉浦学長へ「特殊詐欺被害防止

得る将来有望なクリエイターの発掘と育成を目的として開

広報デザイナー」の委嘱状が渡されました。期間は、委嘱式

催されたファッションデザインコンテスト「浜松シティファッ

の開催された 2017年 12月19日～2019 年 3月31日まで、委嘱

ションコンペ」の最終審査会が、2017年12月17日（日）ク

期間中には有料サイト利用料名目の架空請求詐欺被害防止ポ

リエート浜松ホールにて開催されました。
最終審査会では、全国から3,302 点応募されたデザイン

プロジェクト」エンブレムデザインなど愛知県内の特殊詐欺被

画から選ばれた 20点の作品がファッションショー形式で発

害を防ぐための広報活動などに本学部学生がデザイナーとし

表されました。また、今回から観客の前で制作者のプレ

て協力していきます。

ゼンテーションと審査員の質疑応答も同時に行なわれまし

これまで、本学部ファッション造形学科では、高齢者の交

た。ファッションショーだけではない緊張感のある作品審

通事故を減らすため、反射材を使用したファッションショーの

査が行なわれ、厳しい審査の結果、本学科2 年生の中井

開催や交通安全のイベント等で作品展示の協力を行なってき

中日新聞（15 面なごや東版）2017年12 月22 日（金曜日）掲載

美彩さんが準グランプを獲得しました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

スターのデザインや「～ STOP！特殊詐欺～〇っとあいち・絆

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

愛知県警察本部「特殊詐欺被害防止広報デザイナー」委嘱式

準グランプリ作品

準グランプリ作品デザイン画

ました。2015 年には、オレオレ詐欺を防止するための「オレは
被害が大幅に減少したことから、今回広報デザイナーとして委

つながるデザインが期待されます。

合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 2017」

Ｃ

Ｃ

ファッション造形学科

高等学校ファッションデザインコンテスト
「FASHION PRIZE 2017」開催

Ｓ

Ｓ

嘱されることになりました。今回も愛知県内の被害の減少に

Ｎ

Ｎ

誰？」のキャッチコピーとポスターデザインに協力したところ、

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
2017」を本年度も開催しました。10 年目となる今年は、全国 48 校から636点のデザイン画の

2017年10月28日（土）
、名古屋学芸大学ファッション造形学

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

科の合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 2017」

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 6点の計17点

が NUAS ホールで開催されました。

の作品が入賞しました。
2017年10月28日
（土）に開催された表彰式では 8 名の入賞者にご出席いただき、杉浦学長

今回のテーマは、
「OVER」～やりすぎたファッションを創ろ

から表彰状と賞金または賞品が授与されました。

う～です。個性豊かな8つのシーンの特徴を誇張させ、それぞ

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、画力のすばら

れが考える“過激なファッション”をデザイン・制作しました。

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たと思います。

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

表彰式

形式で選抜された2～4年生や大学院生・卒業生の個人作品70
点および Opening act 衣裳 5点、合計107点の作品がショーを

 グランプリ作品 

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、



準グランプリ作品 



準グランプリ作品 

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。また、今年からは会場の外でもファッションショー
をリアルタイムでご鑑賞いただけるようにパブリックビューイン
グを設置しました。会場に入りきれなかったお客様や小さなお
子様と一緒にご来場いただいた方にもゆっくりとショーをご覧
いただくことができました。
今回も「学部総合プロジェクト」の活動として、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。
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野田 いおり

長谷川 彩花

上村 透子

（愛知県立一宮高等学校）

（埼玉県立越谷総合技術高等学校）

（愛知県立知立東高等学校）
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学芸大だより
メディア造形学部

～成長の証を作品に刻み、新たな一歩を～

卒業・修了制作展

映像メディア学科・大学院メディア造形研究科

平成 29 年度 みどりのこども会事業

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
昨年度に引き続き、名古屋学芸
大学ヒューマンケア学部子どもケア
学科のゼミナールの主催（津金ゼ

