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巻頭インタビュー interview
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

世界教養学部 新設に 際して
福田眞人 大学院国際コミュニケーション研究科長
―

どんな学部ですか

就任予定）

ンにあるものこそ、他の人を驚かせ感動させ、心震えさせる

文系の先生のみならず理系の先生もいます。ポーランドや

のです。

ヴェトナム、アメリカ、韓国、中国を語る先生もいれば、英
文学、日本文学、日本文化を語る先生もいます。イスラムの

二つの学科、世界教養学科と国際日本学科（旧日本語学
科）からなります。どちらもすでに外国語学部にあった既設
の学科ですが、今回新たにこの 2 学科が新学部として組織

―

どのような授業がありますか

精神を説く先生もいます。病気と医学の歴史を語る先生もい
ます（私です。苦笑）。また、最近新聞やテレビなどで「日

際・社会の三分野にまたがり、導入科目
（
「世界理解の方法」

本語教育学の教員がこれだけ揃っている学部は、東海・中

Ｓ

科が、キーコンセプトでしょうか。

と「日本理解の方法」）を基盤に、世界の多言語および多

部地区でも稀有で、韓国・台湾・ヴェトナムでの充実した海
外日本語教育実習も行なっています。

これから学生の皆さんは、教員同様、日本国内だけに留

文化性に立脚した教養力の育成を目指します。それらはグ

まらず、世界に出て、活躍することが求められています。そ

ローバルに活躍するのにも必須であるし、また地域社会の

の時、外国語の修得は必須ですが、それだけでは不十分で

活性化にローカルに貢献することもできる、実に幅広い授業

す。世界の人々と互角に渡り合うためには、高度な外国語能

が提供されます。
（本学部は「グローカル人材」養成を謳っ

力だけでなく、世界市民としての常識と道徳心と教養が必

ています。
）

Ｃ

Ｎ

世界教養学科と、日本を学んで世界に発信する国際日本学

Ｓ

本語教育」という言葉が大きく取り上げられていますが、日
Ｎ

全学向けの「世界教養プログラム」があります。人文・学

Ｃ

され、発足することとなりました。世界を知って日本を学ぶ

といいですね。先生側は先生側で、刺激的ないい学生に出

―

会うと、思わぬ力を発揮して、学生を驚かすに違いありませ

学生に期待すること？

ん。キャンパスは、そのような出会いの場、相互啓発の場

何よりもまず新しい生活に慣れることが大切ですね。小

なのです。また、名古屋外国語大学には、多くの外国人留

要です。ここでは、高邁な精神を養うことを教育目標として

また、世界教養学部だけに固有の「世界教養ブリッジ科

中高校とは違います。教えて貰えるのではなく、自分から積

学生が日本語・日本文化を学びに来ていますが、彼らとも

いますが、これら全てを一気に教育できるわけではありま

目」があります。これは世界教養学科と国際日本学科の相

極的に学びにいかないと、新しい知識も理論も、実践の作

大いに交流し、彼らとの対話、インターアクションを通して、

せん。まず常識と教養をしっかり身に付けてもらいたい。そ

互乗り入れを実現するための特別の科目です。

法も習得することができません。学習の内容も一挙に高度

異文化異言語対応能力、良好な人間関係構築能力を身につ

基本的な授業から、Creative Presentationという、ま

になると思います。でも、それに怯むことなく、堂々と挑戦

けていってもらいたいです。

さに人に自分の考えを直接的にいかに魅力的に正確に説得

して頂きたいと思います。自分の勉学のテーマや、人生の目

力を持って伝えるかがスキルとして身に付く授業もあります。

標を発見する時でもあり、また生涯の友人・知己を作る時で

でもありません。しかし、思わぬ機会に、学び識り、心に刻

それが最初に日本語で鍛えられるのみならず、次に英語で

もあります。日本でも外国でも、世界に出た時に直面する激

んだ事は、学生の皆さんの心と身体に染み込んでいて、新

も鍛えられるのです。

しいさらなる生活の変化にも耐えうる、強靭でしなやかな肉

のための雰囲気作りと教育を施し、世界に優れた人材を輩
出したいのです。
教養は、すぐに身に付かないし、またすぐに役立つわけ

しい発想や感動や知恵を産んでくれます。人のバックボー

他に、
「報道スペシャリストプログラム」と「国際協力コー

（世界教養学科・国際日本学科）

理

念

英語と日本語及び複言語の高い運用能力と、
人文・社会・学際の3分野にまたがる幅広い
教養を身につけ、世界の人々からリスペクト
される豊かな人間性、共感力、国際感覚に秀
でた新しい時代の「世界人材」を養成します。

体と精神を養ってほしいと思います。

を目指す授業も組まれています。大いに活用して、自分の将

横に旅してみてください。新しい発見があり、新しい友達と

来像に結びつけた学習を期待したいですね。

出会い、新しい世界がきっと開けます。それらは、学生諸
君の生涯の財産となるでしょう。

―

キャリア支援

大学生活の中で今後の人生のキャリアの基礎を築くこと
を見据えて着実な取り組みが必要です。
指導教員との話し合いはもちろんのこと、学科の個々の
教員との情報交換が欠かせません。
大学には、学生諸君のキャリアをサポートする様々な取り
組み、機会があります。キャリア・サポート・センターは、大学

どんな教員がいますか

ユニークな教員が多数います。世界教養学科長のウィル

―

が重要な使命になります。学び遊びながら、卒業後の生活

大いに学び、大いに笑い、大いに遊ぶ。日本国内外を縦

―

の公式支援機構です（CS サポートセンターホームページは必

学生とのインターアクションについて

見のページです！）
。様々な就職説明会も催されます。それら
の全ての機会を完全に利用し切る強い意志が求められます。

カーソン教授は、文学と文化の先生ですが、何語が母語か

相互に認め合う、高め合う、そのような場であってほしい

わからないぐらい英語、中国語、日本語に堪能です。さら

ですね。個々の教員と個々の学生が、互いを尊重しながら、

に昔の日本文学の深い読み手でもあります。国際日本学科

知性と教養を磨き、自由な討論、討議を経て意見の集約を

す。自らの道は自ら切り開く。それを私たちは皆さんのすぐ

長の坂本教授は、日本語教育学ならびに第二言語習得研

できる技術、態度を学ぶことができれば、それに勝る喜び

側でサポートします。

究の専門家です。先生の洒脱な駄洒落を聞いているうちに、

はありません。

いつの間にか学問の深奥に誘い込まれていることでしょう。
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デネータープログラム」という、まさに将来のスペシャリスト

世界教養学部

1

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

（世界教養学部長

まさ

自ら主体的に動く者だけが、確実な未来を獲得するので

早くいい先生にたくさん出会って、知的交流の場ができる
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記念式典・祝賀会を開催
2018 年10月13日
（土）、名古屋外国語大学創立 30 周年の節目を飾る記
念式典・祝賀会が、大学および学園関係者、来賓の方々などの出席のもと、

記念式典

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

晴れやかに執り行われました。

祝賀会
亀山学長の開会挨拶に続き、中西克彦理事長が挨拶。亀山

取締役社長の小出宣昭氏、愛知県立芸術大学長の白木彰氏からお祝いの言葉が贈られました。記念ロゴ披露で

学長のリーダーシップに感謝の言葉がありました。祝辞には、

は、グラフィックデザイナーの勝井三雄氏が登場。未来に向けた新たなる旅立ちがデザインコンセプトであるとの説

NHK 名古屋放送局長の島田敏男氏、名古屋学芸大学の杉浦康

明がありました。

夫学長からお祝いのメッセージが。その後、恒川孝司副学長の

（人工知能）時代に磨くべき脳力」をテーマに開催。
 記念講演会は、脳科学者として知られる茂木健一郎氏が「AI

乾杯の発声で歓談のひとときへ。

終盤には、茂木氏と亀山学長がロシア語や音楽、大学について語り合う場面もあり、大いに盛り上がりました。

 歓談の合間には、目録贈呈が行われ、外国語学部同窓会会

 そして式典は、高梨芳郎副学長の挨拶で締めくくられました。

長の上田健太郎氏、現代国際学部同窓会会長の中村憲広氏が

Ｃ

Ｃ

た改革の新たなスタートであると決意を表明する言葉がありました。祝辞では、中日新聞主筆・前中日新聞社代表

Ｓ

Ｓ

 会場を7 号館カフェテリアに移し、祝賀会が開催されました。

Ｎ

Ｎ

 式典の会場は 7 号館 701 教室。まず式辞に立った名古屋外国語大学の亀山郁夫学長からは、次の10 年に向け

登壇し、目録を披露。そして、亀山学長から感謝状の授与が行
われました。
 そして再び記念式歌の披露へ。今回は、作曲を担当された笠
松氏の指揮のもと、オペラ歌手の鈴木貴子氏、梅垣昌子教授に
よるピアノ伴奏による式歌が、会場を華々しく演出しました。
 締めくくりを飾ったのは、蔵田敏明副学長の挨拶。こうして記
念すべき1日は拍手とともに幕を閉じました。

記念式歌披露・ピアノコンサート
 式典終了後、コミュニケーションプラザ1F へ移動。記念式歌（作詞：
亀山郁夫、作曲：笠松泰洋）が、亀山学長の指揮のもと披露されまし
た。引き続き、ベルリンを拠点に活躍するピアニスト、原田英代氏によ
るピアノコンサートが開演。シューベルトやラフマニノフなどの楽曲が演
奏され、厳かな中に華やかさのある音色で出席者を魅了し、会場は拍
手に包まれました。
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創立30周年を迎えた名古屋外国語大学
節目の一年をさまざまなイベントが
彩りました

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

創
大学
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

東海三県の高校生約140 名が参加
英語で遊ぶ、楽しむ、WEF30を開催

午後

ンテスト
ーションコ
プレゼンテ

カフェテ
リアでラ
ンチタイ
ム

Ｎ

Ｎ

Ｃ

Ｃ

日（土）
、NUFS World English Festival「WEF30（ウェフ・サー

Ｓ

Ｓ

名古屋外国語大学創立 30 周年記念事業の一つとして、7月14
ティ）」が開催されました。このイベントの対象は、東海三県の高
1・2 年生。約140 名の高校生が参加し、保護者の方々はイベント
を見学しました。
当日、コミュニケーションプラザ1階で受付開始。参加者は、A・
B の 2グループ、全 30 チームに分かれて着席。そして、各チームに
ガイド役として留学生 1名が加わるチーム構成です。
イベント前のガイダンスでは、本日のスケジュールとルールの説

1階のコミュニケーションプラザで受付

その後、カフェテリアでランチタイム。ゲームで打ち解け、会話も弾んでいる様子です。
午後のスタートを飾ったのは「プレゼンテーションコンテスト（701教室）
」
。15 名の高校生が、自然災害や子どもの飢

明。
「ガイダンス終了後は日本語禁止。友だちとの会話も全て英語

餓、教育問題、戦争など今地球が直面している課題を取り上げ、自分たちが何をすべきなのかを熱く語りました。会場

を使用しましょう」と指示がありました。

にいる高校生や保護者の方々も真剣に耳を傾けていました。

開会式では本学の亀山郁夫学長も英語で挨拶。
「親しい友人

終了後、再びカフェテリアに移動し、
「イングリッシュゲーム」
。英語での連想ゲーム、ジェスチャーゲームなどに熱中

たちと英語でコミュ

し、会場は笑い声に包まれました。

ニケートする喜びを

そしてゲーム結果の発表、閉会式へ。最後は、学長や先生、留

知っていただきたい」

学生が高校生や保護者の方を見送りました。高校生一人ひと

と伝えました。そし

りにとって、大切な思い出となったに違いありません。

て、 このイベントが
「英語を学ぶ上での

イベント前のガイダンス風景

新しい第一歩となりますように」という言葉で締めくくられました。
その後、いよいよ午前中のイベントがスタート。
「スカベンジャー・ハ
ント」は欧米版のスタンプラリー。キャンパス内に設置されたアメリカ、
オーストラリア、イギリスなどの各国コーナで、その国にちなんだクイズや
ゲームに挑戦し、獲得ポイントを競い合います。
「マシュマロ・チャレン
ジ」も欧米ではおなじみのゲーム。パスタ、テープ、紐、マシュマロを
使ってタワーを立て、その高さを競います。高校生は、楽しそうにチャレ
亀山学長の開会式挨拶

5
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名古屋外国語大学
2018 年度（4 年次生）就職状況

開学 30 周年の節目に、
さらなる飛躍を遂げる！

売り手市場の傾向が強く、各企業とも
早期化に一層拍車がかかる状況とな
りました。本学においては学生の皆さ
んの頑張りにより、エアライン業界で
CA36 名をはじめ、地上職・総合職等

これぞリアルインターン！
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、エミレーツ航空、
フジドリームエアラインズ、ソラシドエア、JAL スカイ、K スカイ、ドリームスカイ名古屋、
ANA エアポートサービス、ANA 中部空港、ANA 関西空港、中部国際空港旅客サービス
他
JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト中部、エイチ・アイ・エス、ジェイアール東海ツアーズ、
名鉄観光サービス、阪急交通社 他
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、日本トラン
スシティ、トヨフジ海運、愛知海運、旭運輸、郵船ロジスティクス、センコー、西濃運輸、
豊通物流、トランコム、名古屋鉄道、豊橋鉄道、三重交通 他
ジェイアール東海ホテルズ
（マリオットアソシア）、名古屋ヒルトン、名古屋観光ホテル、ナゴ
ヤキャッスル、名古屋東急ホテル、ミリアルリゾ－トホテルズ、東京ベイヒルトン、プリンス
ホテル、オークラアクトシティ浜松、星野リゾートグループ、リゾートトラスト 他

航空
旅行
運輸
ホテル
マスコミ・
情報
メーカー

Ｃ

本学開学から30 年、これだけの実

商業・
アパレル
金融・
保険

績を上げるまでに成長できたのも、先

サービス

達のたゆまぬ努力あってこそのもので

公務

愛知県庁、愛知県警察、みよし市役所、瑞浪市役所、中津川市役所

す。苦しい時期にもあきらめずまい進

教職

愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、静岡県、横浜市、群馬県
学校教諭

した OB・OG の皆さんに感謝！！

建築・
その他

ナー講座・コミュニケーション講座を経て研修に挑みました。研修参加後の
成果報告会では、8グループに分かれ各々の体験を発表しあいました。ま
た、各グループの代表者が大教室に集まりインタビュー形式で報告を全体に

おもな研修先（2018 年度夏期実績）

しました。今年度も過去にこのインターンシッププログラムに参加をした4年

ANA 中部空港・東京国際空港ターミナル・名古屋観光
ホテル・ナゴヤキャッスル・ジェイアール東海ホテルズ・
東海ラジオ放送・名古屋テレビ映像・東海東京フィナン
シャルホールディングス・野村證券・SMBC 日興証券・
損害保険ジャパン日本興亜・I ＆S BBDO 名古屋支社・
大広・名大社・イーオン・東陽倉庫・名古屋トヨペット・
日本旅行・中央工機 （計 38 事業所）

生の内定者から就職活動に向けてのアドバイスを頂きました。成果報告会の
最後には、阿部彰彦担当教授から参加学生に修了証書を手渡し、労をねぎ
らいました。現在は冬・春期研修（1年生から参加可）が行われています。





研修先：株式会社ジェイエスティ

2018年8月13日～8月24日

私は旅行会社にて 8日間、座学や事務的業務、旅行プランの企画体験などを
させていただきました。実際のオフィス兼店舗で研修を受けたこともあり、働く

他

各公立学校教諭、各私立

住友林業、一条工務店、三井不動産リアルティ、高松建設、共立メンテナンス

ート

プ参加レポ

シッ
インターン

Ｃ

トヨタ自動車、アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュ、デンソー、ヤマハ発動機、マツダ、
日本特殊陶業、ヤマザキマザック、大同メタル工業、DMG 森精機、ゼブラ、日本ハム、マ
キタ、CKD、フタバ産業、理想科学工業、兼房、アイホン、住友電装、今仙電機製作所、エ
フ・シー・シー、コーセー、山洋電気、アイセロ、藤田螺子工業 他
豊田通商、ジョンソン・エンド・ジョンソン、サンゲツ、瀧定名古屋、第一実業、サンワテク
ノス、豊通マテリアル、岡谷鋼機、萩原電気ホールディングス、東陽、森村商事、槌屋、資
生堂ジャパン、ジェイアール東海高島屋、米国三越、日仏商事、ユニクロ、八木兵、モリリ
ン、シャネル、リーガルコーポレーション 他
三菱東京 UFJ 銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、三重銀行、静岡銀行、福井銀行、豊田信
金、中日信金、豊川信金、岐阜信金、浜松信金、東海東京フィナンシャルホールディングス、
SMBC 日興証券、岡三証券、大和証券、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損
害保険、日本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険、日本年金機構 他
LEGOLANDJapan、日本郵便、長島観光開発、トヨタエンタプライズ、ベストブライダル、
ブラス、ノバレーゼ、平安閣、ECC、イーオン、パソナグループ、パーソルキャリア、パーソ
ルテンプスタッフ、トヨタレンタリース名古屋 他

した。インターンシップ研修に参加する前には、5 回の事前研修・マ

Ｓ

Ｓ

得しています。

NHK 記者職、劇団四季、マイナビ、クリーク・アンド・リバー社、知多半島ケーブルネット
ワーク、アド近鉄、中広、冨士ソフト、AppleJapan、デル、CDS、名大社 他

社を含む計 38 社に、最終的に 2・3 年生合わせて 70 名が参加をしま

Ｎ

Ｎ

も、トップクラスの企業に多数内定獲

2018 年度インターンシップ夏期研修は、初めての受け入れ企業 3

おもな内定先企業（2018 年12 月現在）

合わせ、本学史上空前の 87名を記録
（2018 年12月現在）
。その他の業界で

インターンシップ 2018 夏期研修

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

今年度の就職は、採用日程等に変
更はありませんでしたが、依然として

就職情報
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学
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雰囲気やお客様とのやり取りを間近で見て学ぶことができました。研修中に印
象に残ったことは、お客様がスタッフに会う目的で来店されていた点です。モノ

他

ではなく、形のない経験を提供する旅行業だからこそ、旅の前後のサポート等、
人が介する部分で付加価値や差別化ができるのだと感じました。この研修を通

2019 年度（3 年次生）就職に向けて

して、旅行業についての理解が深まり、サービス業の魅力を再認識しました。

日本語学科3年

高橋

遥さん

予想される活動早期化にも万全の対応
2018 年 9月に予定した就活サマー合宿は、残念ながら台風による天候悪

資格支援講座

化で中止になりましたが、後日、学内で代替行事を実施、延べ 80 名弱の学
生が参加しました。その他 3 年生に対しては、学年当初から月1回のペース
で行う就職ガイダンスを軸に、業界・仕事理解セミナー、業界パネルディス
カッション、内定者および OB・OGとの交流会、SPI・エントリーシート・

業界パネルディスカッション
（2018.12）

まざまな課外講座を開講しています。その中で、就職活動にも役立つ

面接等の各種対策講座など、盛りだくさんの内容で活動準備を支援しています。また大手人材会社と契約した就活サテ

資格支援講座を紹介します。講座は全学年受講できますので、多くの

ライトラウンジ名駅は、引き続き来期も利用が出来、本学キャリアサポートセンターを補完する形で、就職相談、各種ミ

皆さんに挑戦していただきたいものです。
（2018 年度実績）

ニセミナーを実施、来期、一層の活動早期化が予想される中、万全
の支援体制でサポートしています。また、来る2月13・14日には就
活直前合宿、3月7・8日には約120 社の企業による学内合同企業説
明会を開催する予定です。

サマー合宿〈縮小版〉
（2018.10）

7

キャリアサポートセンターでは、キャリア形成支援の一環として、さ
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就活サテライトラウンジ名駅

