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地域連携が広げる
大学の未来、日進市の未来

　名古屋学芸大学は、2010年2月に日進市と連携協力協定を締結するなど、自治体をはじめ、民間

企業、教育研究機関、NPOの団体などと、積極的に地域連携活動を推進してきました。その実績を

踏まえつつ、地域連携活動の成果を分析・評価し、さらに有効な地域連携活動のあり方を探求してい

くことを目的に「地域連携推進研究機構」（呼称：地域連携機構）を今年度4月に設置しました。そこ

で、今回は地域連携をテーマに特別鼎談を企画。本学の杉浦康夫学長、岸本満機構長、そして日進

市から近藤裕貴市長にご参加をいただき、地域連携における大学の役割、大学に期待されることなど、

率直な意見交換を行いました。その一部をご紹介します。

杉浦康夫
名古屋学芸大学　学長

岸本　満
名古屋学芸大学　副学長（学生・地域連携）

地域連携推進研究機構長
管理栄養学部　教授

近藤裕貴 氏
日進市長
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地域連携機構の役割はコーディネーター。 
大学の持てる力を有効に引き出すこと。

岸本機構長：早速、本題に入らさせていただきますが、本日

のテーマは本学における地域連携活動についてです。日進市

と本学は、2010年の連携協力協定の締結以降、まちづくりを

はじめ、地域の活性化、健康増進事業、子育て支援事業な

ど、さまざまな事業やプロジェクトにおいて協力、協働させて

いただいております。そこで今回は、日進市の近藤市長にご参

加いただきました。ご多忙の中、お時間を割いていただき、誠

にありがとうございます。

本学は、これまでも地域連携活動に積極的に取り組んできま

した。本年度4月には、「地域連携推進研究機構」を設置し、

さらなる強化を目指しています。まず、杉浦学長の方から本機

構発足の背景についてお話しください。

杉浦学長：かつて井形学長の頃、地域連携についてシンポジ

ウムを企画しようとしたのですが、実現できませんでした。当

時、日進市と連携しているものの、それぞれの学部、学科、

それぞれの教員が独自で進めていたため、大学としてどこで

何をしているのかが把握できていなかったのです。その後、

私が学長に就任した際、岸本先生に地域連携を担当してもら

い、学内のこれまでの取り組みを精査してもらいました。する

と300以上の事例が既にあったと初めて把握できたわけです。

このままではもったいないと思い、シンポジウムを開催。さら

に地域連携機構を立ち上げ、大学の一つのテーマとして位置

づけることにしたのです。

岸本機構長：地域連携機構のキーワードは「つなぐ・むすぶ・

ひろげる」。いわば、自治体や企業などから寄せられた声を統

括する窓口です。もちろん、教職員や学生の要望を受けて、こ

ちらからアプローチさせていただくこともあります。窓口を一

本化することで地域連携の成果を集約し、

分析を行うことで、新たな地域連携の可能

性を追求していく役割も担っています。

本学には、4学部のほかにも健康・栄養研

究所、産官学協同研究センター、子どもケ

アセンターなどもあり、一つの案件に対して

大学内での横の広がりも目指していきます。

いわば、コーディネーターの役割です。

近藤市長は、市議会議員の時代を含め、長

く本学との地域連携を見守られてきたと思

います。現在、市長という立場になられ、地

域連携をどのように感じておられますか。

近藤市長：まず地域連携は、市民の方々に

日進市に暮らす喜びを実感していただくこと、市が抱えている

さまざまな課題を一緒に解決していくことが目的です。名古屋

学芸大学さんには、以前から「日進市子育て支援センター事

業」でお世話になっていますし、直近では「旧市川家250周

年」のイベントで学生さんたちに協力していただきました。子

育てや健康、デザインなど、さまざまな分野で連携し、市民の

方々にも高い評価をいただいていると感じています。また、医

療は日進市においても大きな課題です。看護学部ができたこと

は、日進市としても今後に期待しています。本当に名古屋学芸

大学さんが日進市にあってよかった。それが率直な感想です。

私たちの世代になると、若い世代に対する期待が大きくなりま

す。大学生の皆さんの多くは、就職を目指して学んでいます。

地域連携は、就職後、自分はこれで生きていくという決意を固

める機会であり、目指す仕事の楽しいこと、やりがいを大学に

いながら体験できるチャンスでもあります。知識としての学び

も必要ですが、市民の方々をはじめ幅広い人たちとの交流を

通して学んでもらえることは大きいと思います。

杉浦学長：現在、人口減少にともない、これからの時代を

担っていく18歳人口が120万人を下回る時代になりました。そ

の半数以上が大学に進学するという点からも、地域振興にお

いて大学が地域で行う活動の役割が大きくなっています。だ

からこそ、自分が学んできたことを地域で実践していくことが

重要です。そこで、私は地域連携のスローガンを「地域に学

び、人と結び、人を支えて、世界にはばたく」と掲げました。

将来、大学、そして日進市を背負って世界へ旅立ってほしい。

そんな願いを持ちながら、学生たちの教育に取り組んでいま

す。

岸本機構長：近藤市長のおっしゃられたことが、まさに地域

連携が目指すものです。学生が地域の人、市役所の担当者の

方とふれあうことでコミュニケーション能力が磨け、ひいては

人間力、社会人力を高めることにつながる。そして就職にもつ
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ながる。それが私の期待するところです。