リー矢田・東文化小劇場にて「卒業・修了制作展」が開

思いを確かめるように会場内を回りました。学生たちは、

ミ・想厨子ゼミ・林ゼミ・脇田ゼミ・

催されました。今回のテーマは、
『点をつなげて』
。学生

作品の企画意図や仕組みを来場者の方に説明している姿

大島ゼミ）により、平成 30 年1月20

らがフォト、映画、3DCG、サウンド、TV、アニメーショ

も。自分たちの作品の評価を確認するかのように、積極

日
（土）に長久手市文化の家「風の

ン、インスタレーションの 7 領域において、これまで積み

的に来場者の方々とコミュニケーションを取っていました。

ホール」で「みどりのこども会」を

上げてきた学びの成果となる作品約 80点を展示・上映・

次のステージに進もうとする学生たちにとって、節目のイ

開催しました。

パフォーマンス公演として披露しました。来場者は、作品

ベントとなったことでしょう。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

の一つひとつを熱心に見たり、体験したり、学生たちの

2018 年1月17日（水）～21日（日）
、名古屋市民ギャラ

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

卒業・修了制作展＆卒業制作発表会を開催

ヒューマンケア学部

今回は 2 回目ということで、新た
に津金ゼミが加わり、総勢 57名の
学生が取り組みました。
「日本の森や川、自然の魅力、大切

お世話になった先生、支えとなった家族、そして仲間に対

1月27日（土）、デザインセンタービル・デザインホールで

する感謝の気持ちが伝えられました。来場した方々は、退

開催されました。学生たちの手がけた作品は、
「Arts &

場する学生たちを大きな拍手で見送りました。なお、今回

Sciences」のコンセプトのもと、4つのシーンで構成され

もドイツ国立プフォルツハイム大学の学生作品7点が、第

たファッションショーとして登場。76点の作品がランウェ

1部で発表されています。

イを彩りました。また、今回初めての取り組みとして、第

また、ロビーでは学生たちの研究発表 15点をパネル展

2 部の最初のシーンで「真夏の夜の夢」をテーマにキャス

示。モニターでは、プレゼンテーションを行う学生の姿が

トに合わせた舞台衣装の制作を行いました。フィナーレ

紹介され、来場者の方々も立ち止まって見ていました。

には、学生たちが勢揃いし、学生代表の挨拶の中では、

社会を担う人材育成のための教育）の活動です。3 年生後期

ると、お月見の話、収穫した美味しいやきいもをほおばる様子

から始まったゼミナールⅠでは、まず「ESDとは何か」という

を表現。今度は、会場から赤トンボがとんできて小人の指にと

学びからスタートしました。また昨年度の「みどりのこども会」

まりました。
「冬」が近づくと、動物たちは冬眠します。動物

の反省を活かし、実行委員以外の学生でも準備の進捗状況

たちがいなくなった森で、小人たちは早く花が咲いて春になる

や全体の発表内容をしっかりと掌握できるように、ゼミナール

ように、
「手のひらを太陽に」の歌をうたいながら、子ども達

の時間を合わせ、場を共有しながら準備活動をすすめました。

と一緒に手話ダンスをしました。通路にいる学生のダンスを真

学生の主体的、対話的で深い学びを実現するため、学生自ら

似しながら、楽しく踊ったそのエネルギーで、背景の木にどん

が公演のテーマや内容・構成を考えたり、背景や衣装、小道

どん花が咲き、再び「春」
。動物たちも冬眠から目覚め、楽し

具・大道具を作製したりする中で、リハーサルで出た反省点を

い合奏の始まりです。会場の子どもたちは、配られた手作り

活かし改善しながら当日を迎えました。

のマラカスを振りながら、
「夢をかなえてドラえもん」の曲に合

今回の
「みどりのこども会」も2 部構成。1部は、ぐるーぷ・

わせて合奏しました。会場一杯に響くマラカスの音、子ども達

びっくりばこによる人形劇「雲になったコッちゃん」「ぬのあそ

の笑顔で、一気に気持ちが一つになります。最後には、参加

び」
。145 名の親子は、熱心に人形劇を鑑賞し楽しみました。

したゼミ生が会場に勢ぞろいして、笑顔でフィナーレ。終了後

2 部は、学生たちが登場しました。今回のテーマ「日本の

は、アーチや列をつくって並び、来場者をお見送りしました。

四季」を分かりやすく楽しく伝えるため、森の小人と動物が四

片づけを終えて、会の感想等のコメントを教員一人ひとりが

季の物語をつむいでいきます。四季を表現する背景の画像は、

述べました。全員に共通していたのは、本番直前のリハーサル

学生の手作りです。最初の場面は「春」
、小人たちと動物たち

の細かなアドバイスにまできちんと向き合い、良い作品にしよ

は、なかよくお花見をします。
「夏」の場面では、暑さと夏の

うと努力する学生の様子は、見ていて感心させられる嬉しい

楽しみを紹介します。海の波音を聞かせ、子どもたちに「何の

姿だということでした。
実行委員長の中井聖那さんは「短期間の準備で、しかも大
勢の学生が参加する舞台発表をどのようにまとめ、発表する
のか、不安だったけれど、力を合わせたらできることを実感し
ました」
と話しています。プロのように、センス良く完璧な表現
はできなくても、心を伝えることを目指して頑張ってきた「み
どりのこども会」は、学生にとって貴重な経験であったと同時
に、子ども達にも心に残る時間となったものと確信しています。
普段大学で学んでいることを、実習以外の場で子ども達に
対してアウトプットする機会は、今後もゼミの協働という形で
実現できると良いと考えます。

47

Feb.2018 Vol.84

 （ヒューマンケア学部 子どもケア学科 准教授

大島光代）
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Ｃ

Ｃ

今回で第 13 回を迎える「卒業制作発表会」
が、2018 年

「波の音」と答えます。かぶと虫も飛んできました。
「秋」にな

Ｓ

Ｓ

ファッション造形学科

さを子どもたちに伝えよう」とする試みは、ESD（持続可能な

Ｎ

Ｎ

卒業制作発表会

音だろう」と投げかけました。子どもたちは、口々に
「海の音」

ＮＳＣだより

ファッションセミナー開催

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋ファッション専門学校
『JFA FUR DESIGN CONTEST 2017』にてグランプリを受賞し
海外コンテストへ！

11月24日、校内にてファッションセミナーが開催されました。今回の講師は

「JFA FUR DESIGN CONTEST 2017」にてファッションマスター科3 年の

リオ五輪の閉会式日本を代表するイメージ制作でコラボレーションしたお二人

近藤雄元さんが、見事グランプリを受賞しました！ボリューム感のあるシルエッ

の作品解説映像から始まり、学校卒業から現在に至るまでの経緯や現在の主

トは、近藤さんが在学中にずっと追求していたもの。コンセプトは「近未来を

な活躍、学生へのメッセージなどをお話いただきました。途中から三田さんの

描いた SF 映画」にインスパイアされ「未来に向かう防護服」です。今回は株

お弟子さんのスタイリスト、EXILE 専属で活躍するmashaさんもサプライズ参

式会社 津屋浅草営業所様の後協力でファー素材を使用し迫力のある作品が

加！学生からの質問にも丁寧にお答えいただき、充実した 2 時間となりました。

仕上がりました。上京したり電話でお話しをしたり、何度も打ち合わせを重ね
和やかな雰囲気の中でお話しが弾みました

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

「ファセッタズム」のデザイナー落合宏理さん、スタイリスト三田真一さんです。

て仕上げた作品です。今回の受賞により、近藤さんには REMIX（国際毛皮連
盟主催の国際毛皮コンペティション）及び国際毛皮連盟アジア地区主催の国
際毛皮コンペティションの二つの国際コンペティションへのエントリー資格が
与えられます。近藤さんのめざましい活躍に今後の期待が高まります。

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ
近藤さんのグランプリ受賞作品
セミナー講師の落合さん、三田さん

セミナー終了後は全員で記念撮影

2017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

『NFFF2018』へ向けて！

コンテスト名

2018 年 2月10日に開催される『NFFF2018』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より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
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、
BEAVER（株式会社上野商会）
、WEGO（株式会社ウィゴー）
、

伊藤
ナゴヤリメイクコンテスト

トラディバリウス（株式会社ストラディバリウス・ジャパン）、オ
ご協力を頂き、秋の研修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した。産学協
協賛企業の本社にてデザイン画審査

デザイナー中島篤先生による作品チェック

香奈子

クランツ賞
丸糸賞

桃子

1次審査通過

名古屋ボストン美術館

3A

伊藤

るみ

入選

2A

玉腰

佑海

入選

2A

長井

桃子

入選

2A

前田

朝妃

入選

恵里奈

入選

菜利

入選

パリジェンヌ展「なりきり

ナナちゃん衣装デザインコンペ2017

2A

TFL 革のデザインコンテスト2017

3A

全国ファッションデザインコンテスト in さばえ

2A

石田
永岡
高城

絵理華

奨励賞

2A

玉腰

佑海

企業賞

3A

近藤

雄元

グランプリ

日暮里ファッションデザインコンテスト

3A

前田

沙耶

入選

JFA ファーデザインコンテスト2017

3A

近藤

雄元

グランプリ

第24回浜松シティファッションコンペ

3A

貴島

菜々子

入選

千年大賞

3A

西川

みゆき

第2部

3A

加藤

玲央奈

秀作賞

2A

高城

絵理華

入選

文化服装学院ファッションデザインコンテスト2017
協賛企業広報担当様からブランドコンセプト説明

葵

果

金天馬賞

長井

倉敷ファッションフロンティア2017
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酒井

るみ

結

2A

翔工房

ペーク・ドット・クリップ（株式会社ワールド）など、有名各社の

49

3A

名

ナゴヤファッションコンテスト2017
コーナー」衣装コンテスト2017

REDYAZEL（株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド）
、ス

企業様によるワークショップで素材の扱いを学習

氏

佐藤

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

同のイベントとしてより一層の充実を目指しています。

クラス

サービスウェア部門

1次審査通過
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ＮＳＣだより
名古屋製菓専門学校

行ってきました研修ツアー

2017 年技能五輪 UAE 世界大会

名古屋栄養専門学校では、前期と後期

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋栄養専門学校

敢闘賞受賞！

若い技術者が技術を競い合う
技能五輪世界大会が 10月にUAE

1、2 年生全員で4 か所に分かれて日帰りの

で行われ、本校卒業生の香川実穂

社会見学です。
「伊賀の里モクモク手作り

さんが出場し、敢闘賞を受賞しま

ファーム」では、バイキング昼食のあとアイ

した。世界大会出場は、今回で 4

スクリーム手作り体験を、
「モザイクタイル

度目の出場となり、賞の受賞は 3 大

ミュージアムと水族館」では、ビュッフェラ

会連続の快挙です！

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

の授業終了後、研修ツアーを行っています。

ンチを楽しみながらタイルを使った小物作
りと水族館の見学を、
「鵜飼いとビール工場
見学」では、木曽川で遊覧を楽しんだ後、
始めての鵜飼を満喫、
「工場見学ツアー」で
はミツカン酢とコカ・コーラの見学を実施

競技中の香川さんの様子

技能五輪世界大会

敢闘賞作品（香川さん作品）

Ｎ

Ｎ

し、食品の歴史や製法を学びました。どの

Ｓ

Ｓ

コースもそれぞれ興味深く、普段の学校で

ジャパンケーキショー東京 2017 で10 年連続上位受賞の快挙達成！

ました。

Ｃ

Ｃ

は味わえない刺激を得、貴重な経験となり

日本最大規模のコンテスト
「ジャパンケーキショー東京」が 2017年10月に開催され、
学生の部で出品数 500点以上の中から、5 名の学生が銅賞を獲得しました。本校がこ
のコンテストで上位入賞するのは10 年連続の快挙です。また卒業生の川端慎也くんが
プロに部において、総出品数 1800点以上の中から第 2 位に選ばれました！その他にも
4 名の卒業生が上位入賞と大活躍でした！