OBOG 交流会（2018.12）

通関士

国家資格。輸出入のプロとして、物流・運輸業界はもとよ
り、一般企業や金融機関の国際部などでも活躍出来ます。

総合・国内旅行業務
取扱管理者

国家資格。旅行会社の営業所に有資格者を1人以上置くよ
う、法律で定められています。

国内旅程管理者研修
（ツアコン）

添乗員として必要な資格取得のためには、当研修の修了
と一定の実務経験が必要です。

貿易実務検定
（B 級・C 級）

貿易実務に必要な知識や英語力の判定。通関士と比べ、よ
り実務的な内容が中心です。

秘書技能検定
（準 1 級・2 級）

秘書としての技能だけでなく、社会人に必要な一般常識
やマナーについても学びます。

マナー・プロトコール検定
（2 級・3 級）

国際化社会に向けて注目度の増すプロトコール（国際儀
礼）
。学内検定実施。

また講座設定はありませんが、ITパス
ポート（単位認定あり）、日商簿記、サービ
ス介助士、販売士、旅行地理検定、世界遺
産検定なども有意義です。将来の進路を見
すえ、取り組んでみてはいかがでしょうか。

Feb.2019 Vol.86
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学キャリアサポートセンター

就職活動支援プログラム

キャリアサポートセンターでは『人間教育と実学』という建学の精神に基づき、多様に変化する就活戦線にも対応でき
るよう、各学部・学科での教育カリキュラムに加え、
【社会人基礎力養成プログラム】と【就職活動支援プログラム】の 2
つのプログラムを展開しています。
Ⅱ』
（就活への目的意識の醸成とモチベーション向上）
、
『ステップⅢ』
（就活の準備・実践）の3 つの段階で構成され、
無理なくステップアップできる内容となっています。また、早期から就職意識を喚起し、就活を円滑に行えるよう1年生、
2 年生には「進路ガイダンス」も実施しています。
項

象

時

期

実施テーマ
基礎力ガイダンス（1年生）

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
やテクニックを講義と実践（ワーク）を通して考え、身
につける」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。
今回で 2 回目の開催となるこの合宿では、面接やグ
ループディスカッションを実際に体験する実践的な講座
集合写真
に加え、今回新たな試みとして、ゲーム感覚で自己理解
度を高めるプログラム「人生すごろく～金の糸～」を実施しました。すごろくプログラムなどを通してグループ内での交流
が盛んになり、合宿の目的の一つでもある他学科の学生と親睦を深める一助となりました。
このように、盛りだくさんの内容でしたが、参加学生は、一生懸命に取り組み、最後まで頑張りました。
今後、本格的に始まる就職活動に向けてのモチベーションも大幅上がったものと思います。
実施概要

2018 年度

参加学生の声

・どのプログラムも得るものが多く、真剣に就職活動について
考えることができた。
・合宿に対して不安があり行きたくない気持ちもあったが、参
加して皆が同じ気持ちだったので気分が楽になった。
・就職活動を控えている仲間と参加することで、刺激を受けた。
・積極的に行動すれば、将来の幅が広がっていくことが分かっ
たので就職活動に積極的に参加しようと思った。
・人生すごろくは、グループの相手を知ることや自分への理解
が深まるなど良い点が多く楽しかった。
・実際に体験してみることで、今の自分に必要な課題を見つけ
ることができ、今後の準備に活用したいと思う。
・個人個人にフィードバックをもらえたのが良かった。
・自 分以外の人の面接の様子をみることができる貴重な機会
だった。
・丁寧に分かりやすくアドバイスをくださり、出来ているとこ
ろは褒めてもらえたのでモチベーションが上がった。

Ｃ

Ｃ

実 施 日 2018年9月12日（水）～13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57名 講師陣6名 CS 職員3名
実施プログラム
1日目
講座① 自己理解セミナー1 ～人生すごろく『金の糸』～
講座② 自己理解セミナー2 ～人生すごろく『金の糸』～
講座③ 就職活動の実際と求められること1
～何を準備したら良いかを考える～
講座④ 就職活動の実際と求められること2
～何を準備したら良いかを考える～
2日目
講座⑤ 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～
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74％、
「ほぼ満足」と回答26％計100％
②「就職意欲が大きく高まった」と回答67％、「どちらかと言えば高
まった」と回答32％計98％

Ｓ

Ｓ
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対

NUAS 就勝サマー合宿

GD 攻略

Ｎ

Ｎ

内 容 等
卒業後を見据えた大学での過ごし方
4月
基礎学力テスト（1～2年生必須）・SPI（3年生必須）
基礎力調査
EQ 検査（1年生・3年生必須）
社会人
5月～
EQ フォローアップセミナー
望ましい EQ 特性を身に着けるための講習・研修
基礎力養成
全学年
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
10月
新聞の読み方
プログラム
学び方
不得手科目の克服に向けた対策講座など
社会人基礎力養成塾（基礎学力向上プログラム）「e ラーニング」スタイルで開講。集中講座も検討。3年生は学内で
通年
講座も実施
進路指導
1・2年生
9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
5月
就活スケジュール、心構え
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
第2回就職ガイダンス
SPI3を知ろう（SPI 対策講座）
ステップⅠ
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
6月
（就活全体像の
第3回就職ガイダンス
理解と自己理解）
業界・企業研究
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
第4回就職ガイダンス
自己分析（映・デはポートフォリオについて）
7月
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
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
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
10月
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）
3年生
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
（全員）
第7回就職ガイダンス
就活マナー
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
ステップⅡ
11月
（就活の準備・実践）
第8回就職ガイダンス
【講義編】面接対策
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
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
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
12月
第10回就職ガイダンス
求人票の読み方
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施
1月
就活解禁直前講座（1）
【実践編】自己 PR を完成させよう！
ステップⅢ
就活解禁直前講座（2）
【実践編】面接対策
（就活への直前対策）
2月
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
未定
ポートフォリオガイダンス
ポートフォリオの重要性と企業が求める視点
就職活動支援
映・デ
2月頃
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
プログラム
4年生
4月
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 等
SKY インターンシップ説明会
大学主催のインターンシップの説明会
6月
SKY インターンシップ参加者ガイダンス
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
8・9月他 インターシップ研修
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
就勝サマー合宿
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
9月
就職筆記試験対策トレーニング（SPI 編）
筆記試験対策講座
〈1回目〉
9月～2月 SKY スペシャルプログラム（就活特別クラス） 大手・人気企業を目指す選抜学生向けの対策講座
9月～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
就活の身だしなみ・服装講座（男性編、女性編） リクルートウェア対策講座
12月
メイク（学科毎に、私服対応等、業種・業態に応じた内容を充実）
実践！印象向上メイク講座（女子学生）
就勝出陣式 ～いざ！出陣～
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
就勝直前合宿
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（SPI 編）
筆記試験対策講座
〈2回目〉
3月
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
随時
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）
企業説明会
3年生
随時
個別企業説明会

9

目

集団面接対策

すごろく

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

キャリア教育の中心である【就職活動支援プログラム】は、
『ステップⅠ』
（就活全体像の理解と自己理解）、
『ステップ

就職情報
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学
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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 試験や一般常識）
」を実施しています。
この筆記試験では、企業が必要とする「言語理解・数的処理などの基礎的能力」や「時
事など一般常識」
を持ち合わせているかどうかの判定を行います。また、面接可能人数を
絞る目的にも利用されることがあり、採用試験の中でも非常に重要な部分を占めています。
キャリアサポートセンターでは、
「1日のトレーニングでもSPI（非言語分野）の成績が
伸びます！」をキャッチフレーズに、年 2 回就職筆記試験対策トレーニングを実施してい
ます。今回実施したトレーニングでも、本学の学生が不得意とする非言語分野を4コマ
に分けて開講しました。
講義終了後に実施した模擬試験の結果では、参加学生の87.6％が中堅企業、67.1％が、
大手・人気企業の採用試験に合格できるレベルに達するなど大幅に成績が伸びました。
実施概要
実 施 日 2018年9月11日（火）9：40～18：40
実施場所 名古屋学芸大学 E34教室他
参 加 者 74名（内模擬試験受験者73名）
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
・自分で取り組めないので良い機会になった。
・自分でやるとかなり時間がかかる問題が、1日でおおまかにとけるよ
うになった。
・トレーニングを受ける前と後で問題の解き進め方やスピード感が身に
ついてることが実感できた。
・忘れていた公式を思い出し、問題を早く解けるようになった。
・数学が苦手だったが、講座を受けしっかり理解した上で問題を解くこ
とができ、楽しく学ぶことができた。

Feb.2019 Vol.86
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0 から1を 創り出す、 淡 路 島でイノベー ション！
株式会社パソナグループ
グローバルインキュベーション部 イノベーションチーム

鈴木 里奈

さん

名古屋外国語大学
2017 年 3 月卒業

外国語学部

英米語学科

渡るジャンルの仕事に
出会えるので、とても
やりがいを感じていま
す。最近では淡路島に

学 生と一 緒 に 毎日成 長！夢に向 かってステップ アップ
給食現場での経験

名古屋栄養専門学校（助手）

平田 夏菜

も大いに役に立ち、大

さん

名古屋栄養専門学校

食物栄養科

2015 年 4 月卒業

量調理や献 立作成の
授業では経験 談を交

名古屋栄養専門学校に入学する前は、建設業の会社で事務職

えながら学生に伝えら

淡路島を含む地方では、
「少子高齢化」や「東京一極集中」な

者が集い、外国人の目

をしていました。ある時、社内の健康診断で、食生活の乱れが

れることは私の強みで

どの深刻な問題を抱えています。現在私は、パソナグループの企業

線も取り入れた地方創

原因の栄養失調や肥満の人が多いことに気が付き、事務職では

もあると考えています。

理念である「社会の問題点を解決する」のもと、淡路島で地方創

生に奮闘してます。

なく食事の面から人の役に立てないか、と考えるようになりまし

大量調理では、下処

生プロジェクトに取り組んでいます。地方の若者の人口が減少して

自分の目で、自分の

た。そこで、管理栄養士・栄養士という職業があることを知りま

理や調 理手順を考え

いる中、パソナグループは雇用創出やイベント事業、観光事業、飲

肌で異文化を知りたい

した。オープンキャンパスに参加し、調理実習が多く雰囲気のと

た食材の出し方、大量

食事業などを行い、淡路島の魅力を発信、誘致を目指しています。

と思い、 在 学 中には

ても良い学校だったため入学を決めました。

調理ならではの調理や

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

世界20ヵ国以上から若

イノベーションチームでは

バックパックやボラン

卒業後は、給食会社に就職をしました。介護老人保健施設に

若手メンバーが多く、0 から1を生み出すパソナグループ最先端

ティア活動で 20ヵ国を

派遣され、発注・調理・配膳等、食事が提供されるまでの一連

先生方の目の行き届か

の新規事業に携わります。今まで携わってきた事業として、延べ

訪れ、体感した海外経

の流れを全て担当、経験してきました。今はご縁があり、母校で

ない点を中心に指 導

Ｎ

約 5 万人が集まる規模のイベントの企画や運営、立ち上げ、農

験や異文化間のコミュニケーションが今の仕事に大変活きてい

ある名古屋栄養専門学校の助手として勤務しています。助手の

を行いました。特に、衛生面に関しては厳しくした為、下処理を

Ｎ

Ｓ

業なども行いました。また、入社してから始めた和太鼓やタッ

ます。今後は、日本と海外を繋ぐ架け橋のような存在になれるよ

仕事は多岐に渡ります。授業準備・補助だけではなく、オープン

担当した学生は大変だったかもしれません。

Ｓ

Ｃ

グローバルインキュベーション部

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

職場紹介

プダンスを地域のお祭りなどで披露することもあります。多岐に

う日々努めて参ります。

キャンパス、校外実習、学生の様子の把握等、優先順位をしっ

「 わくわく」 と「 なるほど 」 をお届 け する。
株式会社ドリーム プロイデア事業部 カタログ・生協チーム（企画営業）

鈴木 隆之介

さん

名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科
2018 年 3 月卒業

のアイデアを出

また、学生の成長に携われる事に嬉しさと共に責任感を感じ
ています。少しでも学生生活が充実し、楽しいものになるよう、
助手の立場から何が出来るかを考えながら日々の授業に携わっ
ています。

大好きな名古屋栄養専門学校で沢山の人と関わり合いながら
学生と一緒に成長し、勉強できる環境で仕事ができる事に感謝

ん。先生の様子を見ながら先読みして行動し、器具・調味料の

3月の管理栄養士の受験に向けて残りの仕事も勉学も頑張り、次

が まだまだ 商

準備やカメラ操作を行います。いかに先生が授業を行いやすい

のステップへ進みたいと考えています。

か、学生に分かりやすいよう準備しておくか、デモ中だけではな

要 な 知 識、 経

く事前に考えておく事も尽きません。

を専門家と共に企画開発しており、多角的な商品開発力、約 250

験 が 不 足して

時には上手くいかないこともあり、先生方や学生に迷惑をか

社もの販売チャンネルとメディアとのリレーション・イベント企画

いるので、先輩

けてしまったこともありました。しかし、失敗してしまったからこ

など商品を通してワクワク体験をプロデュースしています。

方にアドバイス

そ何がいけなかったかが明確に分かり、しっかりと考え次回に

私は紙媒体をメインとした通販会社を担当するチームに所属

をもらいながら

生かすようにしています。3 年目には「夏菜先生でよかった」とお

しており、得意先への商品提案はもちろん、掲載紙面のキャッチ

試 行 錯 誤して

言葉を頂いたこともあり、本当に嬉しかったです。

コピー、紙面構成、校正などを行っています。紙面制作、修正

います。

の気持ちで一杯です。助手の契約は本年度で終了となりますが、

今はまだ仕事慣れしておらず、毎日を忙しく過ごしていますが、
いつかは大ヒット商品を世に出します。

わけですから、それだけやりがいがあります。同じ紙媒体の通

大学生は「時間」がある、社会人は「金」がある。なんて言

販会社でも、それぞれ対象としている年代、商品の平均価格な

葉を私は学生時代耳にしていましたが、まさにその通りでした。

どが違い、それぞれに合った商品の見せ方、キャッチコピーのつ

振り返ると大学生はうらやましいほどに時間があります、です

け方などがあり、どうすればより商品の魅力が伝わるのか、自

が社会人は欲しいものはある程度買えるだけの金があります。

分、そしてチームでそれを探していきます。

どちらも一長一短ではありますが、大学生の時間的「自由」が

そして商品開発も私たちの大切な仕事です。商品開発は全て

多くある皆さんにはぜひいろんな経験をしてもらいたいと思い

専門家と共に行っており、専門家のもつ確かなメソッドを商品を

ます。お金を出して講習に参加する。なんてことはしなくても自

通してお客様に体感していただけるよう考えています。チームで

転車でちょっと遠出したり、いつも入らない喫茶店に入ったり、

最近のトレンドを研究する会を開いたり、会社全体で専門家を招

公園でブランコに乗ってみたり。ちょっとした経験の積み重ね

いた講習を開催したりするなど、常に開発アイデアのアンテナを

は豊かな人格の基盤になります。たくさんのことを経験して、揺

立てています。元デザイン学科だったこともあり、アイデア出し

らがない基盤をもった社会人になれたら、この先の人生も楽し

や、ラフスケッチは得意なので、そういった場ではできるだけ多く

くなるはずです。
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ていた献立を紹介し、少しでもコツが伝わればと思いながら、補

調理実習のデモンストレーションは一瞬たりとも気が抜けませ

私は今、名古屋の通販メーカーで企画営業をしています。当社

ピー、構成した紙面が世に出て、売り上げという結果が出てくる

ので、学生の苦労もよく分かります。重量の目安や実際に提供し

すことを心がけ

は、通販で扱われる美容・健康器具を中心に、ユニークな商品

は担当の者がやっていますが、実際に自分が考えたキャッチコ

献立作成では、私も学生時代に苦戦しながら取り組んでいた

Feb.2019 Vol.86
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Ｃ

かり決めておき、業務にあたる必要があります。

盛り付けの注意点等、

名古屋外大のすべて Vol.1,，Vol.2
留学と就職に強い名古屋外大の魅力を発信！

名古屋学芸大学オープンキャンパス

名古屋学芸大学のすべて −NUAS Live 2018−
自分の未来がイメージできる体験型オープンキャンパス、開催！
名古屋学芸大学は、2018 年 6月10日（日）、7月22日

一方、名城前医療キャンパスでは、2018 年 4月に開設

ンパス
「名古屋外大のすべて Vol.1、2」を開催しました。7

リス・グレンさんと花 上裕香さん）によるラジオ番 組

（日）に日進キャンパスと名城前医療キャンパスでオープ

した看護学部のオープンキャンパスを開催。受験生だけ

月は台風の影響により開催が危ぶまれましたが、なんと

「RADIO ORBIT from 名 古 屋 外 国 語 大 学 OPEN

ンキャンパス「名古屋学芸大学のすべて －NUAS Live

でなく、多くの保護者や低学年の高校生も来校し、全体

か無事に開催することができました。8月は来場者数が

CAMPUS 2018」の公開生放送を実施しました。番組内

2018－」
を開催し、両キャンパスあわせて 5,200 名を超え

説明会、大学進学アドバイス講座のほか、模擬講義や見

3,600人を超えて過去最高となり、大いに盛り上がりまし

ではオープンキャンパスのイベント紹介に加え、本学在学

る方々に参加していただきました。

学・体験コーナーでさまざまな看護の学びを体験してい

た。学科イベントや模擬授業・模擬フライトをはじめ、留

生の生インタビューもオンエアされ、来場者にも好評でし

日進キャンパスでは、管理栄養学部、ヒューマンケア学

ただきました。キャンパスナビゲーターとして参加した看

学イベント、入試情報説明会、キャンパスツアー、クラブ

た。また、河合塾の人気講師を招き、7月は特別選抜入

部、メディア造形学部が個性溢れる体験授業や在学生に

護学部 1 期生が活き活きとした表情で参加者に対応する

発表などのさまざまなイベントを実施しました。エアライ

試対策講座「英語」
、8月は過去問題を題材にした入試

よる発表・展示、卒業生を招いた「キャリアイベント」な

姿がとても印象に残りました。

ンイベントは特に大盛況で、航空業界でキャビンアテンダ

対策講座を受験生対象に実施しました。そのほかにも入

どを用意し、高校生や保護者の皆様をお迎えしました。

ントやグランドスタッフとして活躍している卒業生が、実

試・学生生活・留学・就職・教職に関する個別相談を終

管理栄養学部では味覚のメカニズムや栄養計算に関する

皆様からは「先生や在学生から直接話が聞けてよかっ

際の仕事内容をはじめ、学生時代をどう過ごしたかなど

日開催し、多くの高校生や保護者の方々が訪れました。

体験授業や学部独自のサークル紹介、ヒューマンケア学

た。」、
「参加して志望度が上がった。
」という声をいただ

をトークライブ形式で行い、高校生はもちろん、保護者

部では「保健だより」の作成体験や「子どもケアセンター」

くことができました。来年度も名古屋学芸大学で学ぶ魅

の方々も熱心に耳を傾けていました。また、
「個別相談」

の見学、メディア造形学部では CG・デザイン・アクセサ

力や在学生や教職員の熱意を感じていただけるオープン

や「ネイティブスピーカーと話そう」のコーナーは、行列

リーなどの制作体験、AO入試対策イベント
（6月のみ）な

キャンパスを開催したいと思います。

名古屋学芸大学

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ

K UP
C
I
P
画
企

「RADIO ORBIT from 名古屋外国語大学
OPEN CAMPUS 2018」公開生放送

在学生の熱心な協力も支えとなり、お越しいただいた
Ｎ

Ｎ

ができるほどの賑わいでした。

名古屋学芸大学

両日とも、ZIP-FM のミュージックナビゲーター（ク

2018 年 7月29日（日）と8月19日（日）にオープンキャ

ど、各学科の魅力や特徴を伝えるさまざまな企画を実施。
また、個別相談コーナーでは、受験生や保護者の方々が
在学生や教員に熱心に質問をする姿が目立ちました。

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。

模擬講義

ス

キャンパ

療
名城前医

実習室の見学・
体験コーナー

事例から看護について学ぶ講義に受

対象
看護学部

験生は熱心に耳を傾けていました。

キャンパスツアー
呼吸音・心音の聴き方、血圧測定、静脈血採血、

学科企画

在 学 生 の 案 内 で、 メディア 情 報 教 育 セ ン

各学科それぞれ特色あるイベント
を実施しました。

ター、PUT 教室、同時通訳室のほか、図書

妊婦体験、新生児の観察、沐浴体験など、各実
習室の見学・体験コーナーを設置。

館や MLC などの施設見学を実施しました。

日進キャン

パス

プルリリンガルの第一歩！

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

7 月に複言語プログラムの特別イベントを実施
しました。言語ごとにブースに分かれ、複言語
の授業を担当する 6 名の先生方に簡単な挨拶
などを教えていただきました。
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名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