近藤市長：私は、若い学生さんたちのこれからがとにかく楽

しみです。就職ももちろん大切です。就職という点では市役所

でインターンシップを行ってもらうとか、まだまだ私たちにもで

きることがあるように思っています。

杉浦学長：今、大学に求められるのは、学生一人ひとりが成

長するために、あらゆる手を尽くすこと。あらゆるチャンスを活

かすこと。それが地域での活動です。一人ひとりの学生がそこ

で得たものを発展させ、いろいろなものを吸収し、お互いにつ

ながりをつくりながら成長していく。それは個別のカリキュラム

を組んでいるのと同じなんですね。

実際の地域連携活動では、授業で行う実習や演習では得られ

ない気づきがあります。自分の得た知識の裏打ちになること

が求められます。それを伝えながら、経験を発表しながら成

長していく中で、初めて学んできたものが生きたものとして身

につくのではないでしょうか。そういう場があることに価値が

あります。地域で学びながら、人とつながり、人を支える活動

を実践することで、それが自分の飛躍する力になるはずです。

学生の意欲に応えるために、 
ボランティア活動も応援。

岸本機構長：地域での活動として、私はボランティア活動も

重要だと考えています。今年、本学の学生が東北の復興支

援に1ヶ月ぐらい参加しました。意識の高い学生がいます。参

加した学生も自信になったはずです。こうしたことも進めてい

きたいと考え、地域連携機構の取り組みの一つとして、「サー

ビスラーニングセンター（SLセンター）」を設けました。これ

はボランティア活動に参加したい学生たちに対して、適切な

情報を提供する

ことを目的とし

ています。基本

的には各自治体

からの 紹 介 が

あった活動を情

報公開し、学生

たちの安全にも

配慮しながら取

り組んでいると

ころです。

近藤市長：ボラ

ンティア活動も

すばらしいです

よね。日進市には消防団があり、地域の安全・安心を担って

います。例えば、そこでAED（自動体外式除細動器）を使っ

て心肺蘇生を学ぶとか。こうしたことが、人間としての幅も広

げます。いい経験にもなるのではないでしょうか。そうしたと

ころにも連携の門を開いていきたいと思います。

岸本機構長：地域防災という観点から大学内に消防団を設

けている大学もあるそうです。これが学生の防災意識を高め

る機会になっていると聞きました。こうした役割を担うことも

必要です。防災や減災などの取り組みを市役所の方 と々一緒

になって行い、人材を育てていくことも大学の一つの役割かも

しれませんね。

近藤市長：そうですね。お互いにいろいろな可能性を探って

いきましょう。これまで名古屋学芸大学の学生さんに数多く接

してきましたが、皆さんいい学生さんたちばかりでした。礼儀

がしっかりしていて、丁寧に説明をしてくれるし、接していて気

持ちがいい。名古屋学芸大学の学生さんなら、地域連携活動

はもちろん、ボランティア活動においても、安心してお願いで

きます。

杉浦学長：本学の学生は本当に人間性がいいですよ。それ

は自信を持って言えることです。

岸本機構長：先ほどご紹介したSLセンターで、ボランティ

ア活動へ送り出す前に教育指導を行っています。基本的なマ

ナーや連絡事項の徹底など、迷惑をかけないように心がけて

ながら取り組んでいます。ボランティア活動に参加したいと

いう意欲的な学生を応援することも連携機構の役割の一つ

です。

地域連携活動を大学のブランドへ。 
それを目指すのが機構の存在価値。

岸本機構長：ここで本学ならではの強みについて確認してお

きたいと思います。本学の強みは、まず「食」にあると考えて

います。食は健康にもつながり、アレルギー対応や高齢者の栄

養管理など、幅広い世代に関係する分野です。それを担って

いるのが、管理栄養学部であり、健康・栄養研究所などにあ

たります。また、本学のメディア造形学部では、住居のこと、

衣服のこと、生活全般のデザインやモノづくりにも対応できま

す。子育てでは、ヒューマンケア学部、子どもケアセンターが

活躍しています。そして、予防医学、健康サポートの分野では

看護学部も関わることができます。すなわち、人間の一生に関

わる分野の専門性を備えた大学だからこそ、あらゆるプロジェ

クトでお役に立てるはずです。先ほど近藤市長がおっしゃられ

た住民の喜び、自治体の課題解決に向けて、連携できるとこ
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ろは、まだまだたくさんあるのではないでしょうか。