夏休み集中実験
毎年夏休みに「栄養成分分析」の集中実験を行っています。希望者のみですが今年は 8 斑に分かれて、それぞれが分析した

― 学生

いと思った食材をもちより、一般成分とナトリウムの分析を1 週間かけて行いました。食品中の水分、たんぱく質、脂質、灰分、

5 名―

品
銅賞作

炭水化物の含有量を自分達の手で実際に分析し、最終日には結果と考えたことをまとめ発表会を行いました。また、ナトリウム
に関しては愛知県の食品工業技術センター
をたずね分析を教えていただくとともに、セ
ンターの見学もかねて最先端の食品製造に
関わる技術を垣間見ることができました。
物事を理解し、自分で考える力を身につ
けるには、自ら体を動かし実体験すること
が重要です。この実験に参加した人にとっ

ジャパンケーキショー プロの部 準グランプリ作品
（川端くん作品）

て次のステップへのきっかけになることが
期待されます。
集中実験（栄養成分分析）

参加者で集合撮影

名古屋学芸大学管理栄養学部教授陣による特別講義
系列校である名古屋学芸大学管理栄養学部の先生方から、研究テーマについての講義をしていただき、現在何が問題になっ
ているかについて学ぶ機会を作りました。本年は和泉秀彦教授、岸本満教授のお二人の先生にそれぞれの専門分野であるアレ
ルギーや食中毒について分かりやすく教えていただきました。
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体
験

入
学

①一から学生が丁寧に
教えます。
②生 地を練るところか
ら焼成までたっぷり
体験できます。
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ＮＳＣだより
造園デザインコンクール表彰式

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋総合デザイン専門学校
クリエイターズマーケット vol.36

平成 29 年 5月31日（水）キャスルプラザにて（一社）愛知

6 月17（土）18（日）11：00～18：00

県造園建築業協会主催による第 12 回造園デザインコンクール

ポートメッセ名古屋

の表彰式が行われ、受賞した本校の学生がこれに出席しまし

快晴

毎回クリエイターズマーケットには在校生、卒業生、講師の

た。受賞は以下の通りです。

先生方が多数参加されています。
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

■住宅庭園部門 最優秀賞 森下 果菜さん
（インテリアデザイン科）
■住宅庭園部門 優秀賞 廣田 真也くん
（インテリアデザイン科）
■住宅庭園部門 優秀賞 酒井 祐佳さん
（グラフィックデザイン科）
■住宅庭園部門 佳作 中村 俊介くん
（インテリアデザイン科）

酒井祐佳さんの作品





中村俊介くんの作品

Ｎ



Ｎ

副賞はノートパソコン、タブレット端末、等でした。おめでとうございます。良かった
ですね。

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ


森下果菜さんの作品

廣田真也くんの作品

愛知アートフェスタ2017
6 月10 日（土）9：00～19：00

オアシス 21

快晴

今回第 4 回となる
「愛知アートフェスタ2017」に今年も参加し
ました。学校ブースには、山盛先生とMichiyo 先生がそれぞ
れ在校生や卒業生とともにワークショップと販売を行い、大盛
況でした。例年恒例の似顔絵エリアでは本校が誇る似顔絵
塾の精鋭が今回も似顔絵を量産していました。またライブペ
インティングにおいても本校の卒業生が多数参加し腕を競っ
ていました。さらに来客として卒業生等が多数来場。まるで同
窓会の様でした。
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ＮＳＣだより
第 8 回ポスターグランプリの授賞式および作品展に参加

NSC 学園祭 2017

11月19日（日）愛知県美術館にて第 8 回ポスターグランプリの授賞式および作品展に参加しました。
本校からの受賞者は以下の通りです。おめでとうございます。良かったですね。

11月3日（祝）と4日（土）の 2日間、今年も学園祭が開催されました。盛りだくさんの催事企画でおおいに盛り上がりました。

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋総合デザイン専門学校

今回も作品展示販売（在校生、卒業生、講師の先生）やモザイクアート、カラオケ大会、手押し相撲、ビンゴ大会、仮装大会、
そして講師と学生によるバンド演奏も快調でした。

◎岐阜県教育委員会賞 武山知可さんの作品
（グラフィックデザイン科 2 年生）

◎平和紙業賞 池戸一成さんの作品
（グラフィックデザイン科 2 年生）

◎入選 村中美優さんの作品
（グラフィックデザイン科 2 年生）

Ｎ

新納茉由香さん（卒業生） ◎国際紙パルプ商事賞

Ｎ

池戸一成さん

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

武山知可さん

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ

エイズデー ポスターコンクールで佳作！
世界エイズデー ポスターコンクー
ルにおいて本校グラフィックデザイン

クリエーターズ
マーケット vol.37
12月9日
（土）10日
（日）ポート

科2 年生伊藤大貴君の作品が「佳作」

メッセ名古屋で開催のクリエー

となりました。おめでとうございます。

ターズマーケット。今回も多数の

良かったですね。

講師の先生や卒業生が出展。ど
のブースも大盛況でした。
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ＮＳＣだより
就職特別講演会
7月1日（土）講師（卒業生）6 名による恒例の就職特別講
演会が行われました。午前中前半は講師一人ひとり15 分～20
分自身の就活や仕事の現場の様子について語っていただきま
した。午前中後半はグループに分かれそれぞれ関心のある講

7月12・13・14、2 泊 3日で東京・横浜研修旅行に行ってきま
した。卒業制作に参考になる資料収集、展示会、展覧会見学
など目的としていますので、3日間暑い中でしたが、中身の濃
い3日間を過ごしました。中日の14日は、自分の研修計画に基

夏期特別集中講座
7月26日、27日、28日、31日「写真講座」の初日はピンホー

7月26日、27日、31日、および 8月30日「アクセサリー講座」

ルカメラの制作。2日目からは屋外で撮影しました。その後暗

は各々がデザインしたものをもとにシルバー・真鍮を使ったリン

室にて現像・紙焼の実習。アナログカメラをとことん堪能しま

グ、ネックレス、ピアス等を制作しました。

した。

づいて1日をかけて東京を巡ります。これにより卒業制作の作

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

師のもとに集まり熱心に耳を傾けていました。

2 年生研修旅行 2017

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋総合デザイン専門学校

品に対してイメージから強い動機へとはっきりさせたり、アイデ
アをもらったり、写真による資料を制作したりと充実した時間
をおのおの過ごせたと思います。この結果は、後期から始まる
制作に反映されます。21・21DESIGN SIGHT での見学タイト
ル「そこまでやるか」なんですがそのとうりでした。最終日は、
みんなで横浜のイケアに行きました。楽しく過ごした 3日間で
した。もちろん見学や資料収集などの目的はありますが、来年

Ｎ

Ｎ

4月から働くという人にとり、この夏は最後の夏休みです。研修

Ｓ

Ｓ

旅行も同じように学生時代の最後の思い出として楽しかったと
思えるイベントになってくれればという思いです。よく遊び、一

Ｃ

Ｃ

生懸命考えて、後期には面白くて、きれいで、しゃれていて、
なおかつ隙のないデザインを作ってください。
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ＮＳＣだより
名古屋総合デザイン専門学校

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋総合デザイン専門学校

閉校

36 年間の学校での思い出のシーンを教室の壁に展示しました。
名古屋総合デザイン専門学校は、本年 3月をもって、その
幕を下ろすことになります。18 歳人口増加とともに、産業界