−NUFS OPEN CAMPUS 2018−

個性溢れる体験授業や在学生による
発表・展示、卒業生を招いた「キャリ
アイベント」などを行いました。
Feb.2019 Vol.86
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名古屋外国語大学国際交流

リメリック大学

●イギリス
NEW バンガー大学

サクソン応用科学大学
HU ユトレヒト応用科学大学

ノーザンデンマーク大学

●フィンランド

マールブルク大学
インゴルスタッド応用科学大学
ニュルティンゲン－ガイスリンゲン大学

●スイス
●チェコ

北西スイス応用科学芸術大学

NEW フラデツ－クラーロヴェー大学

Ｎ

●イタリア

スペインに留学中の、

〈おいしい話 スペイン編〉 世界教養学科・渡辺紗枝

さんからのレポートです。

グランドキャニオン大学
ミドルベリー国際大学モントレー校
テネシー大学チャタヌーガ校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
シンシナティ大学
ノースカロライナ大学グリーンスボロ校
ウェスタンワシントン大学
クレムソン大学
カーソンニューマン大学
アイオワ大学
ジョージアサザン大学
キャンベルビル大学
ニューメキシコ州立大学
カンザス州立大学
テキサス大学サンアントニオ校
エバンスビル大学
リンゼイウィルソン大学
コースタルカロライナ大学
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校

●台湾
銘伝大学
国立台湾大学
文藻外語大学

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

UCR 特別留学
体験レポート

な期待と少々の不安を胸に 7月末
から11月にかけて、それぞれの留
学先へと旅立ちました。

●仏領ポリネシア
フランス領ポリネシア大学

ハワイパシフィック大学
ノースカロライナ大学シャーロット校
ブレシア大学
カリフォルニア大学リバーサイド校
パイクビル大学
サザンオレゴン大学
パシフィック大学
デンバー大学
カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校
ペンシルバニア州立インディアナ大学
ウェスタンカロライナ大学
オザークス大学
デッキンソン州立大学
ノースイースタンイリノイ大学
ロングウッド大学
アーカンソー工科大学
オハイオ州立大学ヤングスタウン校
チャタム大学
カリフォルニア州立大学スタニスロース校
カリフォルニア州立大学サンマルコス校

●ニュージーランド
ワイカト大学
マッセイ大学

UCR 特別留学13 期生林司
さんからの留学レポートです。

人数

アイルランド

3

国・地域名

85

ニュージーランド

イギリス

17

フランス

15

ベルギー

2

イタリア

1

3

中国

10

グアダラハラ自治大学

韓国

計

191

地、9月16日～23日モスクワ・

ロシアミッション

サンクトペテルブルクに本学代
表として参加した、荒川真紀さ
んによるレポートです。

別もない、グローバル化を先頭になって支

と共に、パンにオリーブオイルとトマトソースをかけて食べ

える場所、ウォルト・ディズニー・ワールド

るのが代表的です。トマトソースは味付けがされていない

（WDW）が自分の次のステージだと気づい

ため、フレッシュでトマト本来の味を堪能することが出来

たためです。人の笑顔、喜び、夢を日々支

ます。次に私が最近虜になっているFuet（フエ）を紹介

えるのは決して楽ではありません。国際色

します。味は生ハムに

豊かであれば異なる価値観が誤解を招い

近く、見た目はソーセー

たり、自分の行動、言動が WDWの世界観を壊してしまう事だってありま

かけがえのない友達に

ジに似ていますが、長

す。日々プレッシャーを感じる中、何にも勝る達成感がありました。小さ

さは 30 センチほどある

な子供達が見せる笑顔は常に私のモチベーションでした。そういった経

ゲストをおもてなしするのが大好きだということです。見た目や育った環

ため、薄くカットして食

験の中で、異なった文化背景を持った人々に親身になって向き合い理解

べます。周りが白カビ

に務め、幼い頃から聞かされてきた協調性というものを見直し、それを世

Record of Visitors
来訪日

機関名

近いようで遠い国、ロシア。この謎に包

6月12日

セントラルクイーンズランド大学

まれた国についてもっと知りたいと思い、

6月15日

リンゼイウィルソンカレッジ

6月18日

スイーンバン工科大学

6月22日

ウェルバ大学

6月29日
7月 2日

パイクビル大学

7月 3日

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校

7月23日

グリフィス大学

まざまな発見があった中で、特に素敵だ

9月18日

オハイオ州立大学ヤングスタウン校

と感じたのは、ロシア人も日本人と同様に

9月21日

カリフォルニア大学リバーサイド校

9月27日

ブルネル大学

ロシアミッションに参加しました。約2週間
のプログラムを終えて今、1人でも多くの人
にロシアの魅力を語りたくてたまりません。
私が以前ロシアに対して抱えていたイメー
ジは、良い意味で大きく覆されました。さ

Hollywood Studios, Launch
Bay Basic

1

8月21日～28日、日本国内各

代表者海外派遣プログラム

の 2 つを紹介します。スペインの朝食は、ミルクコーヒー

境は違えど同じ風習を大切にしているということを知り、とても親近感が

10月10日

グリフィス大学

湧きました。ぜひ、より多くの人にこの「ロシア式おもてなし」を体感し、

10月11日

タスマニア大学
ウェスタンシドニー大学

10月16日

オーストラリアンカソリック大学
セルカークカレッジ

10月17日

ポーツマス大学

冬の寒さにも負けないロシア人の心の暖かさを知っていただきたいです。

で覆われているため、

界規模に拡大していくことがグ

食べる前は少し抵抗が

ローバル化を支えていくためのヒ

ありますが、食べてみ

ントなのだと気がつきました。10

10月19日

ニューカレドニア大学

ると肉汁が染み出てや

年後 20 年後、人生で一番有意

10月23日

カーソンニューマン大学

みつきになります。

義だった経験を思い出すとした

10月26日

ウィンチェスター大学

（世界教養学科3 年

らこのUCR 特別留学でしょう。

10月30日

ユーコンカレッジ

（現代英語学科 4 年



荒川真紀）

（グローバルビジネス学科3 年
カリフォルニアの生活いよいよ幕開け



林

司）

1

34

を持って集う夢の国、国境がなければ差

渡辺紗枝）

2

アメリカ

カナダ

る人が多いと思いますが、今回私はスペインの朝食とフエ



人数

スペイン

●メキシコ

たのは、世界中の人がそれぞれの想像、夢
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留学先国別人数

国・地域名

台湾

食べ物といえば、パエリアやアヒージョなどを思い浮かべ

15

2018年度2期出発者

17

自分が UCR 特別留学への参加を決め

虜になっているフエ

亀山学長からの激励のお言葉

オーストラリア

私は現在、ウエルバ大学に留学しています。スペインの

スペインの朝食

言葉をいただき、学生たちは大き

●アメリカ
NEW ジョージメイソン大学

●ベトナム

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
セントラルクイーンズランド大学
チャールズダーウィン大学

行会にて、亀山学長から激励のお

Ｃ

Ｃ
フェルナンドペソア大学

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

大学

Ｓ

Ｓ

●ポルトガル

●中国

釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学校
国民大学

138

Ｎ

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大学
ジャンムランリヨン第3大学
●インドネシア
ボルドーモンテーニュ大学
ビヌス大学
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
フランシュコンテ大学

マラガ大学
ウエルバ大学
レイフアンカルロス大学
グラナダ大学

●韓国

トリノ大学
サッサリ大学

●フランス

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
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

学へ出発しました。7月18 日の壮

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

NEW ヤギエウォ大学

NEW ブロック大学
NEW フレーザーバレー大学

ロシア国立高等経済大学
サンクトペテルブルク大学

●ドイツ

●ポーランド

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

●スペイン

海外留学生

●オランダ

●ベルギー

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
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
マンチェスターメトロポリタン大学

●ロシア

●デンマーク

サボニア応用科学大学

●カナダ

今年度は191名の学生が海外留

名古屋外国語大 学

●アイルランド

協定校

２０１８年度２期

名古屋外国語大 学

NUFS Partner Institutions

海外留学 生 出 発

一覧

協定校

Nagoya University of Foreign Studies

ロシアの家庭料理を知る（ホームステイ先にて）

日本文化を伝える（明治神宮にて）

11月 5日

ノースアイランドカレッジ

11月20日

サザンクロス大学

12月 6日

デンバー大学
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名古屋外国語大学国際交流

国際日本語教育
インスティテュート

規課程留学生の計15 名の外国人留学生が在籍し、日
本語・日本文化・国際ビジネスなどを学んでいます。

生け花

（2018 年12月現在）

Ｎ

2
61
14
3
1
13
2
8
6
1
3

国

籍

台湾
中国
ドイツ
トルコ
ニュージーランド
ハンガリー
フランス
ベルギー
メキシコ
ルーマニア
ロシア
合計

国際日本語教育インスティテュートでは、

計
3
25
5
2
1
1
15
3
1
1
5
176

留学生が日本の伝統文化を実際に体験で
きるよう「日本文化実習」を実施していま
す。今年 5月～12月にかけて開催された文
忍者村 博物館見学

化実習を紹介します。

 わたしは 2018 年 2月から7月までの約半年間、ドイツの

5月初めに中間発 表と呼ば

プフォルツハイム大学にてファッションデザインを勉強しま

れるプレゼンテーションがあ

した。もともと海外に興味があり、大学 2 年次を休学して

り、全教授の前で今までの

オーストラリアとドイツへ語学留学をしていたため、復学後、

成果を発表します。この中間

提携校であるプフォルツハイム大学から留学生を迎えたとき

発表以前は比較的時間の余

に、彼らの通訳と学校案内を担当する機会をいただきまし

裕があり、授業後や休日は他

た。留学生3 名と交流を深めるうちに、彼らの大学の授業に

の留学生と交流を深めることができましたが、5月中旬から

大いに興味を持ったため、4 年生の前期にドイツで勉強する

プロジェクトは本格化し、時間的にも体力的にも余裕がなく

ことを決意しました。

なります。6月末の最終発表会直前は、毎晩遅くまで大学の

 プフォルツハイム大学はデザイン学部、ビジネス学部、工

実習室に居残り、制作活動を続けなければなりませんでし

学部で構成されていて、デザイン学部ではファッションデザ

た。先生やクラスメイトはわからないことがあればいつも相

イン他、ジュエリーデザインやインダストリアルデザインなど

談に乗ってくれる頼もしい存在ですが、デザインについては

を学ぶことができます。留学生は世界約 30 か国から来た

辛口なアドバイスをするため、ときには意見が分かれ議論に

118 名で、その中でわたしは唯一のファッションデザイン学

まで発展したこともありましたし、コンセプトに似合わず完

科の留学生であり、唯一の日本人留学生でした。受講した

成一歩手前のジャケットを一から作り直すこともありました。

授業の中で、
『プロジェクト』と呼ばれる実習を通して、わ

しかしより良いものを作りたい一心で、寝不足とストレスと

たしは大きく成長する

闘いながらも最後の最後まで試行錯誤を重ね、3体のコレク

ことができました。前

ションを作り上げることができました。1つの作品を作り上

半では自分の興味の

げるまでのプロセスが日本とは全く違うため、戸惑うことも

あるテーマをひたすら

多くありましたが、その分大きく成長することができました。

調査してデザインのイ

また、制作を通じて多くの友人と交流でき、人生で忘れられ

メージを膨らませ、こ

ない貴重な時間を送ることができました。

Ｓ
和太鼓体験

豊川稲荷・竹輪づ
くり体験

アイルランド編

れから制作するコレク

アイルランドのリメリック大学からの留学生、カースティ・アレンさんが、出身大学の紹介をレポートしてくれました。
英語原文

イングリッシュラウンジ

原文翻訳

I am a student of Ireland’s University of Limer-

私はアイルランドのリメリック大学の学生です。リメリックは、1972 年

ick. Limerick is located in the west of Ireland and

に設立されたアイルランドの西に位置する大学です。アイルランドの大学

the university was established in 1972. It has the

の中で一番就職率がよく、素晴らしいスポーツ施設が備わっています。

highest graduate employment rate in Ireland and

リメリックのキャンパス内には、あらゆる学生のニーズに対応した便利で

amazing sporting facilities. Limerick also has

快適な学生寮も多くあります。

great on-campus accommodation which is both

大学はとても賑やかで本当に美しいです。大学の広大なキャンパス

accessible and comfortable for everyone!

は、多くの充実した施設があり、美しい川や豊かな自然に囲まれてい

The university is very lively and a really beauti-

ます。大学は、リメリックの町にも近く、バスですぐの距離にあります。

ful place. We have a very big campus which has

12,000人のアイルランド人の学生と多くの留学生が共に学んでいます。

many great facilities and lots of natural surroundings, including a river. The university is
also close to Limerick city on the bus. As well as
that there are around 12,000 students and many
international students.
The people are very friendly and helpful and
there are always exciting events to attend. There
are also around 60 societies and clubs to join. I
recommend these because they are fun and you
can make a lot of friends!

 本学では姉妹校である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。2018年度後期は4 学科のラウンジを設置し、約100名の学生が参
加しました。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。

ボーンマス芸術大学から国際交流担当者が来学

大学では、人はみんなとても親しみやすく、親切です。多くの学生が

 本学の協定校であるボーンマス芸術大学（イギリス）から国際交流担当の Chizu

参加できるイベントもあります。また、60もの学生団体やクラブがあり、

Frankish 氏が来学し、双方の留学状況や地域の安全状況等について情報交換を行い

だれでも加入できます。この団体やクラブの活動はとても面白く、すぐに

ました。また、留学に興味がある学生向けにボーンマス芸術大学の留学説明会を実施

友人を作ることができるので、ぜひ参加することをお勧めします。

しました。参加した学生は、メモを取りながら熱心に聞き入り、多くの質問が出るなど、

多くのアイルランド人学生は留学生と知り合いたいと思っており、お互

海外留学への理解を深め、モチベーションを高める良い機会となりました。この大学へ

いに言葉を教え合うというような、学生同士が会う機会が多く設定され
ています。リメリックは外に向かって開かれた大学で、世界からのみなさ
んを歓迎します。リメリックはとてもいい大学です。みなさん、どうぞい
らっしゃってください。

は、本学から過去に 3 名の学生が留学しており、今後の交流の発展が期待されます。

海外危機管理セミナー
 海外での危機意識を高め、緊急事態に迅速に対応できるよう、本学では毎年、教職

Many Irish students are very eager to get to

員を対象に海外危機管理セミナーを開催しています。今年も10月に開催し、日本アイ

know foreign students and there are many ways

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、学生が巻き

to meet them as well, even language exchange

込まれ易い海外でのトラブルや、現在の世界情勢とその対応、有事における引率者の

programmes. I would really recommend my
university to new students because of this! It’s an
open environment which is welcoming to all.

役割等について、実際に起きた事例を挙げながら説明がありました。当日は教職員約
リメリック大学の風景

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見
られました。今後も、より多くの教職員に危機管理意識を高めてもらえるよう、このよう
なセミナーの開催を継続していきます。
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Ｃ

Ｃ

Hello NUFS!

ションの方向性を決めます。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

計

明香李

Ｓ

作陶体 験

NUFS には交換留学生 161 名と大学院・学部の正

小林

Ｎ

176

ファッション造形学科 4 年

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学



・地域から
世界 22 か国
名の留学生

国 籍
アイルランド
アメリカ
イギリス
イタリア
インドネシア
オーストラリア
オランダ
カナダ
韓国
スイス
スペイン

Nagoya University of Arts & Sciences

留学体験記（2018 年度後期出発学生）

受け入れ留学生



名古屋学芸大学国際交流

Nagoya University of Foreign Studies

//////////////////////////////////////////
留学生向け学生寮

第 91回日本学生氷上競技選手権で

（フィギュア部門／3 級クラス女子）

名古屋外大生が 1位＆3 位を獲得！！

世界各国から名古屋外国語大学へ留学してきた学
生たちの生活拠点となる学生寮「NUFSグローバルビ
レッジ」が 2018 年夏に竣工。名古屋外国語大学にお

2018 年 11月に開催された「第 12 回西日本学
生フィギュアスケート選手権（西日本インカレ）」

始まりました。

の3級クラス女子部門に名古屋外国語大学から

「NUFSグローバルビレッジ」は、大学まで徒歩約 5

2 名が出場。齊藤千佳さんが 1位、稲田百花さ

分のロケーション。通学にも便利な立地環境です。建

んが 3 位を獲得し、学生スケーターの目標とな

物は 8 階建て、全 101 室の規模を誇ります。各室のプラ

る舞台「第 91回日本学生氷上競技選手権（全日本インカレ）」の出場権を得ました。そし

ンはワンルームタイプ（約17m2）
。バス、トイレはもちろ

て、東・西の上位 6 名ずつ計12 名で競われる全日本インカレ（2019 年1月開催）において

ん、ベッドや机などが備え付けられていますので、家具
れた共有のキッチンスペースを使用。冷蔵庫や炊飯器、

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ける3カ所目の留学生向け学生寮として8月から入寮が

などの準備が不要です。キッチンはフロアごとに設置さ

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

留学生の充実した学生生活をサポート。
新たな留学生向け学生寮が誕生！！

TOPICS

も、齊藤さんが 1位、稲田さんが 3 位という見事な成績を残しました。そこで今回は、練
8 階立て留学生向け学生寮

人さんの存在。勤務時間は午前 10 時から午後 10 時ま

Ｃ

る煩わしさもありません。

でになっていますが、常駐していますので急に体調を崩

さらに入寮者同士が交流を育む空間としてコモンス

したときなども安心です。また、留学生一人ひとりが気

ペースも用意。留学生たちが大学生活のこと、将来の

持ちよく過ごせるよう、生活ルールの徹底や注意喚起

こと、自国のことなど、語り合える場所になっています。

などの役目も担っています。留学生たちの声を大学サイ

また、入寮者の誕生日を祝うパーティー会場などとして

ドに伝え、ルールの設定や改善を検討するなど、フレ

利用されることもあるそうです。

キシブルな運営を目指しているそうです。

課題や目標を持って
練習に臨むことが大切

表現力をさらに磨き、
来シーズンは1位が目標





齊藤 千佳

稲田 百花

さん

名古屋外国語大学
外国語学部日本語学科3年

Ｃ

Ｓ

ルームが用意されていますので、洗濯のために外出す

Ｓ

海外留学生にとって心強いのは入寮者を見守る管理

Ｎ

Ｎ

電子レンジなども完備されています。1 階にランドリー

習への取り組み、今後の目標など、大会を終えたお二人の声をご紹介します。

インタビュー風景

さん

名古屋外国語大学
現代国際学部グローバルビジネス学科1年

















 



 
 



 





















今後、ますます海外留学生の増加が見込まれている

名古屋外国語大学。
「NUFSグローバルビレッジ」は、
日本の生活文化を体験する場として、充実したキャンパ

スライフを支える生活拠点として、留学生たちの頼もし
い存在となるはずです。

笑顔で談笑
交流を育みます

入居者を見守る心強い管理人
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共有キッチンスペース

第91回日本学生氷上競技選手権
（フィギュア部門／3級クラス女子）1位

第91回日本学生氷上競技選手権
（フィギュア部門／3級クラス女子）3位

学業との両立の中、練習できる時間は 1日1 時間から2 時間

大会に向けて大変だったことは練習時間の確保。移動時

程度。常に今日の課題、目標を決めて練習に励みました。私

間、空き時間を利用し、大学の課題に取り組む日々でした。私

が大切にしている言葉は「練習は本番のように、本番は練習

も齊藤さん同様、その日のテーマを決めて練習に臨みました。

のように」です。大会に向けて選曲したのはテンポの早い楽し

大学生になったこともあり、今回は大人っぽい楽曲を選択。新

い曲。自分の持ち味である笑顔を生かせると考えたからです。

しい表現力に挑戦したいと考えたからです。私の持ち味は、

そして曲調の緩急に合わせ、表情豊かに滑ることを意識しまし

ジャンプやスピン。構成では、さまざまなジャンプを取り入れる

た。大会などに出場した時に心がけていることは、緊張を楽

ことにしました。西日本インカレでは、私なりに納得できる滑り

しむこと。それが結果につながると思っています。西日本イン

ができ、コツコツ練習してきたことが結果につながったと感じ

カレでは、パーフェクトな演技ができず、悔いの残るものでし

ています。全日本インカレではミスをしてしまいましたが、最後

た。その反省を踏まえ、練習に取り組み、全日本インカレでは

まで笑顔で滑りました。もちろん、来シーズンも全日本インカレ

納得できる演技ができました。1位という結果を嬉しく思ってい

を目指します。目標は今シーズン以上の成績。そのためにも表

ます。フィギュアスケートは、私にとってとても大切なもの。社

現力をさらに磨きたいです。齊藤さんの演技を研究し、自分の

会人になっても続けたいと考えています。

表現力に生かしたいと考えています。

大会の

ランドリールーム完備で洗濯も可能

第12回西日本学生フィギュアスケート選手権
（3級クラス女子）3位

演技風景

交流空間コモンスペース

第12回西日本学生フィギュアスケート選手権
（3級クラス女子）1位

各室家具などの準備不要のワンルームタイム
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図書館 ・ MLC