近藤市長：きっとたくさんあるに違いありません。本日、名古

屋学芸大学さんが地域連携機構を設置し、窓口の一本化を進

めたというお話を聞き、私も市役所における地域連携の窓口

を強化する必要性を感じました。これまでは、この案件なら

この課が担当するということで、横の広がりがありませんでし

た。課の垣根を超えた担当者がいれば、こんなことができな

いか、こんなことをしてみようなど、どんどん広がっていきます

よね。そうすることでお互いに相談もしやすくなります。前向き

に考えてみたいと思いました。

杉浦学長：そうしていただけると大学としても助かります。こ

ちらからも提案させていただきやすくなりますので、さらに発

展していくのではないでしょうか。

岸本機構長：地域連携はお互いにメリットがなければいけま

せん。本学にとって地域連携の強みが大学のブランドになっ

ていくと思っています。ブランドとして確立させるためにも、地

域連携の成果を把握する必要がありました。学生がどれだけ

成長したか、教員がどれだけ業績を残したか、きちんと把握

するためにも地域連携機構は、分析や評価を的確に行ってい

く必要があります。

日進市の皆さんが地域連携を通して喜んでくれた、幸せになっ

てくれたというものが見える化できれば、それは日進市のブラ

ンドにもなるに違いありません。

近藤市長：日進市の魅力とは何かと問われた時、これはと

いった農産物があるわけでなく、製造品があるわけでなく、観

光というのも少し違う。私はやっぱり大学の存在ではないかと

思います。市内に5大学がある自治体で、しかも地域と大学が

深く関わっているところはめずらしいのではないのかと。です

から地域連携では、日進市ならでは、この地域でしかできな

いこと。例えば、名古屋学芸大学さんとタイアップすることで

しかできないことを目指していきたいですね。そこに地域連携

の価値があると思います。

一人の人間として自立していく力の養成。 
そのためにはさまざまな経験が必要。

岸本機構長：ところで近藤市長は海外での生活を経験され

ているとお聞きしました。海外と日本の大学教育、大学と地域

の関係など、比較して感じていることはありますか。

近藤市長：現在の大学教育は、当時のアメリカに近づいてい

ると感じています。かつての日本はいわば集団的、画一的な教

育。今は、杉浦学長が先ほどおっしゃられたように学生一人ひ

とり、それぞれの個々の力、個性を引き出す教育に変わって

きたように思いま

す。学生の自由

度が増し、一人の

人間として認知

されている。そ

れは幸せなこと

です。日本全体

が少子化という

ことで、若い人た

ちを大切にしな

ければいけない

という思いが強

くなっているので

しょう。

杉浦学長：それだけ一人ひとりへの注目度が高くなっている

ということですね。ですから学生たちもしっかりしないといけ

ない時代です。

近藤市長：学生一人ひとりが自覚を持ち、責任を持ち、一人

の人間として見られるプレッシャーもあるに違いありません。

岸本機構長：社会全体が若い人たちを大切にしようという意

識は確かに高まっていますね。大学においても学生主体の

キャンパスライフを意識しています。例えば、本学では投書箱

を設け、その内容を杉浦学長も目を通しているんです。その投

書に対して、丁寧に対応すること、解決策を真剣に考えること

を心がけています。

近藤市長：それはすばらしいことですね。

杉浦学長：お互いに一人ひとりを認め合っていくことが、学生

自身の成長にもつながっていくと考えています。私たちも昔と

同じではいけないということ。変わらないといけません。

私たちの役割は、大学生活の4年間で親の庇護から脱皮して

自立して前に進む力を育てることです。だからこそ、いろいろ

な体験が必要。その点でも地域連携活動を行うことは重要で

す。時には厳しく怒られることがあっていいのです。そこから

次の夢を語れるようになってくれることを望んでいます。