保に努めてきましたが、2017年度の学生募集を停止し、

生が就任されました。

今年3月で在校生全員が卒業することにより今年度限り

1990年にはいち早くパソコンを導入してインテリアCADな

で閉校とすることが決定されました。

か、名古屋総合デザイン専門学校は、
「洋裁（ファッション）」

どのソフトを用いたり、ネットワーク回線を利用した産学協同

「ビジネス」
「栄養」の3 校と共に1982 年 4月に開校しました。

の実学重視の教育を実施するなど、300 名に迫る入学者があ

第一期生も50 歳を超え、多くの卒業生がグラフィックデ

りました。

ザイナーやインテリアデザイン業界で活躍しています。母

愛知女子短期大学でデザインを担当していた筒井明教授

本校は開校以来36年間で2,947名の卒業生を輩出し、

が中心となって、より実学的なインテリアデザイン、グラフィッ

その後、岡本大三郎校長、大西甫校長のもとでカリキュラ

校は閉校になりますが、本校を卒業された方へのご支援

クデザインを教育する専門学校として発足し、校長には、地

ムの見直し、教育システムの変更等の改革を行い、入学者確

は引き続き専門学校事務室で行うことになっています。

沿

革

1982年4月1日

名古屋総合デザイン専門学校

開校

2007年4月1日

名古屋総合デザイン専門学校

学生募集停止

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

からの即戦力としてのスペシャリスト養成のニーズが高まるな

元のファッション関連企業に交友関係が広い中西冨美子先

名古屋環境建設専門学校と統合し、
NSC デザイン工科カレッジ 開校
2009年4月1日

名古屋総合デザイン専門学校

2017年4月1日

学生募集停止

2018年3月

名古屋総合デザイン専門学校

再開
閉校（予定）

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ
2017.11.3, 4
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学園祭にて
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幼稚園での生活は、ワクワクドキドキがいっぱいですが、じっと我慢する瞬間やホッとする時間も大切です。子ども
たちそれぞれの一分一秒にドラマが繰り広げられているのです。ひとつひとつの行事も、何気ない日常の中の出来事も
成長につながる大事な経験です。
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

その大事な経験を見守り、支援していく大人たちもよい影響が与えられるよう連携して様々な活動に取り組んでいます。
晩夏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。

名古屋学芸大学・水谷誠孝先生による

8/31 「教員のための園内研修」

夏休み期間の最終日に名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科の水谷誠孝先生にお願いし、教員の園内研
修を実施しました。
「幼稚園教育要領造形表現と初等図画工作科の関わり」という内容の講義を聴き、その後、個人製
日頃、園児たちに絵画製作を指導している側の教員たちですが、この
日は夢中で絵画製作にのめり込み、時が過ぎるのも忘れ没頭できる時間
を過ごすことができました。
新しい知識や技術の習得とともに、後々わかったことですが、自ら絵
画製作を行うことで
「子どもの気持ちが理解できた」ことは、この後の作

作品展覧会

言われたこと、説明を受けたことを正確かつ丁寧に行って作品を作ることも
作業としては大切ですが、もっと大切なことは、自分が感じたこと、考えたこと
を自由に表現することだと考えています。それぞれの思いを表した作品は、個
性溢れるものばかり。
「これは何？」と尋ねると、子どもたちは、
「待ってました」
とばかりに語り始めます。子どもも自分の思いは誰かに伝えたいのだと知ること
ができます。これは8／31の園内研修で教員たちが自ら体験した心の動きです。
描画も製作も子どもたちの創造性を育てます。また、自分の思いを描いたり、作ったりしたものが完成すると、子ど
もたちはとても満足して、達成感・成就感を得ることができます。
作品作りの過程を通し、子どもの考えていることは、とてもおもしろいと実感できた作品展覧会でした。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

作とグループ製作の実技を行いました。

11/11∙12

品展覧会に向けた指導に大きく影響しました。表現活動は、自らの思い
間の

が最も大切であることを実感できた研修でした。

作品展覧会期

10/18∙20

芋掘り遠足

今年のさつまいも掘りは、いつもとちょっと違った意味で盛り上
がりました。理由は降り続いた雨で畑がどろんこ状態だったため、
さつまいも掘りプラスどろんこ遊び気分が味わえたからです。子ど
もたちは実に逞しくて、悪条件を遊びに変える力があります。
「汚
れても構わない服装で！」
というお願いに、各ご家庭がご協力くだ
さったため、思いっきり楽しんで掘ってきました。
観点を変えれば、マイナスもプラスに転じることを体験してきま
した。何事も自分の力を信じて前進してほしいと願っています。

10/24∙26

給食試食会

幼児期は身体発育が著しい時期です。2 歳から5 歳の間で体重は約 2 倍、身
長は約1.5 倍になるそうです。発育面だけでなく、咀嚼の仕方や箸の使い方など
食事に纏わる重要ポイントはたくさんありますが、何よりも食べることを楽しむと
いう気持ちを育てたいと考えて幼稚園給食に取り組んでいます。幼児期の食事、
食生活のよい習慣は、人の一生につながる大切な基礎作りだといえます。
子どもたちが進んで食べる給食の条件は、第一に「おいしい」こと。温かくておいしい
給食で好き嫌いをなくし、何でも食べられるようになることを目指しています。
そんな給食を保護者の方々にも食べていただこうと、以前よりご要望のあった給食試食
会を行いました。試食後のアンケート調査にもご協力いただきましたので、今後さらに子ど
もたちが喜んで食べることのできる給食作りに努めたいと思います。実際に試食していた
だいたことで、給食を身近に感じていただけたのではないかと思っています。
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菱野幼稚園

菱野幼稚園

11/12 リサイクル活動「制服などの譲渡会」
「もったいない精神」は日本人の美徳。
「サイズが小さくなった制服や卒園するけどまだまだ使える保育用品などを捨てて
しまうのはもったいない。」と多くのお母さまたちがずっと思っていたことを
「譲渡会」
というかたちで解消し、新しい持ち主に引き継がれ使われることができる仕組みが
生まれました。
まずは、リサイクル品の募集です。使わなくなったものの提供をお願いし、園に集めておきました。
取り組み初年度となった昨年は、母の会の役員さん7名が中心となり、この会を立ち上げ、実際に譲渡会に向けて
の準備作業をしてくださいました。2 年目の今回は、ボランティアのお母さまたちに支えていただきました。
譲渡会ですので、無料でもらっていただく形式です。人気の品物は投票制のくじ引きで譲渡先を決めます。ボラン
ティアのお母さまたちは、時間を見つけ、数日間園へ通い、ボタンやゴムを着け直したり、アイロンを掛けたりして、リ
サイクル品をランクアップさせて当日に備えます。
ボランティアのお母さまたちと教職員とで力を合わせ開催した「譲渡会」は、おかげさまで大盛況。品物たちは新たな活
躍場所に移ることができました。いろいろな人たちの手から手へ移動したものは、その思いも乗せ、また使われます。
子どもたちの心にも「もったいない」の気持ちが届きますように。

12/20 もちつき大会
正月準備の餅つきは、古くから行われる年中行事ですが、家庭で臼と杵、蒸籠を
使って餅をつくのはなかなか大変なこと。しかしながら、正月に歳神様にお供えする鏡
餅を作るため、家族や親戚が集まってにぎやかに餅つきをするという風習を、子どもた
ちにも味わってほしいと、園では毎年この時期に行っています。
教職員だけではなく、母の会の役員委員さん、ボランティアのお父さんたちに手伝っ
ていただき行えています。もちろん園児全員が杵でお餅をつきます。
一昨年から始めた花餅作りも今年で3年目です。ずいぶん要領がよくなってきました。
因みに、鏡餅の一番上に飾る「橙（だいだい）」ですが、果実が大きくなっても木か
ら落ちないということから、昔の人は、代々家が続いて大きく栄えることを願って、橙
を飾るようになったと言われています。また、橙（だいだい）と代々
（だいだい）をかけ
ての祈りをこめたものだという説もあるようです。
その橙の木が、幼稚園の通用門から見上げた先にあります。毎年大きな実をつけ、
子どもたちを見守っています。
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C O L U M N