お知らせ

からの

読書コメント大賞に関連し、図書館 1
階テーマ企画コーナーでは 2 回に渡り、
読書や文章を書く際の参考となる図書を
紹介し（Vol.59「夏休み 読書もいいか

第2回 NUFS ＆ NUAS 読書コメント大賞

も」、Vol.60 第 2 回読書コメント大賞）、
こちらも好評でした。

～読んで書いてつながろう～

募集期間：2018年10月1日月～11月16日金
授 賞 式：2018年12月5日水

テーマ企画コーナー

vol.59

テーマ企画コーナー

vol.60

「大学生活で大切なのは、正解のない問いに自分のこ
とばで答えようとすること。知性や感性に磨きをかけて、
少しでも大きな人間になろうと努力すること。
」そのため
のひとつの手立てとして、読書コメント大賞を開催しまし
た（外大出版会との共催）。募集期間が昨年より短かっ

イラストレーターの仕事：
平木元作品展＆アーティスト・トーク

たものの117点の作品が寄せられました。また、今年は
『世界教養 72 のレシピ』
（外大出版編）を課題図書とし、
自由図書部門とともに2部門で募集したところ、両方の部
門に応募する学生もいて、昨年とは少し異なる作品が揃
いました。さらに、名古屋外国語大学創立 30 周年記念
3 賞も設けられました。各賞の受賞者は以下の通りです。
なお、受賞作品は図書館ウェブサイトと、リーフレットで
ご覧いただけます。

図書館 5 階展示ホールにおいて、
『イラストレーターの仕事：平木元作品展』を開催
しました。
（開催期間：12月7日～12月17日）
平木元氏は、名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンターが発行している雑
誌『Artes MUNDI（アルテス・ムンディ）
』の表紙絵を創刊号から手掛けてくださっ
ている方で、自身の創作活動のほか、本の挿画や雑誌挿絵、フライヤーデザイン等、
多方面で活躍中のアーティストです。
今回の展示では、
『Artes MUNDI』表紙絵の原画を始め

企画案内ポスター

とする作品だけでなく、どのような仕事をしているか、どのよ

授賞式

うに仕事を進めているかなどがわかる展示もありました。

受賞者は後日書店に出向き、
読みたい本や図書館に入れたい本を
自分の目で選ぶ

また、12月11日には、平木元氏をゲストに迎え、名古屋
外国語大学の野谷文昭教授の進行によりアーティスト・トー
クを行いました。影響を受けた画家や作品の制作に関する

「選書ツアー」を

ことなど興味深い話を聴くことができました。

体験しました。

Artes MUNDI 表紙絵原画

受賞者による選書ツアー

アーティスト・トークの様子

読書コメント大賞各賞
大
賞
最 優 秀 賞
図書館特別賞
出 版 会 賞

奨

励

賞

学芸大学
外国語大学
外国語大学
外国語大学
外国語大学
外国語大学

前川琴音さん
牛乳寒天さん
はるさん
鳥居秀人さん
Shiho.M さん
Ryo さん

外国語大学
外国語大学

うーぱーるーぱーさん
かなさん

外国語大学
外国語大学

めぐみさん
九重さん

『きよしこ』
『旅のラゴス』
『日日是好日』
『キッチン』
『
「わかる」とは何か』

重松清著
筒井康隆著
森下典子著
吉本ばなな著
長尾真著

『甲子園だけが高校野球ではない』
『暗幕のゲルニカ』

岩崎夏海監修
浜田マハ著

『吉原花魁日記光明に芽ぐむ日』
『自分を変える習慣力』
『ハーモニー』

森光子著
三浦将著
伊藤計劃著
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奨

“世界の文豪シリーズ”関連企画

企画テーマ

開催期間

Do you 能

2018年 4月 2日（月）～ 4月30日（月）

随筆家としてのヤマザキマリ

2018年 5月14日（月）～ 5月31日（木）

没後100年－ドビュッシー－

2018年 6月 1日（金）～ 6月 7日（木）

て講演した
“世界の文豪シリーズ”
は、図書館とし

翻訳・文学界のスーパースター柴田元幸

2018年 6月 8日（金）～ 6月19日（火）

ても、作家を紹介できるまたとない機会となりま

世界の文豪シリーズ①ナボコフ

2018年 6月20日（水）～ 6月29日（金）

中でも先生方がそれぞれ専門の作家を取り上げ

クナー、マルケスといった文学界に燦然と輝く巨

外国語大学
外国語大学

濵﨑仁和さん

『千の輝く太陽』

カーレド・ホッセイニ著

人たちの作品の世界に少しでも触れてもらえた

別

賞
賞

マヌーイロワ・アンナさん

『ライラの冒険』

フィリップ・プルマン著

励

賞

外国語大学

ズブコワ・エカテリーナさん

『存在の耐えられない軽さ』

ミラン・クンデラ著

なら幸いです。

Feb.2019 Vol.86

2018年度開催ミニ企画開催一覧

今年度は、名古屋外国語大学が創立 30 周年
にあたり記念事業企画が目白押しでした。その

した。ナボコフ、ディケンズ、プルースト、フォー

名古屋外国語大学創立30周年記念賞
大
特

ミニ企画

佐原秋生著『食と文化の世界地図』
（名古屋外国語大学出版会）刊行決定！

2018年 6月30日（土）～ 7月 9日（月）

京都大学総長・山極壽一氏来学！

2018年 9月21日（金）～10月10日（水）

世界の文豪シリーズ②ディケンズ

2018年10月15日（月）～10月31日（水）

世界の文豪シリーズ③プルースト

2018年11月21日（水）～11月30日（金）

世界の文豪シリーズ④フォークナー

2018年12月 5日（水）～12月18日（火）

世界の文豪シリーズ⑤マルケス

2018年12月25日（火）～2019年1月18日（金）

Feb.2019 Vol.86
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図書館 ・ MLC

複言語月間

からの

お知らせ

名古屋外国語大学創立 30 周年記念事業で開催のMonthly Events“Brilliance of World Languages12”
「世界言語12
の燦めき」に合わせ、図書館では 2018 年10月～2019 年 1月の各月にピックアップする言語（ロシア語、フランス語、中
国語、スペイン語）に関する図書の展示をplus Xコーナーにて行いました。Plus Xコーナーでは普段から複言語プログ
ラムで扱っている12 言語の、言語習得に関する図書のほか、その言語を話す国や文化、歴史など理解を深める図書を
幅広く紹介していますので、ぜひ活用してください。

30th ANNIVERSARY
展示期間：11月12日月～
名古屋外国語大学創立30周年にちなみ、特設展
示を行いました。

名古屋学芸大学
デザイン学科



岩田 ゆりえさん



MLC
サポーター

30 年前の映画を見たことがありますか？
「私達が生まれる前の映画なんて知らないよ」と思うかもしれ
ません。しかし『アキラ』
、
『となりのトトロ』
、
『釣りバカ日誌』
、
ロシア語月間

フランスウェークス

中国語月間

『ビートルジュース』などを観たこと、聞いたことがあるのではな

スペイン語月間

いでしょうか？これらはすべて 1988 年に公開された映画です。こ
のように公開された年は知らないけど観た事がある映画が皆さん

MLC サポーター企画

展示期間：7月6日金～11月10日土
『ジュラシック・ワールド炎の王国』公開に
合わせて、特設展示を行いました。

小酒井 須弥子さん

名古屋外国語大学
世界教養学科



MLC
サポーター



その生き物キケン ！！

MLC サポーター……図書館の視聴覚部門であるMLC を
学生目線でサポートするボランティア

キケンな生き物が登場する映画作品を見たことはありますか？

にもあると思います。初公開年を知ることで、今までとは一味違っ
た映画の良さを感じませんか？
ポスターやポップ、アンケートの文章などサポーター全員で話し合
いながら長期間かけて準備し、外国語大学の30th Anniversaryにそ
ぐうような内容にできるよう頑張りました。ぜひMLC に 30 年前の空
企画案内ポスター

気を感じにお越しください。

私の初めて携わった企画
「その生き物キケン！！」では映画
『ジュラシッ
ク・ワールド炎の王国』の公開をテーマに恐竜のような危険な生き物
たちが出てくる作品を集めました。
企画の準備を進めていく中で一番時間のかかった作業は作品選びで
した。キケンな生き物とはどういう生き物のことを指すのか、ゴジラ
は入るのか？サメは？ロボットは？？など、よりテーマに合う作品を選
ぶために MLC サポーターの仲間とたくさん話し合いました。このよう
に少し苦労した事もありましたが、企画に対するアンケート調査では
「作品がテーマに合っていた」と感じてもらえたり、次回のテーマへの要
望が寄せられたりと企画を楽しんでもらえた感想が多く届けられ、とても

企画展示棚の準備をする MLC サポーター

やりがいのあるお仕事だと感じることができました。

アンケート用紙

「MLCってなに？」という質問が「次はどんな企画なの？」という質問に変わ
るような楽しい企画でMLCの存在を多くの方に知っていただきたいです。
対象 DVD に貼ったポップ

対象 DVD に貼ったポップ

企画案内ポスター
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記載台
〈アンケート回収箱他〉

展示棚

記載台〈アンケート回収箱他〉

MLC 案内

Feb.2019 Vol.86

24

第23回

合同祭
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

イキイキと日頃の学習成果をアピールする学生たち
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ための
機会となる合同祭。今年も多彩なイベントが行われました。
名古屋外国語大学の中国語学科は、今年で第 31回となる中国語スピーチコンテストを開催。現代英語学科の
吉見ゼミは、エルサルバドルにある「みつばち保育所」を支援するためのチャリティーバザーを企画。エアライン
業界研究グループの模擬フライト、マスコミ業界研究グループ主催のベストアナウンサーコンテスト、旅行業界研

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

究グループ主催の写真コンテスト＆スタンプラリーは、恒例のイベントとして、今年も会場の盛り上がりに華を添
えていました。
また、創立 30 周年記念事業の一つとして、立教大学グローバル教育センター長の松本茂氏による講演会「思考
力育成と言語教育」を開催。質疑応答では、在学生や高校生が質問に立つ姿も見られました。

大学

。

一瞬一瞬を心に刻む、笑顔が弾ける舞台。
秋の晴天に恵まれた 2018 年10月20日・21日、
名古屋外国語大学・名古屋学芸大学による「第 23 回合同祭」が開催されました。
テーマは「moment」
。
「一瞬」
「現在」などのほかに「正念場」
「大事な時期」といった意味もある言葉です。合
同祭実行委員会は、二度とない「今」を大切にし、一人ひとりの「一瞬」をつなぎ合わせ、これまで以上に素晴らし

Ｃ

Ｃ

moment」

「

テーマは

合同祭

Ｓ

Ｓ

第23回

現役アナウンサーも審査に加わり、アナウンス技術を
競い合うコンテスト。今回で第10回を迎えました。

Ｎ

Ｎ

語
学
外国
屋
芸大
学
名古
屋
名古

ベストアナウンサーコンテスト

中国語
スピーチコンテスト
今年は高校生も含め56名が参加。暗
誦・朗読・弁論の3部門に分かれ、努
力の成果を披露しました。

写真コンテスト
今 回 は 国 内 外134点 の 写 真 の 中
か ら 来 場 者 の 人 気 投 票 で No.1が
決定。スタンプラリーも盛況でした。

チャリティーバザー
教職員や学生たちが持ち寄った品々でバザーを
開催。収益は、子どもたちの教育支援団体に
寄付されます。

い合同祭をつくりあげたいとの思いを、このテーマに託しました。
また、今年度は名古屋外国語大学が創立 30 周年を迎えた節目の一年。新たな真価を表すための一つの正念場と
位置づけ、より一層多くの方が関わりを持ち、革新的で人々の記憶に刻み込まれるような合同祭にしたいという思い
も込められています。
今回の総来場者数は、約 8,000人。お子様連れのご家族をはじめ、高校生や卒業生など、幅広い年代の方々が
訪れ、大変な賑わいをみせました。テーマの通り、一瞬一瞬に全力を尽くす学生たちの情熱が会場に満ちあふれた
2日間でした。
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模擬フライト

今年も幅広い年齢層の方々で賑わいを
みせた定番のイベント。スープラウンジ
でのおもてなしも好評です。
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第23回

合同祭

第23回

合同祭
名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

ファッションショー・展示
今年は「欲望への警鐘」をテーマに表現。
コンテスト入賞作品、優秀作品などの展示も
行われました。

音楽祭＆ステージイベント
名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

デザイン学科
作品展示
産官学協同プロジェクトの成果
を は じ め、15th CONTACT
EXHIBITION の作品が展示さ
れました。

Ｎ

Ｎ
さまざまなイベントを通して、地域の方々、来場された方々と、交
流を深めることも合同祭の目的の一つ。

看護学部イベント

合同祭の盛り上がりに欠かせないものといえば、ステージでのライブ
パフォーマンス、そして模擬店です。今回、Flash STAGEと名づけられ

名古屋学芸大学のファッション造形学科は、毎年注目を集める

たメインステージのスタートを飾ったのは、名古屋外国語大学創立30 周

ファッションショーを盛大に開催。今年は学生の作品 87点が披露

年記念として実施された音楽祭。4つの音楽系課外活動団体がそれぞれ

されました。デザイン学科の作品展示、映像メディア学科のゼミ展

の持ち曲の演奏に加え、創立 30 周年式歌をアレンジして披露しました。

では、作品一点一点を丁寧に見て回る来場者の方も。管理栄養学

もちろん、学芸大 5 号館ステージ、サブアリーナなどで、学生たちが日

科は、昨年も家族での参加が多かった健康と食生活チェックを実

頃の練習成果をアピール。ステージ付近では歓声や拍手がわき上がって

施。今回が初めての参加となる看護学部は、手洗いの指導や血圧

いました。

測定などを行いました。子どもケア学科は、ゼミでの活動内容や研
究についてのパネルを展示。日頃の取り組みを紹介しました。

模擬店

Ｃ

Ｃ

映像メディア学科3年生による作品展。
今年は「？！」をテーマにした個性豊かな
作品が数多く揃いました。

一人一人が輝き、
会場が熱気に包まれた2日間

Ｓ

Ｓ

ゼミ展

地域の方々との交流を育む
貴重な体験

今年の模擬店も来場者の方々で大変な賑わいに。あちらこちらで呼
び込みの声が飛び交う中、完売を喜び合うブースもありました。
そして、いよいよメインステージのクライマックス、スペシャルライブ
へ。今年は、沖縄音階にロック、レゲエのサウンドを取り入れた独特の

管理栄養学科イベント
今回も体組成測定や骨密度測定、食事診断などを
実施。幅広い年齢層の方々で賑わったイベントです。

楽曲が支持を受けている「かりゆし 58」が登場。ライブが始まると会場
のボルテージは最高潮に達しました。
会場が一体感に包まれたスペシャルライブが終わると、後夜祭、BOB
（ベストオブブース賞）の発表と進行し、合同祭もフィナーレの時。恒例
のレーザーショーが始まり、感動のひとときが訪れました。学生一人一人
の表情に映し出された達成感は、大切な思い出の一ページを飾るものに

衛生学的手洗い、アロマオイルを用いた
足浴、血圧測定を実施。日頃の学びにつ
いても紹介しました。
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後夜祭＆レーザーショー

なったことでしょう。一瞬一瞬のために全力を注いだ 2日間は、幻想的
な光の演出で幕を閉じました。
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出版会

ワールドリベラルアーツセンター

た。
『72 のレシピ』は、本学の「世界教養プログラム（応用）」

なく、一般書としても流通する書籍を刊行しております。まず、

に対応した 72 のテーマを基にして、高校生、大学生にわかり

佐原秋生氏と本学フランス語学科の大岩昌子先生との共著

やすく書いたエッセイを集めたもので、70 名を超える教員が力

になる『食と文化の世界地図』
。特定の地域に焦点を絞るので

を合わせて作り上げました。
『12 の燦めき』のほうは、
「複言語

はなく、世界中の食文化を概観するという試みで、両先生の幅

プログラム」で提供している12 の言語および日本語に関して、

広い知識と経験が十分に活かされた良書です。非常に多くの

その言語のみならず、その言語の学習によって広がる世界とそ

読者を獲得しており、8月の出版だったのですが、すでに増刷

の魅力を伝えるエッセイを集めています。まさに、創立 30 周

を重ねています。出版会の発足以来、最も売れている本です。

年記念事業にふさわしい、名古屋外大の知的資源が結集した

9月には創立30周年記念事業の一環として、
『世界教養72の

2 冊です。

レシピ』と
『世界言語12 の燦めき』という姉妹書を刊行しまし

今年度は本学創立三十周年にあたるため、
記念行事が目白押し
WLAC が関わり、一期に行われた中から主なものを紹介

文学・文化、表象論

すると、まず、映画化もされた漫画『テルマエ・ロマエ』の作

が専門の加藤有子

者のヤマザキマリさんによる世界教養学科主催の講演会「異

准教授からは自分

文化は発想の宝庫」が大きな反響を呼びました。十四歳のと

の翻訳のトーンを

きにヨーロッパ独り旅をさせられてしまったというエピソードか

どのように感じて

ら始まり、留学先のイタリアでの生活、キューバ支援のために

いるかといった質

サトウキビ刈りに行ったこと、シリアでは遺跡で暮らす人々に

問が出ました。他

出遭ったことなど、今までに経験した安全志向とは対照的な冒

にも学生や一般参

険を次々と披露して会場を沸かせました。対談相手を務めた

加者からも質問が

僕のツッコミにもユーモアたっぷりに応じ、そうした異文化体

出て、活発なやりと

験が現在連載中の『プリニウス』などの漫画を描くうえでさま

りとなりました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

名古屋外国語大学出版会では 2018 年度も、教科書だけで

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大学出版会 2018 年度の刊行と活動

本 学は音 楽関

Ｎ

的な異文化体験をして日本文化を相対化することが重要であ

係のイベントが豊

Ｓ

ることなど、予定時間をオーバーして語ってくれました。新た

富ですが、青柳い

Ｃ

に連載を開始した『オリンピア・キュクロス』にも異文化接触

づみこさんの講演

が生む驚きや笑いがぎっしり詰まっています。

はピアノを弾いて実演しながら講義するため、楽しめてしかも

しています。その中でも、10月6日と7日に丸善名古屋本店で

解説してくれる入門書です。トークショーでは、実際にまちづく

開催された「本の路地裏横丁ほん×ろじ」についてご紹介しま

りに関わっている人をはじめ、たくさんの聴衆が集まり、城月

す。これは、丸善のビルの横にある路地で、各出版社が露店

先生がご自身の実体験を交えながら、巧みな語り口で「まち

のようなものを出して本を売るという面白い企画です。昨年に

づくり」について話をされるのに、じっと聞き入っていました。

続いて2 年目の参加だったのですが、昨年はあいにく台風のせ

トークショーが終わった後も、城月先生は熱心な聴衆に囲ま

いで、屋外での販売が中止になってしまいました。そういうわ

れ、この本が扱う問題に対する関心の高さがうかがえました。

けで、今回は初めて、実際に路地裏に露店を出して本を売る

出版会としては、来年以降も、このようなイベントに参加してい

ことができました。今年は天候にも恵まれ、イベントは盛況で

きたいと考えています。

ヤマザキマリ氏

Ｃ

す》というプロジェクトを、学生や一般読者にもわかりやすく

Ｓ

出版会は、販売促進活動として、いくつかのイベントに参加

Ｎ

ざまなインスピレーションを与えてくれること、若いうちに刺激

東大文学部で教えていたとき僕の同僚だった柴田元幸さん

ためになるという、本学では珍しいレクチャーコンサートとい

は、アメリカ文学の翻訳者として超人的な活躍をしている人で

う形式で行われました。会場はコミニュケーションプラザ。こ

す。その講演「翻訳せずにはいられない ― 小説訳して三十

こに置かれたピアノを弾きながら、専門であるドビュッシーを

年」は二部に分かれ、前半が学生・一般市民向け、後半が研

中心に、さまざまな作曲家を時代の流れの中に位置づけつ

究者や専門家向けという構成でした。前半はスコットランドの

つ、その特徴について解説してくれました。途中小さな子ども

作家ジェームズ・ロバートソンの小説のテキストをスクリーンに

が泣き出すというハプニングもありましたが、青柳さんは動ず

投影し、それを使って翻訳を実践してみせるというもので、そ

ることなく、
「また来てね」と優しく声を掛け、会場を和ませ

の〈講義〉からは彼の翻訳がどのように行われるのかも窺う

たところはさすが。コンサートで演奏し、大学で講義を行い、

ことができました。休憩を挟んでの後半は会場を移し、僕と

評論やエッセイなどの著書も数多く、マルチタレントぶりを発

の対話から始まり、翻訳者は黒子に徹するべきだといった考

揮する青柳さんから刺激を受けた学生も多かったのではない

えが聞けたのが印象的でした。続くフロアとの質疑応答では、

でしょうか。

本学のフォークナー研究者である梅垣昌子教授から訳語に関



（ワールドリベラルアーツセンター副所長

野谷文昭）

して文化的背景を考慮すべきかという質問が、またポーランド

今年度はまださらに、浅野輝子先生による『通訳ワーク

した。
この
「ほん×ろじ」の企画の一環で、丸善店内の特設会場に

ブック』
、国際教養学科の先生方による教科書『学びの技法

て、トークショーが行われました。7日には、本学国際教養学

地域を読み、世界を拓く10 章』
、英米語学科の教科書Engage

科の城月雅大先生が、
「
『まちづくり』と『心理学』？」という

などを刊行予定です。来年度以降もまた、良い本を作っていけ

タイトルで講演されました。今年 9月に城月先生編著の『まち

るように励んでいきます。

づくり心理学』
を出版会から刊行しましたが、その出版記念の
講演ともなります。この本は、城月先生を中心としたチームで



構想している《都市計画・まちづくりを新たな視点から問い直
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出版会副編集長
（名古屋外国語大学外国語学部

甲斐清高

英米語学科准教授）

柴田元幸氏

青柳いづみこ氏
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フランス語学科

中国語学科

第 31回 中国語スピーチコンテスト

『ヨーゼフ・メンゲレの逃亡』をめぐって
オリヴィエ・ゲーズ（作家）× 西里扶甬子（ジャーナリスト）

午前中は暗誦大会と朗読大会（高校の部）
、午後からは弁

2018 年10月20日
（土曜日）、名古屋外国語大学第 31回中国

ここ数年来、毎年秋にフランス大使館の主催する
『読書の秋』の全国イベントの一環として、本学をフ

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

論大会が行われ、計 56 名（暗誦大会 25 名、朗読大会16 名、

を学ぶ学生の日頃の学習の成果を披露してもらうために毎年

弁論大会15 名）が出場し、3 大会合わせて約 200 名の観客の

行われているものです。

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

す。今年は 2017年に『ヨーゼフ・メンゲレの逃亡』
という小説で権威あるルノド賞を受賞したばかりの

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。

国駐名古屋総領事館から孔蘊宝副領事を貴賓としてお迎えし



（中国語学科

准教授

劉綺紋）

ました。

若手作家オリヴィエ・ゲーズ氏がやってきました。
ゲーズ氏はストラスブール政治学院で政治学の

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ランスの旬の作家が訪れることが恒例化していま

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

フランス語学科主催の講演会

学位を取得後、ジャーナリストしてヨーロッパの主
要な新聞に寄稿しながら、彼自身が「戦後ヨーロッ
パ三部作」とよぶ連作に取りかかりました。まず
Ｎ

Ｎ

始めに一冊の小説『ジャック・カスカスの革命』
（未

Ｓ

Ｓ

訳）をフランスで出版し、次にドイツで映画「アイ
ヒマンを追え、ナチスが最も恐れた男」の脚本を共
呼ばれるハルビンでの731部隊を一貫して取材してきた西里氏

ゲレの逃亡』
（日本語版、東京創元社）を4 年の調査の末に

との対談となりました。731部隊の石井医師とメンゲレとはし

刊行しました。

ばしば比較される関係にあり、両者とも戦後、裁かれることな

ヨーゼフ・メンゲレの名はヨーロッパや南米ではナチスの残

く隠れて生き伸びました。ゲーズ氏によると、メンゲレはナチス

虐さと結びついています。彼は、アウシュビッツで親衛隊の医

に入る際にも、ただ医師としての名声を人体実験から得体と

師として人体実験を行った後、戦争終了後は南米アルゼンチン

いう理由のために入ったのが実情だと語っていました。彼はア

に逃亡し、裁判にかけられることもなく、1979 年に最後に住

イヒマンのモサドによる逮捕とイスラエルでの死刑の後、つね

んだブラジルで海水浴中に死亡しています。ヨーロッパと南米

に自分がいつか逮捕されるのではという恐怖の中を生きまし

の暗部を描き出す彼の小説は、歴史のタブーに挑む意欲作で

た。西里氏の情報では、石井医師は終戦後の米国による放免

した。講演会でも、フランス人としてよりも、ヨーロッパ人とし

を経て、東京で密かに暮らし、晩年にはキリスト教に入信し、

てこの物語を書きたかったと語っていました。

没しています。

ゲーズ氏が自作について語った後、日本のアウシュビッツと

講演会後はサイン会となり、多くの学生や一般の方々が小
説本を買い求めサインをもらっていました。
その後は散歩が好きだというゲーズ氏と

Ｃ

Ｃ

同執筆します、その後フランスの出版社から『ヨーゼフ・メン

暗誦大会（大学の部）
1位

高階

絵里香

1位

上村

雲根

2位

山梨

茜

2位

大森

嵯恵

3位

赤尾

百葉

3位

三島

夕旺

佐野

綾香

小菅

真綺

渡邉

健人

内山

由葵

纐纈

えみり

大学内と周辺を歩きながら、皆で日進の
自然と紅葉を堪能しました。パリから来た

特別賞

ゲーズ氏は日本の蜘蛛が大きいのに驚い
ていました。この後は、南米各地を本のプ
ロモーションのために回るそうです。アン
ケートでは学生たちの反応もよく、フランス
語を学び、ヨーロッパや世界のことを知る
いい刺激になったと思います。フランス大
使館およびアリアンス・フランセーズ愛知フ

だという思いを強くしました。
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（外国語学部フランス語学科教授
伊藤達也）

高階絵里香さん

特別賞
総領事館賞

上村雲根さん

朗読大会（高校の部）
1位

水野

佐紀

（愛知県立千種高等学校 3 年）

2位

大津

美紅

（岐阜県立岐阜総合学園高等学校3 年）

3位

酒井

唯実

（清林館高等学校 2 年）

村松

里恵

（愛知県立豊橋商業高等学校 3 年）

吉本

理子

（名城大学附属高等学校 2 年）

山北

美玖

（清林館高等学校 2 年）

中村

咲良

（愛知県立瀬戸西高等学校 3 年）

ランス協会との協力関係を維持し、今後も
このようなイベントを本学で催していくべき

弁論大会（大学の部）

特別賞

総領事館賞 纐纈えみりさん

Feb.2019 Vol.86
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現代国際学部

現代国際学部

国際教養学科

第 4 回 菰野町観光プロモーションビデオコンテスト2018

― AIと人間社会に与えるその影響 ―

― 横山ゼミ初優勝！―

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

第12 回 学生通訳コンテスト

12月1日
（土）、名古屋市内で第4回菰野町観光プロモーショ

ならではの課題である。各大学のゼミは 6月に菰野町主催の

全国外大連合連携事業、また名古屋外国語大学創立 30 周年

使い方」と題した講演をして

ンビデオコンテスト2018が開催された。このイベントは菰野町

フィールドを体験し、十分に菰野町の魅力である自然、食を味

記念事業として、第 12 回学生通訳コンテストが開催されまし

頂き、講演と共に会場の皆さ

の魅力を大学生が発見し、その魅力を3 分間の映像にまとめ、

わった。その後、7月に横山ゼミは企画会議を行い、担当者を

た。特別協力校の東京外国語大学をはじめ、大阪大学、鹿児

んで脳トレのロールプレイを

菰野町を国内外に発信する目的として実施される地域活性化

決めた。プロデューサー役の学生、出演する学生、台本制作、

島大学、関西大学、神田外語大学、神戸市外国語大学、国

楽しんでいただきました。

イベントである。

撮影、編集、美術、メイクなど 10 名のゼミ生がそれぞれ役割

名古屋学芸大学

際基督教大学、上智大学、高崎経済大学、明海大学、名古

2007年当時の大学事務局

審査委員長はトリック、スペック、20 世紀少年を世に送り出

を担い、3 分間の映像制作に取り掛かった。8月には菰野町で

屋外国語大学の11校の学生たちによって、約10 分間の持ち時

よりの依頼で、全国の通訳教

した映画監督堤幸彦氏。第 4 回目を迎える本年は愛知県内か

1泊 2日の合宿を行い、撮影を行った。今回の横山ゼミのテー

間の中、日本語から英語、英語から日本語に逐次通訳をして、

育を行っている大学に呼び

ら 4 大学、三重県より2 大学が参加し、名古屋外国語大学か

マは、就活で疲れた学生が同じく就活中にも何度かすれ違っ

日ごろ研鑽を積んだ通訳スキルを競いました。今年のトピック

掛ける形で学生通訳コンテス

らは、現代国際学部国際教養学科の横山ゼミが参加した。横

た学生と湯の山で出会い、その自然や温泉を通じて心を通わ

は
「AIと人間社会に与えるその影響」というテーマでした。昨

トを開催してきましたが、今

山ゼミは、第 1回から 4 年連続で参加している。これまでの最

せるという表現力と編集力を試される設定であった。このよう

高成績は第 1回、2 回の 2 位。4 回目の挑戦で 9 チームが参加

な難解なテーマを2人のゼミ生が見事に演じ、撮影から編集、

本学出場者 小池美蘭さん

きました。当初、この難しい通訳コンテストに参加してくれる

した高いレベルの映像作品が多くある中で、初優勝すること

音楽までチーム一丸となって取り組み、完成させることができ

訳者は存在できるのか？存在するとしたら、どうあらねばなら

大学があるのだろうか？出場してくれる学生、指導していただ

ができた。

た。難しいテーマ設定であったが、中心となって編集した宇佐

ないのか、我々に与えられた課題であると思います。このよう

ける先生は、いらっしゃるのだろうか？毎年、不安を抱きなが

菰野町から与えられた今年度のテーマは、
「湯の山」で

な難しいテーマでしたが、学生たちのパフォーマンスはいずれ

ら、参加していただく学生を推薦していただける先生を探すの

ある。おりしも「湯の山温泉開湯 1300 年」を迎える菰野町

も素晴らしく、年々、通訳スキルの向上が見られるのが、と

に必死でした。その中で、東京外国語大学の鶴田知佳子先生

ても嬉しい驚きでした。日本語スピーカーは昨年に引き続き、

には、特別協力校として第 1回コンテストより協力して頂き、感

本学の吉見かおる先生、英語スピーカーは名古屋学芸大学の

謝の念に耐えません。そして第 1回通訳コンテストより審査委

ミッシェル・モローネ先生が務められ、11のサブトピック「人工

員長を務めていただいた私の恩師でもある原不二子先生に代

知能とテクノロジー」「どのように医学は変化を遂げているか」

わり、今年度から審査員長に神戸市外国語大学元学長の船山

「芸術はどのように影響されるか」
「人工知能が与える政治シス

仲他先生にお務め頂くことになりました。また審査員の関沢

テムへの影響」
「人工知能による教育」
「法的諸問題に対する

紘一先生、柴田真一先生、ご協力して頂いている全ての先生

責任への問い」
「経済と仮想通貨」
「プライバシーと安全保障」

方、後援をして頂いている各社、諸団体に対しても深く感謝い

「軍事利用に対する道徳の在り方」
「グローバル時代における

たします。音響面で協力して頂いている、姉妹校である名古屋

教養、大学の役割とは何か？」
「文学から学ぶモラル」につい

学芸大学の森幸長先生、運営に携わった事務局の皆様、有難

て語っていただきました。コンテストの前に行われる抽選で割

うございました。お手伝いをしてくれた学生たちも良く頑張っ

り当てられたサブトピックについて語るスピーカーの言葉に耳

てくれました。これらの経験は必ず将来に生きると信じていま

を傾けながら、メモ取りをしている学生たちの姿が、とても頼

す。通訳コンテストは人生の通過点です。これを機会に、グ

もしく見えました。その中で東京外国語大学の中野志保さん

ローバルな世界で活躍する人材に育ってくれることを切に願っ

が優勝の栄誉に輝きました。準優勝は関西大学の岡村ゆうき

ております。

さん、第 3 位は神戸市外国語大学の井上稚菜さん、ジャパン



美亜海さん（3 年）のセンスと根性により、講評で堤監督の次
のコメントを引き出したのである。

堤監督のコメント
「イメージの観光地、菰野町、湯の山にいる女性
像というのがリンクしていて、それが最後手を結ぶ
というアイデアに驚きました。非常に魅力的な作品
です。映像も非常に上手。メッセージ性もあるし、
それから編集も適切なカッティングワークをなされ
ていて、本当に素晴らしい。ほぼほぼ満点でした」

今回の優勝は、偶然ではないと思う。学
（現代国際学部客員教授

浅野輝子）

生が 1年時から2 年間にわたり、コンテスト

タイムス賞に本学の小池美蘭さんが選ばれ

の映像を会場で見て、感じたことを3年がか

ました。全ての学生が素晴らしいパフォー

りで 3 分間の映像を完成させたのである。

マンスを見せてくれたと思います。学生のパ

まさに企画を熟成させ、2 年間のゼミ生活

フォーマンス終了後、恒例になりました神田

で技術を身に着け、優勝を勝ち取ることが

外語大学講師で NHKBS 放送通訳者の柴

できた。学びと実践の結果、得た賞なので

原智幸先生による同時通訳デモンストレー

ある。今回の経験は、必ず社会でも役立つ

ションが披露され、長文で難しいトピック

と確信している。

に臨むプロのパフォーマンスに、会場内の



（横山陽二）

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、本学現代国際学部講
師で脳科学の研究者でもある三品由紀子
33
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究も散見されるようになりました。そのような時代にあって通

Ｓ

Ｓ

年で12回目を迎えることがで

Ｎ

Ｎ

今では AIの能力を通訳者をも脅かす存在として評価する研

名古屋学芸大学

先生に「AI に負けない脳の

2018 年11月24日
（土）
、名古屋外国語大学 7 号館に於いて、

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
学芸大だより

管理栄養学科

産学協同プロジェクト

名古屋学芸大学×プライムツリー赤池

は、子ども達との円滑なコミュニケーションが不可欠です。そ

し、栄養教諭の養成を続けています。現在までの教員採用選

こで、管理栄養学部では、栄養教諭を志望する3 年生を対象

考試験の合格者数は、愛知県 31名、名古屋市 11名、岐阜県

に、近隣の小学校でのボランティア活動を行っています。学生

8 名、三重県 8 名、その他の県 5 名です。各教育委員会の栄

達は、このボランティア活動を通して児童や学校についての理

養教諭の採用数が極めて少ない中で、多くの卒業生が栄養教

解を深め、児童支援の方法を習得し、さらに小中学校の教諭

諭として愛知県、名古屋市および近県の食育の一端を担って

としての自身の適性を考えます。

デザインで学べる展示体験型イベント「きになるき」
2018 年12月15日（土）
・16日（日）
、名古屋学芸大学デザイ

今までは見過ごしてしまっていた昆虫達の生態と姿の美し

ン学科とプライムツリー赤池による産学協同プロジェクトとし

さや面白さ、あっと驚くような知識を視覚的に楽しみながら学

て、デザインで学べる展示体験型イベント「きになるき」を開

ぶ仕掛けです。
「きになるおえかき」は、たくさんの葉っぱや

催しました。昨年度実施のイベント「参太祭（さんたまつり）
」

花のパーツをデザインされた壁面に貼付けて大きな生き物達

に続いて、第 2 弾の企画です。イベントの企画から運営まで、

の絵を完成させます。植物と生き物のつながりを知って、より

今年度は、日進市立竹の山小学校と管理栄養学部との間で

尹成濟准教授のもと3年生7名の学生たちが中心となって取り

身近に自然を感じてもらえるような展示です。お客様ひとりひ

食生活の多様化が進む中で、子ども達が将来にわたって健

ボランティア活動についての覚書を取り交わし、来年度以降も

組んだ「きになるき」は、各日ブース総計で約 6,500 名の集客

とりが協力して、自由に生き物たちを色鮮やかに表現していた

康で生きていくためには、子ども達が食に関する正しい知識

継続可能なしくみ作りを行いました。今後も食に関するより高

を達成。たいへん好評なイベントとなりました。

だきました。
「きになるかんじ」は、漢字の成り立ちを学べるこ

を身につけ、自ら判断して食をコントロールする力をつけるこ

度な専門知識をもった栄養教諭を継続して輩出していけるよ

とが重要です。栄養教諭は、このような「食の自己管理能力」

うに、栄養教諭を志望する学生を支援していきます。

を子ども達に身につけさせる役割を担っています。そのために



いることは、管理栄養学部の誇りです。

（管理栄養学部

管理栄養学科

池田彩子）

とから始め、木偏や草冠などにデザインされた分かりやすいイ
ラストを用いて、植物の名前を理解しやすく学習できる展示で

セプトに、プライムツリー赤池を取り巻く美しい自然を知っても

す。難しい漢字を知らない子供たちでも、イラストで読めるよう

らうためには、どうしたら良いのだろうと考え、子供から大人

になっているので、楽しく漢字を覚えていただけたと思います。

まで、誰でも楽しめるような学びの場を提供することを目標に

無事にイベントをやり遂げた学生達は、達成感と安堵の表

つ」「いきもの」「おえかき」「かんじ」の 4 つの観点を軸にイ

たと思います。何度もデザインをやり直し、時には思うようなデ

ベントを盛り上げました。ただ見たりするだけではなく、触っ

―「栄養ワンダー2018」in 名古屋学芸大学 ―

ザインができなく、悔し涙を流しながら試作を繰り返した 7ヶ

いました。高校

たり、作ったり、考えたりする体験を通して、木を取り巻く環

月間を振返り、学生たちはイベント2日間では少し短く感じたよ

境をデザインの視点から学ぶことができる展示体験型イベン

うです。それくらい自分たちのデザインをもっとより多くのお客

トになります。

様に見てほしいと思えるまで、ブラッシュアップできたことがプ

高校生を対象としたイベントを開催しました。
「栄養ワンダー

3 年生を中心に

2018」は日本栄養士会が企画し、
「国民に支持される管理栄

高校 1・2 年生、

養士・栄養士に！」を目的に、全国の管理栄養士・栄養士が

保護者の方々に

が成長すること、様々なものに使用されていること、葉の色が

本件の産学協同は、実社会におけるデザインの仕事を学生

国民 20 万人を対象に行うイベントです。本学では教員が高校

ご 参 加 いた だ

変わり四季を感じることなど、木が私たちの生活に役立って

たちに実体験してもらうことで、学生に磨いてほしいのはデザ

生と直接対峙して、管理栄養士の職務内容を伝えることによ

き、2 時間にわ

いるという素晴らしさを、大人でも小さい子供でも楽しく理解

インする力はもちろんのこと、大事なのはコミュニケーション

り、栄養の重要性への理解を促し、管理栄養士の幅広い活躍

たって熱心に聞

できるような、パラパラ漫画にして紹介しました。たくさんめ

能力の向上です。協同制作を進める上で、メンバー間のコミュ

の場を知り、本学で学ぶことで得られる社会に貢献できる管

いていただきま

くってストーリーを楽しみながら学びます。親子で楽しそうに

ニケーションは不可欠ですし、相手先とのプレゼン、外注先

理栄養士について興味関心を高める企画としました。当日は

した。参加者に

パラパラ漫画をめくっている姿が印象的でした。
「きになるい

との打合せ、お客様への対応など、様々なコミュニケーション

和泉学部長の挨拶から始まり、病院で働く管理栄養士、行政

は、栄養と食の専門家である管理栄養士が、人々が生涯を通

きもの」は、プライムツリー赤池周辺の昆虫たちを中心に、学

能力が学生たちに求められました。この経験を糧に各々のデ

で働く管理栄養士、学校で働く管理栄養士、スポーツ選手を

して心身ともに健康で活力ある生活を送るために重要な職で

生たちは子供たちに様々な視点から、模型やパネル展示にて

ザインで社会に貢献できるようにこれからも精一杯頑張ってほ

支援する管理栄養士について、各現場で管理栄養士が行って

あり、その活躍の場が広いことを知っていただく機会となりま

昆虫を紹介しました。

しいと思います。

いる栄養や食に関する指導の内容を紹介すると共に、管理栄

した。

プロジェクタ－等を設置し、実験実習の説明や、デモストレーション、ディ
スカッションを可視的に行えます。この実験・実習室を使い、学生が座学
で学んだ知識をさらに深めていける環境になりました。
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131実習室