わが町日進

おらが村の殿様となった渡辺様

マスコミで見る学園各校の出来事
日付・媒体

Profile

所属※

記事内容等

2017 年 6 月 1 日 ▶▶ 2017 年 12 月 31 日
日付・媒体

「栄養満点 日替わり弁当」SOWHAT お弁当販売 レ
学芸大 シピ作成協力、パッケージデザイン

〈管理栄養学部・メディア造形学部卒業生〉

所属※

記事内容等

10 月 12 日 中日新聞

外大

「人文学研究科 設立祝う」名古屋大学大学院人文学研
究科設立記念式典講演
〈亀山郁夫学長〉

10 月 13 日 メ～テレ

学芸大

「UP！」新型新幹線 N700S について

〈メディア造形研究科 木村一男教授〉

10 月 15 日 中日新聞

外大

「考える 選ぶ 10.22衆院選あいち」演説
大学生の感想は
〈国際ビジネス学科3年 富樫孝毅さん〉

10 月 15 日 中日新聞

外大

「マナビバ 22日「18歳選挙権」初の衆院選」学生コ
メント
〈世界共生学科1年 木田直希さん〉

6月1日

中日新聞

6月9日

中日新聞

外大

6 月 16 日

中日新聞

学芸大

6 月 17 日

中日新聞

外大

「日中討論会に出場 中国の学生が抱負」知事を訪問

〈世界共生学科1年 山本裕佳さん〉

6 月 19 日

中日新聞

外大

「日中関係テーマ 両国学生の視点 名外大で討論会」

〈外国語学部 川村範行特任教授、WLAC〉

10 月 19 日 中京テレビ

「キャッチ」孤食…その先へ～子どもたちに「楽しい食
学芸大 事」を伝えたい～コメント出演

〈管理栄養学科 安達内美子准教授〉

6 月 24 日

LIVING

学芸大

「大学っていいかも！ ミセスの大学活用術」子どもケ
アセンター紹介
〈子どもケアセンター〉

10 月 23 日 メ～テレ

学芸大

「あなたの幸せ UP！」新型新幹線 N700S について

〈メディア造形研究科 木村一男教授〉

6 月 25 日

日中経協
ジャーナル

外大

「国家イノベーション駆動型発展 戦略の課題と展望」
寄稿
〈中国語学科 真家陽一教授〉

10 月 24 日 西日本新聞

外大

「小池人気 なぜ失速」について（共同通信社配信）
〈世

界共生学部長 高瀬淳一教授〉

6 月 25 日

朝日新聞

学芸大

「県産野菜を使い大学生がレシピ」食育レシピコンテス
ト参加
〈管理栄養学科〉

10 月 30 日 読売新聞

蔵はその子重綱ともども家康の子尾張藩主徳川義直を補佐す

6 月 27 日

TV 朝日

学芸大

「林修の今でしょ！講座 3時間スペシャル」健康と牛
乳について
〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

「名城大 V 食でサポート」名城大学女子駅伝部への食
学芸大 事支援
〈管理栄養学科 南亜紀講師ゼミ生

4年 本山愛さん、齊田さやかさん〉

11 月 3 日

学芸大 「秋の叙勲受章者」瑞宝中綬賞

るよう命ぜられたのです。そして、三河加茂郡内に 5 千石、尾

6 月 27 日

日本テレビ

「ザ！世界仰天ニュース」食中毒について
学芸大
〈管理栄養学科 岸本満教授、環境衛生学研究室〉

りの松に鎧を懸け、池で槍を洗ったと語り伝えられてきたの

張郡内に 5 千石を賜り、以前より拝領していた4 千石を合わせ

6 月 28 日

朝日新聞
（夕刊） 学芸大

「被災地アナゴでやわらか介護食」共同開発商品紹介
〈管理栄養学科4年 神村美帆さん、河野呼春さん〉

が、槍の半蔵こと渡辺半蔵守綱で、後に日進市域の大きな部

て1万4 千石を領することになったのです。

6 月 30 日

中日新聞

外大
外大

前岩崎城歴史記念館長

（略歴）昭和11年生まれ。前岩崎城歴史記念館
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

田中 義和

日進市の岩崎城も関わりのある、小牧・長久手の戦いのうち

賜り、足軽 100人を預けられます。半蔵この時 59 歳、身分は

の長久手の戦いで知られる長久手市に、かつて血ノ池（現血

足軽頭のままでありましたが、同年 9月の関ヶ原の戦いには家

の池公園）とよばれる池がありました。長久手決戦に勝利し

康麾下にあります。翌年、半蔵 60 歳になり、騎馬同心 30人を

た徳川方の将士が血に染まった刀や槍を池の水で洗ったため

賜ることになります。

水が真っ赤に染まり、その後も戦いのあった日のころになると
池の水が赤くなったという伝説の池です。
4月9日（旧暦）の長久手決戦で奮戦し、この血ノ池のほと

慶長 15 年（1610）
、半蔵守綱に大きな転機が訪れます。半

「名外大の留学生 園児らとゲーム」

〈留学生 ダニエル・エルゲッタさん〉
「名古屋学芸大 新設予定の看護学部」
オープンキャンパス

〈看護学部〉

（夕刊）

中日新聞

11 月 7 日

中日新聞

「人権侵害 米政権に警鐘」英米語学科講演会紹介・講
師サツキ・イナ氏インタビュー
〈英米語学科、WLAC〉

11 月 9 日

NHK

「多文化共生社会の可能性ー誰も排除されない社会
〈世界共生学科 吉富志津代教授〉
へー」寄稿

11 月 9 日

プレジデント
オンライン

〈杉浦康夫学長〉

外大

講演会「
『ボージャングルを待ちながら』―究極の愛と
風変わりな家族―」紹介
オリビエ・ブルドー氏と諏訪哲史氏の対談

〈フランス語学科、WLAC〉

学芸大

「所さん！大変ですよ」食べ物と成長ホルモンの関係に
ついてインタビュー
〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

外大

「日銀の“ETF 購入”が終われば株高は終わる」寄稿

〈世界共生学科長 小野展克教授〉

外大

「ニュース虫めがね カズオイシグロ氏ノーベル文学
賞」について
〈亀山郁夫学長〉

分を采地（領地）としていた、いわばこの辺りの殿様だった人

この時の、尾張郡内というのが現在日進市域になる村々で、

7月1日

ひょうご人権
ジャーナル「きずな」

物です。今回はこの日進にも関わりのあるお殿様、渡辺半蔵

岩崎村、本郷村、藤島村、藤枝村、米野木村、折戸村が、

7月1日

広報にっしん

守綱（忠右衛門とも）について述べてみようとおもいます。

渡辺家のそれに当たります。そのほか、現東郷町域になる諸

「名古屋学芸大学生が絵本を市図書館に寄贈 被災地に
学芸大 思いをはせて」学生制作絵本寄贈
〈子どもケア学科4年 木村美波さん、立松朱咲さん〉

7月7日

メ～テレ

学芸大

「ドデスカ！」東海地域 産官学連携食育レシピコンテ
スト受賞
〈管理栄養学科3・4年生〉

7月7日

朝日新聞

学芸大

「東海地域 産官学連携食育レシピコンテスト」受賞

〈管理栄養学科3・4年生〉

7月8日

メ～テレ

外大

「正義のミカタ」G20について〈世界共生学部長 高瀬淳一教授〉

11 月 15 日 京都新聞

外大

7 月 11 日

中日新聞

外大

「逆風 説明責任を・有権者の信頼なくす」加計学園閉
会中審査について 〈世界共生学部長 高瀬淳一教授〉

全国外大連合 通訳ボランティア派遣に関する協定締結

〈亀山郁夫学長〉

11 月 16 日 中日新聞

外大

「名医とつながる！たけしの家庭の医学」健康寿命を延
学芸大
ばす方法について〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