（右から）三田村直樹・青山佳鈴・川本凜・大野加鈴・
大 島 奈 津 美・准 教 授 尹 成 濟・吉 田 舞・上 道 里 奈・
職員 皆川優介












様々なストーリーが展開されている76 冊のパラパラ
漫画から生活の中にある木がどのように役立ってい
るのかを学びます。

デザインされた壁面に大小様々な葉や花の色紙を貼
付けて、生き物達を表現していきます。

色鮮やかなアクリル板でパーツで制作した、様々な昆
虫に子供たちは興味津々でした。

「きになるかんじ」

をできる限り広くとり、教員が学生のそばに行けるようにしました。また、

「きになるいきもの」

実験実習室の改修では、学生と教員の距離を近くするため、実験台の間

ロジェクトを通して成長した証だと感じます。











「きになるおえかき」

プロジェクトメンバー

て働くための基礎知識について実験・実習する科目となっています。この

35












「きになるせいかつ」

室を改修しました。解剖生理学実験・公衆衛生学実習とも管理栄養士とし

日暮陽子）

高田尚美）

子供から大人まで多くのお客様にご参加いただきまし
た。正面の大型ディスプレイでは、イベントの紹介動画
を投影しました。

解剖生理学実験・公衆衛生学実習で使用している1号館 3 階実験実習

管理栄養学科

管理栄養学科

プライムホールでの
イベントの全景

1号館 3 階実験実習室リニューアル

（管理栄養学部

栄養ワンダー

（管理栄養学部

養士になるための本学での学びについて講義と質疑応答を行



各ブースの実施内容としては、
「きになるせいかつ」は、木

神経衰弱ゲームのルールで、ペアになるイラストと漢
字を探し当てて楽しみながら学ぶことができます。
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ントを作り上げて成功させたい気持ちや、プレッシャーもあっ

Ｓ
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情を見せていました。昨年度の先輩たちに負けないようなイベ

今回、木に隠された魅力を知ってもらうらおうと、
「せいか

した展示体験型のイベントとしました。

管理栄養士が働く現場と大学の学びを高校生に紹介
2018 年 8月27日（月）
、本学名城前医療キャンパスにおいて、

10月に実施したプライムツリー赤池担当者へのプレゼンを
通して、
“きになるき”とは「一本の木から学べること」をコン

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

管理栄養学部では、本学の開学当初から教職課程を設置

産学協同プロジェクト

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

栄養教諭の養成と小学校でのボランティア活動

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
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

2018 年度 3 年次制作展『ゼミ展』

「ISCA（INTERNATIONAL STUDENTS CREATIVE AWARD）」 受賞
すず き なな み

2018 年 10月20 日（土）・21日（日）

映像メディア学科 4 年生の鈴木七海さんが 2018 年11月30日
（金）
・
12 月1日（ 土 ） に大 阪で 開 催された「ISCA（INTERNATIONAL

ミ展」を本学にて開催しました。7 つ

STUDENTS CREATIVE AWARD）
」において「国内映像コンテン

の領域（フォト・映画・TV・サウンド・

ツ部門」の上位 3 作品「優秀作」に選ばれました。受賞作品は「祖母

3DCG・アニメーション・インスタレー

とSMON」
は SMON患者である祖母の人生をつい探検するドキュメン

ション）で学んだ 3 年次 生 104 名の

タリー映画です。

84 作品が発表されました。制作展の
広報・運営も学生主体で行われ、今

国内映像コンテンツ部門

年は多くの来場者から意見をもらうた

優秀作「祖母と
すず き

学生：鈴木

めアンケートや上映作品の上映後の座
談会を行いました。翌週に教員と学生

VR DIVE「ダムド・タワー

を交えて交流会を実施し、学生にとっ
て今後の制作活動がより充実するよう

SMON」

なな み

七海

― ホスピタル サイト―」

2018 年10月20日から12月24日まで名古屋テレビ塔にて VR DIVE
「ダムド・タワー ―ホスピタル サイト―」が中日新聞他の主催により

Ｃ

Ｃ

り出してきた映画プロデューサー・仙頭武則教授が企画・プロデュー

Ｓ

Ｓ

開催されました。
『女優霊』
『リング』
など数々のJホラー作品を世に送

Ｎ

Ｎ

な制作展となりました。

ス・総合演出、最先端のVR 技術を駆使し、実際に仮想空間内を歩く

受 賞 作 品

画期的な名古屋発のアトラクションとして好評を博しました。

優秀賞

大 賞

長久手市 まち詩「さかそう
作、編曲
「R」

浅野 悠斗／柿木 地鳳

平成 30 年7月1日に施行した長久手市みんなでつくるまち条
例の過程で誕生した「さかそう

ながくて

じちのはな」とい

う市民の思いが込められた詩を名古屋学芸大学

優秀賞

映像メディ

ながくて

じちのはな」の

生をコーラスで参加してもらい、森先生と息子さん（11 歳）が
唄を担当し、ラップ曲も制作し、長久手市長に大変気に入って
いただくことができました。

ア学科授森幸長准教が制作され、多くの市民にまち詩を広め
る市の活動として、長久手市役所内での放送、および各種イベ
ントで再生がされました。2018 年10月には 30 の団体等約 590

「WE WANT WALLET!!」

名の市民の参加で PR 動画も作成されました。

石田 裕之

「十七年目の家族」

また、名古屋学芸大学映像メディア学科森ゼミ15 期生 16 期

上島 大和／加藤 世理奈／高橋 ひとみ
奨励賞

37

奨励賞

奨励賞

「Doty」

「無限闘乱」

「退廃世界」

播摩 尚二郎／田村 壽章／武仲 晃子

柴田 健太郎／吉崎 彩香／中村 駿之介

岩本 憲昌

Feb.2019 Vol.86

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

に映像メディア学科3 年次制作展「ゼ

Feb.2019 Vol.86

38

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
学芸大だより

ファッション造形学科

2018 年 10月20 日（土）
、名古屋学芸大学ファッション造

を彩りました。当日は、3 回のステージ全てでホールを一杯に

形学科の合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION

し、会場に入りきれない観客がロビーに溢れるほどの賑わいを

2018」が NUAS ホールで開催されました。

みせました。また、今年も会場の外で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

着る。そして自己を表現するために、着飾るようになった。し

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

かし、美を追究しすぎるあまり、身体さえも過剰に歪めてしま

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

う。それは留まるところを知らず、遂には“ヒト”のかたちを

だくことができました。

失った。」とストーリーをもとにChapter1～5 にわけ、
“ストー

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

リー性のあるファッションショー”を軸に企画を構成し、
「欲

リーや広報ツールの制作に加えて、モデリングにおいても映像

望への警鐘」を表現しデザイン・制作しました。コレクション

メディア学科・デザイン学科との協働でのステージが出来上が

では、1年生のグループ作品 24 点、オーディション形式で選抜

りました。

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

2018 年10月20日
（土）に開催された表彰式では 8 名の入賞

コンテスト「FASHION PRIZE 2018」を本年度も開催しまし

者にご出席いただき、杉浦学長から表彰状と賞金または賞品

た。11年目となる今年は、全国 42 校から584 点のデザイン画

が授与されました。

の応募があり、ファッションデザイナーの田山淳朗先生・畠山

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

巧先生に審査していただき、グランプリ1 点・準グランプリ2

れた作品が多く、画力のすばらしさにも驚かされました。展示

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

された作品に多くの学生が刺激を受けたと思います。

点の作品が入賞しました。
グランプリ作品

ョー

TION 8
C
E
L
COL
201
NUAS

Ｎ

ションシ

Ｎ

RIZE
P
N
O
I
H
S
A
F
2018

された 2～3 年生の個人作品 64 点、合計 88点の作品がショー

Ｓ

Ｓ

ァッ
合同祭フ

Ｃ

Ｃ

準グランプリ作品

準グランプリ作品

ファッション造形学科コンテスト入選・入賞歴 2018
第56回 全国ファッションデザインコンテスト
企業賞（大日本蚕糸会賞）
企業賞（ルック賞）

鈴木
吉本

倉敷ファッションフロンティア 2018
ユニフォーム部門
ユニフォーム部門
ユニフォーム部門
ジーンズ＆カジュアルウェア部門
企業賞（豊和株式会社）
企業賞（株式会社桑和）

レディス部門

入

第18回 YKK ファスニングアワード
ファッショングッズ部門

入

新宿ファッションフィールド 2018
オカダヤ新宿本店賞
アッシュペースランス賞・ビームス賞

カセラサラフェスタ 2019
第 1 次審査通過

2018 こども環境紙芝居
入

水谷慎之介
山下 莉央
清水 薫子
田中みなみ
吉野 望美
佐藤 永和

選

田中

選

小笠原那帆

中井
神田

志織

美彩
毬乃

Feb.2019 Vol.86

賞

入

選

美緒

石橋

誉恵

小笠原那帆

ジャパン・テキスタイル・コンテスト 2018
学生の部

シーズ賞

ナゴヤリメイクコンテスト
グランプリ
田宮服飾賞

Re DESIGN PROJECT 2018
入 賞
企業賞（ecomaco 賞）

美咲

上村

透子

（愛知県立知立東高等学校）

入

鈴木

良麻

神田
西沢

毬乃
伊織

長浜

藍

伊藤
坂野

来夢
君会

梨里

（東邦高等学校）

梶浦

凜夏

（名古屋市立桜台高等学校）

藤田 もも
波多野千佳

第49回 毎日・DAS 学生デザイン賞
ファッション・テキスタイル部門

久納

吉本

岡田

翔工房



39

選

2018 染織意匠・図案コンペティション
銀

奨 励 賞
奨励特別賞
奨励特別賞
奨励特別賞

ナゴヤファッションコンテスト 2018

咲菜
美緒

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

今回は、
「争いは終わった。人々は日常を取り戻すべく服を

高等学校ファッションデザインコンテスト
「FASHION PRIZE 2018」開催

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 2018」

選

向城 美翔
石川真莉子
水野 瑠美

以上、14 種コンテスト、16 名入賞、11 名入選

入賞作品展示
表彰式

Feb.2019 Vol.86
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学芸大だより

メディア造形学部

ヒューマンケア学部

名古屋学芸大学ならではの企画で地域に貢献

デザイン学科・大学院メディア造形研究科
2019 年1月23日（水）～27日（日）
、名古屋市栄にある愛知

めながら、学生たちの新しい発想に感心しているようでし

芸術文化センターおよび愛知県美術館ギャラリー展示室を会

た。また、作品の傍に立つ学生に企画趣旨やデザインの狙い

場として「2019 卒展」が開催されました。

などを尋ねると、学生もここぞとばかりに熱心に説明をしてい
ました。

スペース・プロダクトデザイン、デザインプロデュースの3コース

昨年 3月に退任された木村一男名誉教授
（前大学院メディア

4 領域において、学生たちの 4 年間の学業の集大成として作品

造形研究科長）を記念して創設された「木村一男賞」の初の

74 点が展示されました。昨年は県美ギャラリーの改修のため

受賞者には果たしてこの中から誰が選ばれるか楽しみなとこ

別会場で 3月に行われましたが、改修を終えた今年は一昨年

ろです。

までのスケジュールどおり

続可能な社会の担い手を育む教育）として昨年度から

また、ビジネスプレゼンテーションでは、13 名の卒業論文
の抜粋をパネル展示。ファッション業界を独自の視点で見つ

名の学部生・院生がこれまでの学びの成果と情熱を注いだ 93

作発表会・修了制作発表会」も多くの来場者で賑わい、学生

点がランウェイを彩りました。来場者の方々は、独創性にあふ

たちの晴れ舞台を祝福しました。学生たちにとっては、特別な

れた作品の数々に熱い視線を送っていました。フィナーレに

一日になったことでしょう。

地球教室

リーを考え、絵本と登場するキャラクターを制作。今回の読み

フィナーレの演奏には、名古屋外国語大学のフィルハーモ

手や司会、会までの準備はヒューマンケア学部子どもケア学科

ニー管弦楽団（バイオリン・ヴィオラ奏者）も参加。最後は会

大島ゼミの3年生が担当しました。絵本のストーリーや表現の

場のみんなでジングルベルを歌い、たいへんな盛り上がりを見

し方など、デザイン学科の学生たちへのアドバイスは4 年生が

せました。

担当し完成させました。
お話絵本に欠かせないクラシック音楽は、バイオリン演奏
を横田真規子氏、ピアノ演奏を市橋あゆみ氏が担当。物語と
音楽が重なることで、子どもたちの心が動き、言葉が入りやす
くすることを大切にした試みです。
今回の新たな企画として行われた ESD の絵本「森のクリス
マス」は、子どもケア学科の学生がストーリーを制作。森の
大切さをわかりやすく伝える内容で、KIDSファッションショー

フィナーレ管弦楽演奏

の導入にもなっています。そのショーでは中西学園菱野幼稚

今回のイベントは、多様な学部を有する名古屋学芸大学な

園の年長児 20 名が 4つのグループに分かれて登場。園児のス

らではの魅力を地域に発信する機会となりました。また、学生

ケッチをもとにファッション造形学科の学生が手がけた衣装

たちにとっては、学部の垣根を超え協働することの大切さを知

を身にまとった園児たちのかわいらしい姿、楽しくダンスをす

り、そして子どもたちの笑顔に直接出会える経験を通して、さ

る様子に会場は拍手で包まれました。

らなる成長への意欲を生み出す機会になったことでしょう。

は、貴重な体験を共有し


こども大学プロジェクト

た仲間、そしてお世話に

場が拍手で包まれる中、
KIDS ファッションショー

地球教室

葉が伝えられました。会

― 幼児向け ESD の活動 ―

創作絵本の
読み聞かせ

た家族に対する感謝の言

クラシック
音楽

３の企画柱

なった先生、支えとなっ
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ESD の絵本

Ｃ

Ｃ

した。

熱心に説明する学生たちの姿もありました。今回の「卒業制

41

クラシック音楽

Ｓ

Ｓ

姿は、新たな一歩に踏み出す決意で満ちあふれているようで

シーンで構成されたファッションショーとして作品を発表。68

退場していく学生たちの

お話絵本の読み聞かせ

Ｎ

Ｎ

が「個性」
「いじめ」
「勇気」などをテーマにしたストー

め直した提言の数々を立ち止まって読んでいる来場者の方も。

場。卒業生代表の挨拶で

本学のこども大学プロジェクトは、幼児向けESD（持

の7編です。メディア造形学部デザイン学科の学生たち

姿勢を示す『Arts & Sciences』のコンセプトのもと、4つの

な表情でランウェイに登

しました。

室」。この日のために制作されたお話絵本はオリジナル

ファッション造形学科・大学院メディア造形研究科

は、学生たちが晴れやか

ションショー「森のクリスマス」と地球教室～』を開催

「創作絵本の読み聞かせ」「クラシック音楽」「地球教

第14 回卒業制作発表会・修了制作発表会を開催

デザインプレゼンテーションでは、名古屋学芸大学の基本

かりやすく解説しました。

今回で 3 回目となるイベントにおいても企画の柱は

た模型を手に取って確か

インホールで開催されました。

絵本と親子で楽しむクラシック音楽の会～そして KIDSファッ

げることを目的としています。

寄ってじっくりと眺め、ま

発表会・修了制作発表会」がデザインセンタービル3F・デザ

惧種がテーマ。森林破壊の影響について、石井鈴一教授がわ

い、その中で学びの成果を発揮することで自信につな

来 場 者は、 作品に近

2019 年 1月26日（土）
、今回で第 14 回を数える「卒業制作

屋学芸大学こども大学プロジェクトが企画運営を行った『お話

ラーニングの場として参加。地域の子どもたちとふれあ

製作期間がタイトで、搬

いたようです。

また、プロジェクトの象徴ともいえる「地球教室」は絶滅危

えていく社会貢献活動であり、学生たちはアクティブ

生にとっては卒業制作の

製作を行っていた学生も

2018 年12月22日（土）、日進市民会館小ホールにて、名古

スタート。大学の専門性をわかりやすく子どもたちに伝

1月実施に戻ったため、学

入直前までパネルや模型

『お話絵本と親子で楽しむクラシック音楽の会
～そしてKIDSファッションショー「森のクリスマス」と地球教室～』を開催

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

デザイン学科では、ビジュアルコミュニケーションデザイン、

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

卒業・修了制作展を開催

Feb.2019 Vol.86
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学芸大だより

看護学部

SL センター

看護学部看護学科

2018 年度合同祭実行委員会

《はじめまして、看護学部です！》このタイトルのも
と、私たちは新設された看護学部を名古屋学芸大学、
名古屋外国語大学、地域の皆様に知っていただく素晴
企画を考えるにあたり、一年生でできることが限ら
れている中で、
“看護学部らしいこと”
とは何か、アピー
ルできることは何かと看護学部合同祭実行委員で熟

パーク）地球市民交流センターで行われました「あいち防災

示し、イベントに参加され、足を止めてくださった方々に個別

フェスタ」 にブース出展し、本学の東日本大震災での被災地

に説明をしました。加えて、支援の為に訪れた宮城県南三陸

支援活動の報告を行いました。

町や岩手県九戸の特産品を販売もしました。

本学独自の活動である「学べる被災地での地域コミュニ

説明を聞いてくださった方々からは、被災地への訪問活動を

ティつくり」と復興庁主催の「復興・創生インターン」に参加し

継続していること、若い学生が参加していること、学生自身が

た学生が、被災地の今や、東北の魅力を発信しました。

自分の言葉で被災地の様子を伝えられていることなど、今後

ら始まった本学独自の活動で、震災でバラバラになった地域コ

「足浴」「看護学部を紹介する掲示」を行うことにしま
した。企画毎に準備に取り掛かろうとしましたが、最
初の頃は先輩がいない、また前例がないため具体的イ

東北の特産品はあっという間に完売し、販売で得た収益は

創生インターン」は、岩手・宮城・福島が抱えている経営課題

全て、日本赤十字社を通して東日本大震災への義援金としま

に対し、経営者と協働して解決に取り組む実践型インターン

した。

んが全く来なかったのです。理由として、1号館でのイベント

かし、合同祭実行委員を中心に参加協力学生とともに、物品

は看護学部のみであったこと、看護学部の認知度がとても低

や掲示物の準備、技術練習を続けました。気付けば 10月、い

いことが考えられました。開始30分経っても廊下を通る人がお

よいよ合同祭間近となってしまい、焦る日々でした。教員の協

らず、学生の中に暗い空気が漂いました。そこで急遽呼び込

力も得て、全体リハーサルを通して企画の進行をどうするか何

みの看板を作り、学内あらゆる場所に呼び込みに行くことにし

度も検討・修正しました。そして、来場者に看護学部がどうい

ました。恥ずかしさも忘れ、ユニフォーム姿で首から案内の看

う学部なのか、看護師を目指して何を学習しているのか知って

板を掛け呼び込みをしていると、やはり、他学部の学生や一

いただけるものになりました。合同祭準備の日に飾り付けや使

般の方から、
「看護学部ってもうできていたんだー。
」という言

用物品の準備を終えたとき、少し肩の荷が下りたような気がし

葉が聞かれ、淋しく悔しい思いをしました。そこで、看護学部

ました。

の存在を一人でも多くの人に知ってもらおうと、呼びかけや各
企画を全力で行いました。その結果、少しずつ来場者が増え、
きました。また、
「がんばってね。
」
「期待していますよ。」など、
温かい応援の言葉も数多くいただきました。
看護を学び始めて約半年、まだまだ拙い知識と技術ではあ
りましたが、半年間の学びを来場者に説明したり、施したりし
ているうちに、気付けば逆に多くのことを学ばせていただいて
いました。初対面の方との会話の広げ方、足浴をしてのお客さ
んの生の感想、老若男女、人によって全く違う血圧の数値、手
洗いの仕方を分かりやすく的確に説明することの難しさ、そし
て、お客さんからの予想外の質問などです。もっと多くの専門
知識や人を観る（看る）眼、観察力を持たないといけないと改
たくさんのお客さんに来ていただき、看護学部を多くの方に
知ってもらうことができて、つらかったけれど、達成感でいっ
ぱいです。合同祭を通して学んだことを生かし、今後も学習に
励み、さらなる名古屋学芸大学看護学部の発展に努めていき
たいと思っています。


 
  
 
 
 


めて振り返るよい機会でした。


 
  
   
    
   
  
 



 
  
  
  
 


来てくださった方々とも沢山のお話ができ、触れ合うことがで

決能力の向上を図る、復興庁主催のプログラムです。



 
  
   
   
  
 


ず空回りをしているようで不安がつきまとうばかりでした。し

ながら就業体験することにより、キャリア感の情勢や課題解

Ｃ

Ｃ

しかし、合同祭1日目の朝、早速問題が起きました。お客さ

学生の小さな活動ですが、次につながる活動になりました。

Ｓ

Ｓ

あり、日進キャンパスの学生たちの準備状況や雰囲気を掴め

ルへの関心も寄せられました。

ミュニティの創生をお手伝いする地域支援活動です。
「復興・

シッププログラムで、約1ヶ月間、学生同士、共同生活を送り

せんでした。看護学部は唯一名城前医療キャンパスに

に期待する声や感想を頂きました。また、活動のみならずパネ

Ｎ

Ｎ

メージが湧かず、何から手をつけていいのか分かりま
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ブースでは、自らの活動や学びをもとに製作したパネルを展

「学べる被災地での地域コミュニティつくり」は、昨年度か

慮しました。そして、
「衛生学的手洗い」
「血圧測定」
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平成 30 年 11月11日（日）、愛・地球博記念公園（モリコロ

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

らしい機会と考え、合同祭に参加しました。

あいち防災フェスタで復興支援活動を
報告しました（SLセンター）

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学

はじめまして、看護学部です！
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44

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
NSC
だより

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

ファッションセミナー開催

『NFFF2019』へ向けて！
2019 年2月16日にナディアパーク・デザ

10月5日、校内にてファッションセミナーが開催されました。今回の講師は雑誌
『装
中で、アートディレクターとスタイリストの関わり方や、制作過程のエピソードなど、編

に向けて、学生の作品制作が進んでいま

集長の視点から興味深いお話を伺えました。セミナー終了後も学生が列をなして質問

す。昨年に引き続き、スワロフスキー・

に来るほどの盛況ぶりでした。

ジャパン株式会社（スワロフスキー・クリ
スタル部門）
、YKK 株式会社（YKK 部

普段は知ることのできない編集長の仕事、服づくりをする立場とは違った角度での
ものの見方など、興味深いポイントが盛りだくさんのファッションセミナーとなりました。

『装苑』編集長

門）より世界でトップシェアを誇る素材を

児島幹規氏

2222222

協賛いただき、来たるショーに向けて事
前レクチャーが行われました。その後、
各企業の東京本社にてデザイン画審査
を行い、選ばれた13点が制作されること
になりました。

Ｎ

協賛企業の本社にてデザイン画審査

REDYAZEL
（株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド）
、オペー
ク・ドット・クリップ（株式会社ワールド）、DIESEL（ディーゼルジャ

2
2
2
2
2
22

パン株式会社）などのご協力をいただき、更に今年から新たな試み
として、名古屋ご当地アイドルグループのメンバーとの企画にグループ
で取り組みます。

ファッションセミナー終了後の記念撮影

コレクション部門では、モノ作りの集大成として、学生各自が研究
してきたテーマに沿ったオリジナルデザインを提案します。学生の持

12月8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

つ力と企業、学校が一丸となって取り組む校内最大のイベントです。

は昨年に引き続き「ファセッタズム」のデザイナー落合宏理さん、スタイリス
トの三田真一さんです。ファセッタズム最新のパリ・コレクション映像から始
まり、学校卒業から現在に至るまでの経緯や代表的なお仕事、学生へのメッ
セージなどをお話いただきました。今年は本校 1年生と、高校生の体験入学
参加者も聴講しました。現在ご活躍されているお二人の生の声を聞き、たく

ミラノ・コレクションデザイナー
中島篤先生による作品チェック

さんの刺激をいただけた充実した 90 分となりました。
第一線で活躍されているお二人の体験談を聞くことができました。

2222

2222

2222222

2222222
セミナー終了後は全員で記念撮影
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スタイリスト山口壮大先生による企画チェック

スワロフスキー・ジャパン株式会社様による実演レクチャー

左：FACETASM デザイナー 落合宏理さん
右：スタイリスト 三田真一さん
スタイリスト山口壮大先生
による作品チェック
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Ｃ

Ｃ

コーディネート部門においては、BEAVER（株式会社上野商会）
、

Ｓ

Ｓ

2222

Ｎ
本校掲載の雑誌『装苑』2018 年 9月号

名古屋学芸大学

インホールにて開催される
『NFFF2019』

2222

名古屋学芸大学

苑』の編集長、児島幹規さんです。ファションとアートを融合させた編集の取り組みの
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NSC
だより

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

名古屋製菓専門学校

ようこそ！アニマルランドへ。学園祭を行いました。

2018 年技能五輪全国大会日本一！
2019 年技能五輪世界大会に日本代表として出場決定！

名古屋栄養専門学校では、11月3日、4日の二日間、毎年
恒例の学園祭を行いました。今年は初めての栄養専門学校単

若い技術者が技術を競い合う技能五輪全国大会が 11月に沖

独開催でしたが、卒業生や在校生の家族の方々の、二日間で

縄で行われ、本校、洋菓子科の川合黎奈さんが日本一を獲得し
ました！本校が技能五輪で日本一になるのは6度目の快挙です！

成果を見ていただくことができました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

200 名あまりの参加で、それなりの活気もあり学生達の日頃の

また 2019 年にロシアで行われる技能五輪世界大会へ、日本

今年のテーマは「おいでよ！NAGOYAアニマルランド」
。各

代表としてただ一人、出場することも決定しました。世界大会出

班、動物にちなんだ、
「ラッコのタピオカジュース」
、
「アライグマの

場は4 大会連続です。

カレーライス」
などの模擬店ばかりでなく、健康測定コーナー、
クイズ大会、グルメ大会、カートゲーム、ビンゴなどステージ

競技中の川合さんの様子

技能五輪全国大会日本一作品

イベントも盛りだくさんで、賑やかな二日間となりました。
学園祭へようこそ

きます。同窓生は、一番の核になるネットワークと思われます。
来年度以降ますます卒業生の再会の場になり、ネットワークが
広がっていくことを願っています。


学校展示コーナー

（名古屋栄養専門学校

須崎

尚）

日本最大規模のコンテスト「ジャパン

Ｃ

Ｃ

すます人と人とのネットワークを作っていくことが大切になって

Ｓ

Ｓ

集い、プチ同窓会となることも願って行っています。今後はま

Ｎ

Ｎ

学園祭は学校のお祭りです。この機会を利用して卒業生が

ジャパンケーキショー東京 2018で
11年連続上位受賞の快挙達成！
ケーキショー東京」学生の部で出品数
460点以上の中から、銀賞を4 名、審査
員特別賞を1 名の学生が獲得しました。
本校がこのコンテストで上位入賞するの
は 11年連続の快挙です。今回から新た
にできた審査員特別賞はたった1人しか

ひつじの
アイシングクッキーです

受賞できません。

ジャパンケーキショー審査員特別賞作品

ジャパンケーキショー東京銀賞作品

2018 中部洋菓子技術コンテスト
入賞独占！

バックヤードで

ぶたさんの豚まん

準備中です

ゴリラの土手煮

中部地区のパティシエが技術を競い合う「2018 中部洋菓子技術コンテス
ト」学生の部において、入賞作品1位～7位をすべて本校の学生が独占しま
した！1位を獲得するのは 2 年連続の快挙です。
またプロの部においてもAクラス～ Cクラスのすべての部門で本校の卒業
生が 1位を獲得しました。

中部洋菓子技術コンテスト
学生の部第1位作品

中部洋菓子技術コンテストプロの部
Aクラス第1位作品

健康測定コーナー

カートゲーム大会

卒業生も交えて

体
験

入
学
キリンのフライドポテトです
土手煮販売中
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ゴリラの土手煮おいしいよ

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。

③体 験 後 は 豪 華 パン・ケーキブッ
フェが食べれます。

Feb.2019 Vol.86
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菱野幼稚園には、一年を通して大勢の訪問者があり、いろいろな出会いが生まれます。同じ学園内の先生や学生







さんたちだったり、教育実習生だったり、地域の小中学生や高校生、消防士や警察官といったあこがれの職業の方

名古屋外国語大 学

名古屋外国語大 学


 だより





菱
稚
野幼
園











たち、幼稚園を見学に来た自分たちより小さな子を連れたお母さんたち、幼稚園のどこかを直しに来てくれた工事の
方々……とさまざまです。子どもたちは、どの人にも興味津々な様子で挨拶します。
「こんにちは！どうして来たの？」
この言葉から始まる人との繋がりが、子どもたちの興味関心を引き出し、子どもの世界が広がるように感じています。
また、近年地域の高齢者が集う会に参加させていただくこともあり、そこで歓迎される経験も大切な感覚が養わ
れているようです。喜んでもらえること、大切にされること、いろいろな体験を通して、
「自分」を築いていくのです。

「ひしの山」と言えば

こうして幼稚園では、毎日さまざまな体験を積み重ねています。ここでは、そんな賑やかな幼稚園での暮らしの
一コマをお伝えします。

園庭から続く小高い山は、通称「ひしの山」といい、子どもた
ちの最高の遊び場所です。毎日登ったり下りたりと、足腰も自然
「ひしの山」と言えば、山の管理人である職員の「かとうさん」

リサイクル活動

を語らないわけにはいきません。子どもたちが安全に遊べるよ
う、日々山のメンテナンスをしてくれています。樹木の剪定はも
とより、丸太で階段の補修をしたり、子どもたちや教職員と話し

て、薪にしました。その薪は、餅つきのときに餅米を蒸す薪とし

合って、わくわくするような仕掛けを作ったりと大活躍です。

て使われるのです。また、ナタなどを砥石で研ぐ姿も日常の一部

ひしの山には、
「お散歩コース」と「冒険コース」があるのです

です。子どもたちは興味津々、尊敬の眼差しで見つめます。人は

が、かとうさんの発案で「けものみち」と「奥の細道」という2

昔から道具を使って自然物を加工し暮らしてきました。便利な時

ルートが新設されました。

代になりましたが、その一方で結果的に釘一本打てないようなこ

また、
「木の枝からぶら下がっているブランコに乗りたい」とい

とになっているのではないでしょうか。

作品展覧会
期間の

制服などの譲渡会
名古屋ファッション専門学校の学生さん制作の

リメイク T シャツ譲渡会

11

11

「もったいない精神は日本人の美徳」、と始まった譲渡会も 3 年目となりました。
今年はリサイクル品に加えて、名古屋ファッション専門学校の学生さんたちにリ
メイク Tシャツをプレゼントしていただいたため、会場がとても華やぎました。こ

ロープ」を手作りしてくれています。近日オープン予定です。人気

当に大切なことは何かを感じさせてくれる知恵と技を持ち、生活

れもTシャツ？と思うほどのリメイク術に驚き、ウキウキ気分の会場です。欲しい

スポットになること間違いなし！

する中で発信してくれています。

Tシャツに投票すると、抽選の結果運がいいといただけます。アイディア次第で

幼稚園は教員だけではなく、人生経験豊かな人たちに支えら

さんは木に登って切り倒し、その木をノコギリや斧、ナタを使っ

れみんなで成長していくところです。

ゴーヤを食べよう

7

菱野幼稚園

菱野幼稚園

う子どもの希望を叶えるため、今「白いブランコ」と「ターザン

かとうさんは、子どもたちにとって、ミラクルな存在であり、本

どんぐりの大木が台風で倒れて枯れてしまったときも、かとう

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

に鍛えられ、四季折々の体験ができるところです。

素敵なお洋服に変わるということを実感できたよい会になりました。学生の皆
さま、ありがとうございました。

焼き芋パーティー

26

11

16

菱野幼稚園では、
「食べる」行事がたくさんあります

省エネ対策の一環として、毎年行っている「ゴーヤの緑

が、中でも「焼き芋パーティー」は、とにかく豪快です。

のカーテン作戦」ですが、今年の猛暑の中でも、子ども

園庭中央に鉄板で囲った炉を作り、大量の枯れ枝

たちが献身的にお世話をした甲斐あって、緑のカーテン

を燃やし、大きな大きな焚き火をします。それは大き

が完成しゴーヤが実りました。

なキャンプファイヤーのような規模です。これで大量の熾（おき）

せっかくのゴーヤです。食べない手はありません。意

ができます。さつま芋を美味しく焼くには、この熾火でじっくり焼くことが大切です。

を決してゴーヤを食べた子どもたち。

濡れた新聞紙とアルミホイルで包んだ芋を投入し、焼けるまでの時間は火を囲んで

「にがーい」と期待通りのリアクションに大いに盛り上がった給食の時間でした。

歌ったり踊ったりして過ごします。

大人になって、いつしかこの味が美味しく感じられる日がやってきても、ゴーヤの味か

みんなで準備し、じっくり待って、美味しい焼き芋を食べるという、心も温まるよ

ら緑のカーテンを連想してくれたら嬉しいです。省エネに取り組む思いと共に。

うな幸せな行事を、これからも大切に続けていきたいと思っています。
さつまいも掘りから焼き芋につながるこの体験。太陽と土、水、そして火など自然

台風が
過ぎ去った後

ゴミの出前講座

9

6

台風 21号が去った園庭は、見たこともな
いほどの葉っぱや折れた枝で埋め尽くされて
いました。教職員が園庭の掃き掃除を始める
と子どもたちも加わります。
台風のお話をしながら、みんなで園庭掃除

です。子どもたちにとっては、掃き掃除も遊
び感覚で楽しんでいる様子。遊び感覚といっ
ても至って真面目です。一生懸命集めてくれ
た葉っぱを見て、
「こんなに葉っぱが落ちた
んだから、木たちも台風にはびっくりしただ
ろうね」と優しいひと言。いろいろな気持ち
が育っています。
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9

の力、自然の恵みに感謝して、みんなで焼き芋を味わいました。

19

環境問題は、重要な課題です。子どもの頃から正しい知識を得て行動する
ことが大切と思い、毎年瀬戸市環境課の方々に来ていただき、
「ゴミの出前講
座」を実施しています。瀬戸市のごみ減量キャラクター「へ
らせっと」くんが、瀬戸市の生きものの話を皮切りに、自
然を大切にするためにみんなができることは何かを教えて
くれました。ゴミの分別、リサイク
ルなど子どもにもできることがた
くさんあることを知り、環境問題
を解決する力になってほしいと願
います。
環境教育は、人類全体に関わ
る地球規模の取り組みだと意識
し、しっかり向き合いたいと考
えています。

救命講習

12

25

冬休みを利用して、教職員の研修を行いました。今回は「救命講習」です。瀬戸市
消防本部より来ていただいた救命士の方に講義と実習を行っていただきました。
救命講習とは、突然の病気で心臓がとまって倒れた人や、大ケガをして大出血をし
ている人を見つけた時、救急車が到着するまで、その人の命をつなぎとめるための応急手当の方法を
身につけるものです。病気やケガで心臓が止まると、約 4 分で脳の細胞が死んでしまうといわれていま
す。すぐに119 番にかけて救急車を呼んでも、救急車が到着するまで平均約 6 分かかります。そのため
すぐに心肺蘇生法などの応急手当をはじめなければ命を救うことがむずかしくなります。命を救うため
には、早い通報、早い心肺蘇生法、早い AED、早い医療処置が必要といわれています。
この一連の流れを『救命の連鎖』というそうです。そういった意味においても、園内で一人や二人が
講習を受けるだけでは、急な対応ができません。みんなで受けることに大きな意味があると感じました。
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マスコミ で見る
学園各校の 出来事
日付・媒体