「第30回中国語スピーチコンテスト」結果

〈中国語学科〉

11 月 18 日 中日新聞

学芸大

「平和の俳句」学生俳句入選・インタビュー
〈子どもケア学科3年 上玉利 結さん、水谷一義さん〉

渡辺半蔵守綱は、主君徳川家康

輪村、和合村も渡辺家の采地（領

と同年の天文 11年（1542）生まれ

地）とされ、岩作村（現長久手市

で、弘治 3 年（1557）
16 歳で駿府に

域）の一部が給地でした。

抑留されていた家康に仕えていま

その後、慶長 19 年（1614）大坂

す。永禄 5 年
（1562）
、今川氏から

冬の陣では尾張勢の先陣をつと

独立した家康が三河全土を統一し

め、翌元和元年夏の陣では義直陣

ようとしていた時期ですが、三河

中にあって補佐役をつとめました。

八幡の戦いで守綱は敵と槍をあわ

半蔵守綱は家康 16 神将のうち

せて戦功をあげ、この時から「槍

の一人として知る人ぞ知る人物で

の半蔵」と評判されるようになった

すが、大河ドラマに出てくる酒井

8 月 14 日

忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊
直政らほど著名ではありません。

といわれています。
永禄 6 年（1563）
、半蔵守綱 22

米野木町武田家に伝わった渡辺家家紋（三星一文字）入りの
提灯と保管箱（岩崎城歴史記念館所蔵）

7 月 11 日

TV 朝日

11 月 11 日 中日こども

ウィークリー

11 月 11 日 中日新聞

「籐で消臭 香る感性」学生考案製品販売
学芸大 
〈ファッション造形学科 島上祐樹講師、

3年 三浦綾花さん〉

11 月 15 日 中日新聞（夕刊） 学芸大 「旬感チョイス 河田拓也」外大で講義


読売新聞

〈映像メディア学科卒業生 河田拓也さん〉

7 月 16 日

中日新聞

外大

「NIE 新聞で学ぼう」公開授業・中学校 卒業生紹介

〈日本語学科卒業生 金田茂己さん〉

11 月 25 日 日本経済新聞

外大

7 月 22 日
7 月 23 日

福島民報
南日本新聞

「ハンガー80本でクリスマスツリー」学生制作

〈国際教養学科3年 村井理恵さん〉

外大

江上剛著『病巣』書評（共同通信社配信）

〈世界共生学科長 小野展克教授〉

11 月 26 日 中日新聞

外大

「学生通訳コンテスト」2位入賞

〈現代英語学科3年 荒川真紀さん〉

7 月 26 日

中日新聞

「地域活性化など連携」岐阜県中津川市と連携協定締結
外大

〈亀山郁夫学長〉

11 月 26 日 中日新聞

学芸大

7 月 26 日

朝日新聞

外大

（夕刊）

「お仕事ファイル ファッションデザイナー」
〈ファッション造形学科卒業生 中田優也さん〉

11 月 27 日 中日新聞

外大

「なごや環境大と名古屋外大協定」記念式典、学生作品
展示紹介
〈現代国際学部長 奥田隆男教授〉

中日新聞

「
「食品 G メン」が大量調理体験」食品衛生監視員対象
学芸大 大量調理研修開催
〈健康・栄養研究所、

管理栄養学科 岸本満教授〉

11 月 27 日 中日新聞

学芸大

「学生作 避難所間仕切り」熊野市

〈デザイン学科4年 飯田愛理さん〉

8 月 14 日

中日新聞

学芸大

「収穫野菜でカレー作り」農業サークル一坪農園
〈管理栄養学科1年 湊谷琴乃さん、2年 渥美和也さん〉

11 月 29 日 毎日新聞

外大

8 月 25 日

中日新聞

学芸大

「笑顔」一坪農園副園長紹介

〈管理栄養学科2年 渥美和也さん〉

「インバウンドに若者視点」津島市のインバウンド観
光 学生提案 〈国際教養学科 佐藤都喜子教授ゼミ生

3年 大河 智桃子さん、中面 くるみさん〉

12 月 5 日

中日新聞

学芸大

「課外活動の絵本 商品化」デザイン学生制作絵本
〈デザイン学科 尹成濟准教授、デザイン学科生〉

外大

多文化トーク番組「PEOPLE JUNCTION」法廷通訳
や公益通訳翻訳について〈現代英語学科 津田守教授〉

12 月 6 日

朝日新聞

学芸大

「
「献血に協力を」瀬戸で呼びかけ」

〈吹奏楽部、映像メディア学科3年 日下凌さん〉

外大 「若者に「献血を」キャンペーン」
学芸大 〈ボランティア学生、吹奏楽部、チアリーディング部〉


岐阜県中津川市と連携協定締結

〈現代国際学部〉

歳のとき、三河・真宗本証寺侵入に端を発した三河一向一揆

また、義直の付家老（年寄衆）としても、犬山城主となった成

8 月 26 日

ゆめのたね放送局

には父高綱とともに一揆側にたって家康に叛きましたが、のち

瀬隼人正正成ほど知名度は高くはありません。

8 月 29 日

TV 朝日

学芸大

「林修の今でしょ！講座」健康長寿について解説

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

12 月 8 日

中日新聞

に赦されて、父（同 7年討死）の遣した地を継ぎました。それ

東大教授であられた中村孝也先生は「家康の臣僚～家康と

9月2日

学芸大

以後家康の遠州掛川攻め、姉川の合戦、三方ヶ原合戦などに

その武将たち」の中で「槍半蔵守綱は関原戦争、59 歳になる

中日ホーム
ニュース

「子どもと大学生が交流」

〈ボランティアグループ はっぴぃらいおん〉

12 月 8 日

9月2日

学芸大

従い功名をあげています。そして、はじめに書きました長久手

まで、足軽頭であった。勇武絶倫というならば、それは個人

中日ホーム
ニュース

「ハローお嬢さん」学生紹介

〈子どもケア学科2年 山本夏紀さん〉

中日友好協会
「第9回ジャーナリスト訪中団」座談会
外大
HP（中国語版）

〈外国語学部 川村範行特任教授〉
中日新聞

9月6日

産経新聞

外大

合戦の際にも加わっています。

的勇気であり、攻城計略ではないところが、単純でさばさばし

「大学に広がるタダコピ」について

〈国際教養学科 横山陽二准教授〉

12 月 9 日

9月6日

読売新聞

学芸大

「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 石井遥子さん〉

9月8日
9 月 12 日
9 月 15 日

「コムギケーション倶楽部」広告監修
朝日新聞
（夕刊） 学芸大

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

日進市隣接の長久手市での長久手合戦につきましては、
「岩
崎城にかかわる三つの戦い」
（Napre Vol.78
（2015.2）掲載）で

ている」と評していますが、領民の末孫としてはもう少し知ら
れてもいいかなと思うところがあります。

「生鮮品活用して連携」管理栄養学部と名古屋市中央卸
学芸大 売市場・同市場協会 連携協定締結

〈管理栄養学部長 山中克己教授〉

12 月 10 日 NHK ラジオ第2

外大

「文化講演会」ロシア革命100年 私の視点

〈亀山郁夫学長〉

12 月 12 日 中日新聞

外大

「災害時通訳 要点学ぶ」ボランティア養成講座

〈世界共生学科 吉富志津代教授〉

12 月 12 日 中日新聞

外大

「先住民族としてのアイヌの文化と権利」
講演会紹介〈亀山郁夫学長、世界共生学科、WLAC〉

述べましたが、幕末の学者頼山陽が「公の天下を取る大坂に

元和 6 年（1620）4月9日、それは奇しくも家康が天下取り

9 月 11 日

週刊現代

外大