2018 年 6 月 1 日 ▶▶ 2018 年 12 月 31 日

所属※

記事内容等

6月2日

中日新聞

外大

「遺跡の中で日常生活」ヤマザキマリ氏講演

〈世界教養学科、WLAC〉

9 月 28 日

中日新聞

外大

「文化庁創立50周年記念・長官表彰」

〈日本語学科

6月6日

日本経済新聞

外大

人事が見る大学イメージランキング
「採用を増やしたい大学」全国4位

9 月 30 日

中日新聞

外大

「ゴリラ社会には共感がある」 山極寿一氏講演〈WLAC〉

6月9日

文藝春秋7月号

外大

10 月 1 日

日本経済新聞

学芸

「糖質制限のワナ 脂肪過多に注意」隠れメタボについて

〈健康・栄養研究所長 下方浩史教授〉

共同通信社配信
信濃毎日新聞、
北日本新聞他

10 月 1 日

図書10月号

外大

「ショスタコーヴィチの謎と仕掛け」 対談
〈亀山郁夫学長〉

6 月 10 日

外大

10 月 2 日

中日新聞

外大

「曽祖父で元議員


6 月 16 日

日本経済新聞

学芸

10 月 4 日

中日新聞

外大

「4ヵ国の文化 月替わりで」 世界言語12の燦めき

〈CLED、WLAC、図書館、亀山郁夫学長、

フランス語学科 大岩昌子教授〉

6 月 16 日

中日新聞

外大

外大

「The NUFS Times」紹介
〈小島一彦広報参与、

留学生 カサンドラ・エバンジェリスタさん、

日本語学科2年 袴田蓮哉さん〉

10 月 11 日 中日新聞、
10 月 22 日 佐賀新聞、
12 月 2 日 下野新聞、

外大

「三木元首相 中国に極秘親書」
編書『日中外交の黒衣六十年 三木親書を託された日本人
の回想録』紹介
〈外国語学部 川村範行特任教授〉

10 月 14 日 中日新聞

外大

「名外大30周年 式典で祝う」 創立30周年記念式典

〈亀山郁夫学長〉

10 月 18 日
10 月 19 日
10 月 20 日 中日新聞
11 月 20 日

学芸

「新時代の VR アトラクション、名古屋テレビ塔に出現」
総合演出イベント VR DIVE ダムド・タワーについて

〈映像メディア学科 仙頭武則教授〉

10 月 26 日 中日新聞夕刊

学芸

「あの人に迫る
インタビュー

10 月 28 日 中日新聞

学芸

「熊野木材で個性的作品」 デザイン学科生発表

〈デザイン学科4年 榊原祐也さん、他19名〉

6 月 17 日
6 月 22 日
6 月 27 日
6 月 28 日
6 月 29 日
7 月 15 日

共同通信社配信
大阪日日新聞、
秋田さきがけ新報、
福島民報、
信濃毎日新聞他

6 月 30 日 中日新聞
7 月 12 日 朝日新聞
12 月 21 日 読売新聞

著書『ショスタコーヴィチ
インタビュー
「米強硬


日付・媒体

マスコミで見る学園各校の出来事

引き裂かれた栄光』について
〈亀山郁夫学長〉

G7の溝鮮明」 G7サミットについて
〈世界共生学部長 高瀬淳一教授〉

丸栄百貨店閉店について

〈ファッション造形学科
「小説翻訳



鈴木康明准教授〉

30年の境地」 柴田元幸氏講演
〈言語教育開発センター、WLAC、
現代英語学科4年 三牧弘尚さん〉

外大

子どもの本音伝える絵本 『同級生は外国人 ！？』
監修絵本紹介
〈世界共生学科 吉富志津代教授〉

外大

「津島の寺密度は東海3県で最高」
津島市のインバウンド観光に関する調査結果報告

〈国際教養学科 佐藤都喜子教授、同学科3年
 大村真緒さん、加藤すばるさん、西浦 航さん、藤根 涼さん〉

外大

「名外大留学生



園児とゲーム」 日進の保育園訪問
〈国際日本語教育インスティテュート、
留学生 ゾザヤ・トムさん〉

6 月 30 日

中日新聞

7月1日

中日新聞

外大

「ロシア文学者・亀山郁夫さん講演」 

7月4日

教育学術新聞

学芸

「大学は往く 地域に学び、世界へはばたく」
インタビュー
〈杉浦康夫学長〉

7月6日

すばる

外大

「ドフトエフスキー再考」評論

7 月 15 日

中日新聞

外大

「高校生


8月1日

日中文化交流

8月8日
8月9日

〈亀山郁夫学長〉

〈亀山郁夫学長〉

10 月 10 日 The Japan Times

所属※

共同通信社配信

毎日新聞他

記事内容等
尾﨑明人教授〉

横山一格を本に」 菰野町に寄贈
〈国際教養学科 横山陽二准教授〉

文化は築くもの 製作に再び意欲」
〈映像メディア学科 仙頭武則教授〉

英語に親しむ」 世界英語フェスティバル
〈創立30周年記念事業〉

11 月 1 日

月報岡崎の教育
11月号

外大

「教育随想


Mission impossible？」 寄稿
〈英語教育学科長 太田光春教授〉

外大

日中文化交流協会大学生訪中団 学生参加

〈中国語学科4年 岩井美穂さん、

グローバルビジネス学科2年 周 瀏さん〉

11 月 4 日

中日新聞

外大

「キャンパスイチ推し 海外への夢ふくらむ」
現代国際学特殊講義 B 紹介

〈国際教養学科3年 稲垣宇乃さん〉

中日新聞夕刊

学芸

「〝最恐〟怪談王は誰だ！」 審査員を務める「怪談王2018」
について
〈映像メディア学科 仙頭武則教授〉

11 月 5 日

中日新聞

学芸

中日新聞

学芸

「新ライスセンター完成」 外壁学生デザイン

〈メディア造形学部〉

「貧血改善 献血後押し」 血となり肉となるレシピ考案

〈管理栄養学科 南 亜紀講師、

同学科4年 小林杏香さん、小木曽可奈さん〉

11 月 5 日

日本経済新聞

外大

「2019年度 大学新学部 個性・ユニークさ前面」
2019年4月開設 世界教養学部紹介 〈世界教養学部〉

11 月 6 日

dancyu
12月号

外大

「今月のハラヘリ本」 出版会『食と文化の世界地図』紹介
 〈佐原秋生名誉教授、フランス語学科 大岩昌子教授〉

11 月 8 日

日本経済新聞夕刊

外大

「@ キャンパス 真の英語力 少人数で磨く」
PUT・留学費用全額支援制度紹介

〈英米語学科 フィリップ・ラッシュ教授、
日本語学科 尾﨑明人教授、英米語学科1年 坂巻汐音さん〉

11 月 16 日 中日新聞

外大

「仏作家


11 月 22 日 中日新聞

学芸

「足助屋敷に若さプラス」
デザイン学科生4名のコラボショップ・カフェ紹介

〈デザイン学科3年 豊嶋優奈さん、神谷美帆さん〉

8 月 11 日
8 月 17 日

中日新聞

外大

「名古屋外国語大生 中津川の魅力探る」
地域創生科目中津川プログラム 調査活動

〈世界共生学科 宮川公平准教授、

同学科2年 岩月友貴乃さん、上田愛菜さん〉

8 月 12 日

朝日新聞

外大

「地球異変 枯れる湖 追われる民」中央アジア アラル海について

〈世界共生学科 地田徹朗准教授〉

8 月 16 日

中日新聞

外大

「自転車で集めた被災地の「今」」被災地の現状を伝える活動

〈グローバルビジネス学科2年 山本堅氏さん〉

8 月 16 日

北海道新聞

外大

「改革掲げた首長


8 月 17 日

朝日新聞
デジタル

学芸

「「食品種類多いと健康寿命延びる」研究結果、日本は2位」
研究グループ成果発表

〈健康・栄養研究所長 下方浩史教授〉

8 月 19 日

朝日新聞

外大

「歴史薫る 自立・完結型の街」地域創生科目中津川プログラム

〈世界共生学科 宮川公平准教授〉

11 月 25 日 中日新聞

学芸

8 月 20 日

週刊東洋経済

外大

「Books & Trends 亀山郁夫氏に聞く」
著書『ショスタコーヴィチとスターリン』インタビュー

〈亀山郁夫学長〉

「瀬戸の魅力 カナダで PR」
デザイン学科生が姉妹で企画した瀬戸市 PR 活動紹介

〈デザイン学科4年 尾関真彩さん〉

11 月 25 日 中日新聞

外大

8 月 24 日

市民タイムス

外大

「妻籠の魅力 学生が調査」地域創生科目南木曽プログラム

〈世界共生学科 宮川公平准教授、同学科2年

岩月友貴乃さん、日比野紗季さん、山本裕佳さん〉

「逐次通訳 小池さん入賞」
学生通訳コンテスト The Japan Times 賞

〈英米語学科3年 小池美蘭さん〉

11 月 28 日 日本経済新聞

外大

「大学ブランドイメージ調査」 東海編11位

外大

「アクション・リサーチのすすめ」大学院 TESOL コース紹介

〈大学院、英語教育学科 佐藤一嘉教授〉
「書く人 『ゲイだけど質問ある？』
」 卒業生紹介

〈ファッション造形学科卒業生 歌人 鈴掛 真さん〉

実務型から大衆迎合へ」選挙について
〈世界共生学部長 高瀬淳一教授〉

名外大で講演」 オリヴィエ・ゲーズ氏講演
〈WLAC〉

8 月 25 日

中日新聞

外大

「外国人観光客に困り事 要望聞く」
地域創生科目南木曽プログラム
〈世界共生学科 宮川公平准教授、同学科2年 山本裕佳さん〉

12 月 1 日

アルク
英語の先生
応援マガジン

9月1日

中日ホーム
ニュース

学芸

「ハローお嬢さん」 管理栄養学科生紹介

〈管理栄養学科4年 冨士田しほさん〉

12 月 2 日

中日新聞

学芸

9月2日

日本経済新聞

外大

「自民総裁選


12 月 2 日

中日新聞

9月2日

中日新聞

外大

「英語教諭が指導方法〝予習〟」新学習指導要領ワークショップ

〈英語教育学科長 太田光春教授、WLAC〉

「湯の山観光 動画で PR」 菰野町
外大 「観光プロモーションビデオコンテスト」最優秀賞
〈国際教養学科 横山陽二准教授、同ゼミ3年 宇佐美亜海さん〉

12 月 5 日

中日新聞

外大

「西川流四世家元と名古屋外大が協定」 伝統文化理解へ協力

〈亀山郁夫学長〉

学芸

「防犯ポスター 児童が作る」小学生対象の防犯教室企画・運営

〈デザイン学科3年 秋山隼大さん、高木雅哉さん〉

12 月 5 日

読売新聞夕刊

外大

外大

「海外ではどうしたら？」 テロ対策 江端康行氏講演

〈世界共生学部、WLAC〉

「発達障害者の就職導く」 コメント

〈国際教養学科

12 月 14 日 日本経済新聞

「経済教室
外大


「災害時に「言葉の壁」
」
被災時の外国人観光客への対応について

〈世界共生学科 吉富志津代教授〉

12 月 15 日 中日こども

外大

「九九




12 月 18 日 中日新聞

学芸

「「木」テーマ 新しい遊び」 デザイン学科生7名企画イベント

〈デザイン学科3年 三田村直樹さん、他6名〉

12 月 20 日 中日新聞

学芸

「名古屋銀のキャッシュカード 名学芸大生がデザイン」
 〈デザイン学科3年 鷲島明香里さん、小川ひかるさん〉

12 月 26 日 中日新聞

学芸

「発言


12 月 26 日 中日新聞

「園児デザインの衣装でポーズ」 学生企画イベント
「お話絵本と親子で楽しむクラシック音楽の会」
学芸

〈ヒューマンケア学部生、メディア造形学部生、

外大フィルハーモニー管弦楽団、菱野幼稚園〉

識者が注文」 コメント
〈世界共生学部長

高瀬淳一教授〉

9月4日

中日新聞

9月8日

中日こども
ウィークリー

9 月 11 日

共同通信社配信
佐賀新聞、
山陽新聞、
山梨日日新聞、
琉球新報他

外大

9 月 18 日

中日新聞

学芸

「話せぬつらさ 場面緘黙 映像に」
中映協映像コンテスト大賞受賞

〈映像メディア学科卒業生

9 月 21 日

週刊読書人

外大

「読書人コーナー」
出版会新書『食と文化の世界地図』、
『世界教養72のレシピ』紹介

〈名古屋外国語大学出版会〉

外大

英字の学生新聞 留学生らが発行
〈小島一彦広報参与、
「The NUFS Times」紹介

国際日本語教育インスティテュート徳本浩子准教授、

留学生 カサンドラ・エバンジェリスタさん、

日本語学科2年 袴田蓮哉さん〉

9 月 28 日

中日新聞

ウィークリー

鬼頭香帆さん〉

竹内慶至准教授〉

中国・改革開放の40年㊦」 寄稿
〈中国語学科 真家陽一教授〉

かけ算暗記、世界中で」 留学生取材協力
〈留学生 アガス マリ C. ストフルスさん、
アナイス ステファニー マリー デッサンさん、
ジャン＝ピエール ニコラ デバさん〉

まず子どもと向き合う」 寄稿
〈子どもケア学科

脇田町子准教授〉

※この他にも学園各校は、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌をはじめとする多数のメディアで取り上げられています。
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法人だより
O L U M N



山の講

















上社駅発専用バスの

正門付近降車の実施について


わが町日進

元岩崎城歴史記念館長

田中 義和

岩崎町の梅ノ木集会所に小さな祠があり、脇に「山神社

祭神大山祇神」と記した石柱が立ち、祠の土台に建立の由来

Profile

（略歴）昭和11年生まれ。元岩崎城歴史記念館
長。前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

に従って弘法堂で一夜を共にするのです。低学年の子は会食
はしましたが泊まれませんでした。

篤志家や商家などを回ってご祝儀をもらい、米や野菜など

を記した碑が埋め込まれたものがあります。碑文には
「五穀豊
創立以来日

を集め、人参飯（五目飯だったかも）を炊いてご祝儀や食材

本学日進キャンパスへの主なアクセスは、地下鉄東山線上社駅及び鶴舞線赤池駅から運行している本学専

北小学校の校地内にあり毎年秋に梅之木子どもたちにより山

をくれた家々にお礼として届けた後、上級生下級生入り混じっ

の講の祭事が行われて来た

昭和二十年八月終戦の直後か

て会食となったのでした。そして、夜ともなると枕ぶつけに興

用バス、又は東部丘陵線（リニモ）長久手古戦場駅から名鉄バスにより運行しているシャトルバスです。日進

ら白山神社の境内に移してあったがここに再びこの地に迎へ

じた後、灯りを消したお堂の中で高等科の上級生が怪談、怪

る事ができた

昭和六十一年三月吉日」
（原文縦書き）と記し

奇談を聞かせてくれました。下級生にとって日ごろなんとなく

てあります。碑文中にある「山の講」を筆者たちが子どもの頃

近寄りがたい上級生が声音を変えて話す怖い話に震え上がっ

は「ヤマノコ」と言っていたように記憶しますが、近頃は文字

た記憶があります。ただ、この辺りは、筆者の体験記憶と岩

通り「ヤマノコウ」と呼んでいるようです。

崎誌の記述（同誌 p.385～386）に若干の相違がありますこと

穣と家内安全の神さま

創立大正元年十一月
マ

マ

が創立されたころから廃れていま

日進市域の山の講はほとんどの

したが、各地区に子ども会が 整

地区で行われていたようですが、

い、役員さんたちの努力で復活し

「年1回、稲刈り後の12月初めが多

てきた地区が多いようです。ただ、

い」
（日進市史民俗編）
、山の神の

その行事の内容は戦中戦前のもの

お祭りに子供たちが自分たちだけ

とはいささか異なった形で行われ

で米や金銭を集め、会食し、宿泊

ているようです。数年前、機会が

するという点はほぼ共通していま

あって岩崎町梅ノ木地区の子ども

すが、宿泊が数日にわたるところ、

所では小学生が遊びに興じていま

多くを占めています。この度およそ1ヶ月間の試行の結果、平成 31年1月7日より、平日8：30～9：30 に正門
に到着した上社駅発専用バスについて、降車場所（かつ乗車場所）を正門付近（赤池行バス停辺り）に変更
しました。これにより北門前道路の混雑緩和と、上社駅での乗車待ち時間の短縮が可能となりました。皆さ
んのご協力をお願いするとともに、引続き専用バス及びシャトルバスの一層の円滑な運行に努めていきます。

をご承知おきください。

この山の講は戦後新制中学校

会の山の講に招かれました。集会

キャンパスに通学するほとんどの学生は、このいずれかを利用しており、なかでも上社駅発専用バスの利用が

「山神社」祠 （岩崎町梅ノ木集会所）

宿の家人が炊飯をしてくれるとこ

名古屋市と近郊にある博物館や美術館が
無料で利用できます。

ろ、藁鉄砲を作り家々の地面をた

したが、時が来ると、神妙な顔をして祠の前に並び、白山宮

たいて回るところなど独自の風習を持つ地区もありました。ま

の宮司さんのお祓いを受け、山の講の由来を聞いていました。

た、地区内を回るさいには「チョコセー（チョコセッ・チョコ

その後、役員のお母さん方が炊き上げた人参ご飯を食べてお

ネーとも）
、ポッポ」と掛け声をかけるところは共通していまし

愛知県陶磁美術館（瀬戸市）です。これらの博物館や美術館は、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学及び

開きになりました。帰途、同様に招かれた同年配の人と
「子供

たし、胆試しも多くの地区の山の講で行われていました。

NSC 各専門学校と提携し、学生証または身分証（教職員証）を提示すれば無料で利用することができます。

対象となる博物館や美術館は、名古屋市博物館、名古屋市美術館、徳川美術館（以上、名古屋市内）
、

たちが楽しむのは変わりないが、何か違う。これが今風の山の

山の講の行事が廃れたのは、戦後小学校高等科が廃止さ

この制度はそれぞれの施設によって、大学パートナーシップ（名古屋市博物館、愛知県陶磁美術館）、学生メ

講なのかねえ」などと会話を交わしたように覚えています。今

れ、新制中学校となったころだといわれます。宿泊行事が風紀

ンバーズ制度（名古屋市美術館）
、大学メンバーシップ（徳川美術館）と呼ばれています。貴重な文化財、美

年、この会に招かれた人に次第や内容も聞くと、筆者が招か

上問題があるとされたのが原因とも言われますが、指図をする

術品などに触れる機会を通じて感性を磨くためにも本学が提携している各施設を大いに利用してください。

れた時と同様に踏襲されているように感じました。

高等科生徒がいなくなり、6年生が指導するには無理があると

山の講は筆者も小学生（当時は国民学校児童）の頃参加し

考えられたこともあるのではないでしょうか。

た覚えがあります。今はもうほとんど覚束ない記憶ですので、

山の講の行事が内容はともかく多くの地区で復活したこと

岩崎誌や梅ノ木の長老のたすけを借りて昔の（梅ノ木地域の）

はやはりうれしいことです。ただ、役員のお母さん方が見守る

ヤマノコをたどってみました。当時の日進村大字岩崎字梅ノ木

中でもいいから、根底にある勧進と参籠の思想を踏まえた、子

の山の神は旧北部小学校（現梅ノ木・平子の辺り）校庭南に祀

ども主体の自主的運営の山の講が復活したらと夢想するのは

られており、山の講は他の小字神明・市場・町側と同日の11月

戦前の山の講を懐かしむ老人の戯言でしょうか。

ひら こ

7日ごろに行われていました。山の講は大人が主体の純粋な祭
事ではなく、分団（通学団）ぐるみの子どもたちの、根底に勧
進と参籠の思想をもつ、楽しい行事であり、遊びの機会でした。
当日、山の神の祠を掃除して、お供えをして参り（筆者の記
憶にはない）、弘法堂（現梅ノ木集会所）に家から布団を持っ
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『日進市史民俗編』日進市
『日進町誌本文編』日進町役場
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名古屋外国語大学

NSC

2 期授業終了…………………… 2019年 1 月21日㊊

合同卒業式……………………… 2019年 3 月19日㊋

学生春期休暇…………………… 2019年 1 月22日㊋～ 3 月28日㊍

2019年度 NSC 合同入学式… …… 2019年 4 月 8 日㊊

卒業式…………………………… 2019年 3 月22日㊎

名古屋ファッション専門学校

2019年度入学式………………… 2019年 4 月 1 日㊊

名古屋ファッション専門学校ファッションフェスティバル��

名古屋外国語大学大学院
学生春期休暇…………………… 2019年 1 月26日㊏～ 3 月31日㊐

名古屋栄養専門学校

修了式…………………………… 2019年 3 月22日㊎
2019年度入学式………………… 2019年 4 月 1 日㊊

学生春期休業…………………… 2019年 3 月20日㊌～ 4 月 4 日㊍

名古屋学芸大学

名古屋製菓専門学校

後期授業終了…………………… 2019年 1 月18日㊎

名古屋製菓祭…………………… 2019年 2 月10日㊐～ 2 月11日㊊㊗

学位記授与式…………………… 2019年 3 月20日㊌

学生春期休業…………………… 2019年 3 月 4 日㊊～ 4 月 2 日㊋

2019年度入学式………………… 2019年 4 月 3 日㊌

菱野幼稚園

名古屋学芸大学大学院

3 学期始業式……………………
遊戯会……………………………
卒園式……………………………
修了式……………………………
2019年度始業式…………………
2019年度入園式…………………

2 期授業終了…………………… 2019年 1 月18日㊎
学位記授与式…………………… 2019年 3 月20日㊌
2019年度入学式………………… 2019年 4 月 3 日㊌

表紙の言葉
今回の表紙は、名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の VCD 領
人の気持ちの類似性を詠った中原中也の詩「海はお天気の日には」を、写真
とタイポグラフィで可視化しています。時の流れによって変化する波の写真と、
人の気持ちの言葉を組み合わせて、私たちの身近な階段にインスタレーション
表現し、その階段を実際に登りながら人々に観賞してもらうことで、その詩に
込められた深いメッセージを分かりやすく受け取ることを可能にしています。
名古屋学芸大学 メディア造形学部 デザイン学科

2019年 1 月 7 日㊊
2019年 2 月 6 日㊌
2019年 3 月18日㊊
2019年 3 月22日㊎
2019年 4 月 5 日㊎
2019年 4 月 9 日㊋

編集後記

域3年生の岡元美那海さんの視覚伝達デザインの作品です。海の荒れ模様と



2019年 2 月16日㊏

学生春期休業…………………… 2019年 3 月24日㊐～ 4 月 5 日㊎

教授

梶田 渉

今年度の合同祭のテーマは「moment」でした。このテーマは、学生にとって
素晴らしいテーマですが、これを大学に当てはめると重い意味を持ちそうです。
大学は、今まさに「正念場」
「大事な時期」
（moment の意味）を迎えてい
るのではないでしょうか？

少子高齢化、グローバル化、AI（ 人工知能）化

等の社会情勢の変化に伴い、大学は進化を求められています。
名古屋外国語大学、名古屋学芸大学が、新学部設置により大きく進化し、
益々発展することを期待したいと思います。
（は）
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