「JAL 機炎上 緊迫の60分「実況中継」
」について
〈世
界共生学科長 小野展克教授〉

12 月 14 日 週刊新潮

学芸大

あらずして関ヶ原にあり、関ヶ原にあらずして小牧にあり」と

を決した長久手の合戦のあった日ですが、半蔵守綱はこの世

9 月 15 日

TV 朝日

学芸大

「グッド！モーニング」香港の健康長寿について

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

「「香港」で見つけた長寿世界への扉」香港の長寿について

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

12 月 14 日 中日新聞

外大

述べた戦いのことです。この戦いでは、家康は本隊と先遣隊

を去ります。享年 79 歳と史書は伝えています。

9 月 17 日
9 月 18 日

中日新聞
東京新聞

外大

「社説 負の歴史に学んで」日中大学生討論会学生コメント

〈世界共生学科1年 山本裕佳さん〉

「県の医療通訳 12言語に」あいち医療通訳システム紹介

〈名古屋外国語大学〉

12 月 16 日 中日新聞

外大

「ACC 学生 CM コンクール」ラジオ CM 部門大賞受賞

〈国際教養学科3年 早川莉奈さん〉

テレビ愛知

外大

ジローラモ氏がオープンキャンパスで模擬フライト等
を見学
〈名古屋外国語大学〉

12 月 16 日 中日新聞

学芸大

「職員や学生 交流協定」中日新聞社会事業団と連携協
定締結
〈杉浦康夫学長〉

朝日新聞

「名市大生ら制作「魅力ない」返上狙う」学生出演映画
外大

〈現代英語学科2年 藤瀨響平さん〉

12 月 18 日 賢者の休日

「ドクターとお散歩」キャンパスの様子紹介、
「からだ
学芸大 の学校」隠れメタボについて

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

12 月 22 日 中日新聞

学芸大

「被害防止に「広報デザイナー」学芸大に県警委嘱」

〈杉浦康夫学長、メディア造形学部〉

12 月 26 日 中日新聞

外大

「平昌 笑顔でもてなし」平昌冬季五輪の通訳ボラン
ティア活動
〈フランス語学科3年 野山愛友さん〉

12 月 27 日 毎日新聞

外大

「津島インバウンド・学生ら市長に報告」津島市のイン
バウンド観光促進提言

〈国際教養学科 佐藤都喜子教授ゼミ生〉

とに分けて、羽柴方三河中入軍を追撃しますが、半蔵守綱は
先遣隊に属し、白山林の戦い（現尾張旭市）で三河中入軍三

9 月 23 日

参考・引用文献

9 月 24 日

好秀次隊を潰走させています。ただ、このころはまだ足軽頭

『日進町誌本文編』日進町役場

9 月 24 日

NHK 総合

の位置にあったようです。

『士林泝洄』名古屋叢書（復刻）

9 月 26 日

プレジデント
オンライン

外大

「リフレ派も批判「黒田日銀」の異常な出口」寄稿
〈世
界共生学科長 小野展克教授〉

10 月 1 日

中日新聞

外大

「キャンパスイチ推し」学生紹介

〈世界共生学科1年 端山響さん〉

10 月 2 日

週刊エコノミスト

外大

中国視察「北京に「世界観光連盟」インバウンド大国
狙う」寄稿
〈中国語学科 真家陽一教授〉

その後も、小田原攻め，奥州九戸政実の乱平定、肥前名護
屋等へも家康に供奉するなどしています。慶長5年（1600）
、秀
吉死後 5大老の筆頭として天下を目指す家康は上杉討伐の会
議を大坂城中で聞きますが、半蔵はその席に列して南蛮鎧を
63
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『家康の臣僚』中村孝也
『愛知郡誌』愛知郡役所（復刻版）
『西加茂郡誌』西加茂郡教育会（復刻版）
『豊田市史人物編』豊田市史編さん専門委員会

「あの日 あのとき あの番組」健康長寿のドキュメンタリー
学芸大

〈健康・栄養研究所 下方浩史教授〉

Vol.37

※ 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。

Feb.2018 Vol.84
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法人だより
1

2

名古屋外国語大学の改編と定員増

現在、名古屋外国語大学では、2017年度の世界共生学部

ケーション専攻）
及び英語教育学科の 2 学科については、大き

世界共生学科の開設に続き2019 年度に向け、新学部の設置、

く英語教育分野も英米語学科を構成する領域として捉え、加

学部の改編及び定員超過率の適正化を図るための入学定員

えて学生の科目選択の多様性、英米語専攻及び英語コミュニ

増を計画しています。

ケーション専攻における英語教員資格取得への要望も考慮し

2019 年 4月開設を予定する新学部は、
「世界教養学部」
。

て、英語教育学科（入学定員40 名）を英米語学科の1専攻と

この新学部は、現状の外国語学部から世界教養学科
（入学

し、最終的に英米語学科は、英米語専攻、英語コミュニケー

定員100 名）及び日本語学科を改組・定員増した国際日本学

ション専攻、英語教育専攻の1学科3 専攻、学科入学定員を

科（入学定員60 名）の 2 学科で学部分離し構築します。

400 名とする改編を行います。

名古屋学芸大学メディア造形学部では、2019 年 4月より、下
具体的には、映像メディア学科で 20 名、デザイン学科で10

（グローバル＋ローカル）な教養のあり方を意味する
「世界教養

この数年来、志願者状況が堅調であることから、また、先の

（“World Liberal Arts”
）
」の理念に基づき、不確実性に満ち

定員超過率の適正化も踏まえて、フランス語学科の入学定員

た現代社会にあって最も必要とされるベーシックな学びを追

を60名から75名、中国語学科の入学定員を50名から65名に、

求することを目的としています。

各15 名の増加を行うものとします。

部

名

学

科

現
入学定員

行
収容定員

100

400

120

480

映像メディア学科
メディア
造形学部

ス人材」、複数の専門分野の基礎を持ち且つ全体を調整でき
る
「高度クリエイティブ人材」
、ユーザー体験をベースに製品や

名の入学定員増を行います。
学

ター、デザイナー等専門スキルを有する「専門人材」は勿論の
こと、専門スキルとビジネススキルの両方を有する
「プロデュー

表の通り定員増を計画しています。

更に、フランス語学科、中国語学科の両学科については、

この学部は、世界の多元性、多文化性に立脚したグローカル

名古屋学芸大学の定員増

変 更 後
入学定員 収容定員

デザイン学科

80

320

90

360

ファッション造形学科

60

240

60

240

メディア造形学部計

240

960

270

1080

（1）クリエイティブ教育を取り巻く社会的背景とメディア造形
学部の特徴及び必要性

サービス開発の全体をデザインできる「高度デザイン人材」の
不足並びにその養成の必要性が強く叫ばれているところです。
この社会的潮流は将来に渡り我が国の柱の一つと成り得る
ことから、そのための人材養成への社会的要請と期待は強い
と考え、今回、メディア造形学部のうち、映像メディア学科及
びデザイン学科の入学定員を、それぞれ100 名から120 名、80
名から90 名へ増加することが適切と判断しました。

本学が設置するメディア造形学部の映像・デザイン・ファッ
ション領域は、我が国が世界戦略的に推進する「クールジャ

（2）高等教育機関を取り巻く社会的環境と定員管理の厳格化

「世界教養学部」設置に伴い、既設の外国部学部世界教養

このほか、現代国際学部グローバルビジネス学科について

パン政策（内閣府）」、
「メディア芸術政策（文化庁）」、
「クリエ

平成 27年 7月10日付 27 文科高第 361号及び私振補第 30 号

学科（入学定員100 名）及び日本語学科（入学定員50 名）に

は、現代国際学部全体の入学定員管理の関連から、100 名を

イティブ産業政策（経済産業省）」の中核となる分野です。こ

において、
「平成 28 年度以降の定員管理に係る私立大学等経

ついては、2019 年度から学生募集停止の措置を講ずることと

99 名とし、現代英語学科（入学定員100 名）
、国際教養学科

れらに関連する企業は、国内はもとより海外輸出産業としても

常費補助金の取扱について」が通知され、定員超過率の適正

（入学定員100 名）の入学定員はそのままとてし、3 学科それ

高い期待が寄せられ、近時の映像コンテンツ制作、ファスト

化、厳格化が図られることとなりました。

なります。
他方、外国語学部英米語学科（英米語専攻・英語コミュニ

2019年度

名古屋外国語大学

ぞれの定員超過率の適正化を図る計画です。

改組・入学定員変更計画（案）

現行（2017年4月施行）
英米語専攻
英米語学科

外国語学部

英語コミュニケーション
専攻

英米語専攻

100名

フランス語学科
中国語学科
日本語学科

―

60名

フランス語学科

75名

50名

中国語学科

65名

50名

日本語学科

―

募集停止

―

募集停止

世界教養学科

600名

計
現代英語学科

国際ビジネス学科

100名

グローバルビジネス
学科

国際教養学科

100名

世界共生学科

現代国際学部

100名

99名
100名
計

世界共生学部

世界共生学科
計
世界教養学科

世界教養学部

国際日本学科
計

入学定員合計

1,000名

540名

募集停止

本学においても一部の学部学科で入学定員を上回る入学者

円規模の巨大産業となっていることからもその重要性が認識

を確保してきた現実があり、早急に対処すべき重要な課題と

され、将来性が期待されます。

受け止めています。

また、あらゆる領域で情報革命・デジタルメディア革命が進

しかしながら、映像メディア学科・デザイン学科の実入学者

行する現代社会においては、本学のメディア造形学部が教育

の実績は、過去1.2 倍前後の超過率を踏襲してきたために、受

特色とする「ビジュアルや音でイメージを表現する力」
「モノや

験生及び高等学校側に認知されてきたところであり、この実入

コトを通して体験を創造する力」
「デザイン思考によるクリエイ

学者数を入学定員に沿って、すぐさま100 名、80 名とすること

ティブな発想と問題解決の力」等を育成する人材育成目的は、

は受験生及び高等学校側に与える影響が大きいと考えます。

第一次から第三次までのすべての産業において、また日常的

これらを総合的に判断した結果、今回、映像メディア学科

な消費・生活の場において有用され、今や必須の時代的要請

及びデザイン学科の現状の実入学者に合わせた入学定員増を

ともなっています。

計画し、それぞれその実態に合わせて映像メディア学科は 20

このような状況の中で、必要とされるクリエイティブ人材及
びその養成教育の考え方にも大きな変化が生まれています。
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の認可申請を行うこととしました。

内閣府の「クールジャパン人材育成検討会」では、クリエー

名古屋製菓専門学校新学科の設置、科名変更及び製菓衛生師科の募集停止の件

299名

近年、製菓、製パンの製造、販売等の人材養成に関わる同

ズに応えた 2 年課程の学科設置を計画し、2019（平成 31）年

100名

種の専門学校が愛知県下に数多く開設され、学生の獲得競争

4月にカフェ＆スイーツ科（入学定員40人、収容定員80人／2

100名

が激化してきています。このため名古屋製菓専門学校におい

年課程）を開設したいと考えます。

100名

ても志願者が減少しつつあり、特に製菓衛生師科のような1年

この新学科は、洋菓子、カフェ（バリスタを含む。）、西洋料

60名

課程の学科は全国的にも募集状況が悪く、本校でも2 年課程

理等のカフェメニューを中心に幅広くカフェ分野を学び、特に

を希望する者が多い。

実習を中心とした教育課程を特色としています。

160名
入学定員合計

3

1,099名

このような実情を踏まえ、同科における生徒募集を2018（平

更に、1998
（平成 10）年度の開設以来、名古屋製菓専門学

成 30）年 4月1日から停止し、在学生の卒業とともに 2019（平

校の中核である「洋菓子科」の学科名称を2019（平成 31）年

成 31）年 3月31日をもって廃止したい。

4月より、充実したカリキュラムの内容を明確に表す「洋菓子

他方、新たな生徒確保に向けて、業界の傾向や学生のニー
65

名増の120 名、デザイン学科は 10 名増の 90 名とする学則変更

100名

国際教養学科

300名
100名

計

400名

英語教育学科

外国語学部

100名

計

入学定員

英語教育専攻

100名

現代英語学科

英語コミュニケーション
専攻

英米語学科

40名

計

世界共生学部

学科・専攻区分

200名

英語教育学科

世界教養学科

現代国際学部

変更案（2019年4月）
入学定員



学科・専攻区分

ファッション、Webデザイン関連産業等を合わせると約 30 兆

技術マスター科」に変更します。
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2017 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………………… 2018年 1 月19日㊎
学生春期休暇………………… 2018年 1 月20日㊏～ 3 月31日㊏
卒業式………………………… 2018年 3 月22日㊍
新学期ガイダンス（在校生対象）
……………………………… 2018年 3 月26日㊊～ 3 月28日㊌
2018年度入学式……………… 2018年 4 月 2 日㊊

NSC 合同卒業式… …………… 2018年 3 月20日㊋
2018年度 NSC 合同入学式… … 2018年 4 月10日㊋

名古屋ファッション専門学校
学生春期休暇………………… 2018年 3 月22日㊍～ 4 月 9 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………………… 2018年 2 月21日㊌～ 3 月19日㊊

2 期授業終了………………… 2018年 1 月12日㊎
学生春期休暇………………… 2018年 1 月20日㊏～ 3 月31日㊏
修了式………………………… 2018年 3 月22日㊍
2018年度入学式……………… 2018年 4 月 1 日㊐

名古屋栄養専門学校
学生春期休暇………………… 2018年 3 月21日㊌～ 4 月 9 日㊊

名古屋学芸大学

名古屋製菓専門学校

後期授業終了………………… 2018年 1 月20日㊏
学位記授与式………………… 2018年 3 月20日㊋
2018年度入学式……………… 2018年 4 月 3 日㊋

学生春期休暇………………… 2018年 3 月 6 日㊋～ 4 月 9 日㊊

菱野幼稚園
3 学期始業式………………… 2018年 1 月 9 日㊋
遊戯会………………………… 2018年 2 月 6 日㊋～ 2 月 9 日㊎
卒園式………………………… 2018年 3 月16日㊎
修了式………………………… 2018年 3 月23日㊎
2018年度始業式……………… 2018年 4 月 6 日㊎
2018年度入園式……………… 2018年 4 月10日㊋

名古屋学芸大学大学院
後期授業終了………………… 2018年 1 月20日㊏
学位記授与式………………… 2018年 3 月20日㊋
2018年度入学式……………… 2018年 4 月 3 日㊋

表紙の言葉

編集後記

表紙は、名古屋学芸大学メディア造形学部ファッション造形学科4年生の

巻頭特集でもご紹介しましたが、本年4月名古屋学芸大学に看護学部が誕生

石川沙希さんの作品です。
『芹沢銈介の赤と青における日本の文化』をテーマ

します。2005年にヒューマンケア学部が設置されて以来の新学部誕生です。

に、テキスタイル制作から取り組んだ卒業制作作品です。

また、名古屋外国語大学の新学部設置、両大学の入学定員改定、名古屋製菓

日本人が生まれながらにもつ自然に対する思いをテーマに、芹沢銈介の太

専門学校での新学科の設置等々の計画が進んでいます（詳細は「法人だより」

陽や日本の海や川を連想させる「赤」と「青」で食卓に並ぶ魚や柿を図案から

をご覧ください。）。今年から18歳人口（大学入学年齢）が再び減少に転じ、十

考え、天然染料にこだわり型染しています。壮大な自然ではなく、私たちの身

数年後には100万人を下回ります。今号では、この難関に対処するため、学部

近にある自然を表現した作品です。

学科の再編や教育改革、学生の満足度向上に挑んでいる学園の今をお伝えし



名古屋学芸大学 メディア造形学部 ファッション造形学科

炭釜 啓人

ています。この動きに期待をもって応援していただきたいと思います。
（た）

学校法人 中西学園
名古屋外国語大学・大学院
〒470-0197 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-74-1111 FAX：0561-75-1723

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

■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
TEL：052-241-7241 FAX：052-264-4976

■名古屋総合デザイン専門学校

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

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