時代を見据えた人材の育成も、 
地域連携活動の役割の一つ。

岸本機構長：話は変わりますが、今日の社会ではサステナビ

リティ、つまり持続可能性ということがキーワードになっていま

す。大学では、ESD（持続可能な開発のための教育）が注目

され、持続可能な社会づくりの担い手の育成が求められてい

ます。日進市の取り組みの中で、本学がお手伝いできることは







「地域連携推進研究機構」設置記念特別鼎談巻頭特集

名
古
屋
外
国
語
大
学

名
古
屋
学
芸
大
学

Ｎ　

Ｓ　

Ｃ

5 Feb.2020  Vol.88

ないでしょうか。

近藤市長：SDGs

（持続可能な開発

目標）という言葉

が社会に広く浸透

し、重要なテーマ

になっていると理

解しています。も

ちろん、日進市と

しても取り組んで

いかなければいけ

ません。そのため

には、まずそれを

担える人材の確保、あるいは育成が急務ですね。

岸本機構長：どの分野にもそういった意識を持った人が増え

ないといけません。そこに大学としてどう取り組んでいくかも

大切になっています。

近藤市長：市の取り組みとして、まずこうした課題には環境

課が担当することになるでしょう。しかし、必ずしも環境ばか

りではありません。全てに通ずるものです。課の枠を超えて進

めていかなければなりません。まず、そのタクトを振れる人材

を置く必要があります。例えるなら一本の幹があって、そこか

ら枝葉が広がり実を結ぶように。この課題には地方公共団体

が先頭を切って取り組んでいくべきです。そういった分野でも

一緒に研究をしていければと考えています。

岸本機構長：本学には客員研究員制度があり、大学の主任

研究員とともに共同研究を行い、発表するという仕組みがあり

ます。地域の課題を解決するために市の職員の方に来てもら

い、勉強していただいてはいかがでしょうか。こうした人づくり

においても、地域連携の一つとして強化していきたいと思って

います。

大学の総合力を発揮していくことで、 
地域連携の可能性を広げていきたい。

岸本機構長：では最後に、今後の地域連携について意見を

伺いたいと思います。近藤市長は、本学との地域連携につい

て何か構想やビジョンをお持ちですか。

近藤市長：日進市は令和5年に道の駅が誕生します。その翌

年にはスマートインターという大きなプロジェクトが予定されて

います。特にこの道の駅は、国から重点道の駅として指定を

いただきました。従来、道の駅といえば、トイレがあって地域

の特産品を売っている場所というイメージ。いわゆる郊外型の

道の駅です。日進市の道の駅は、都市型になります。もちろ

ん、物品販売も行いますが、子育て支援の施設、日進市の観

光PR施設なども併設される予定です。また、万一の災害時に

は人命救助の拠点になります。ここにヘリコプターで物資を届

け、人的支援なども行います。つまり、複合的な役割を担う道

の駅です。

ここを舞台に名古屋学芸大学さんとコラボレーションできたら

面白いですよね。例えば、管理栄養学部の学生さんたちには、

地元の食材を使ってもらい、健康によいメニューを展開すると

か。ヒューマンケア学部の学生さんたちには、子育て支援が

サポートしてもらえます。メディア造形学部の学生さんたちに

も活躍の場があります。デザイン分野の学生さん、ファッショ

ン分野の学生さんには、作品を期間限定で販売してもらうのは

どうでしょうか。空間デザインの学生さんには、室内空間のデ

ザインをお願いすることも可能かもしれません。学生さんたち

も自分がつくったものが売れる、自分が携わった場所が多くの

人に喜ばれることで、すごく励みになる。実現できたら、学生

さんたちに大きな希望を与えられますよね。

杉浦学長：私も道の駅の件を聞いた時、本学として何ができ

るだろう、ぜひ何かしたいと思いました。

岸本機構長：実は先日、市役所に出かけ、大学としてこれま

で取り組んできた成果を道の駅で発揮させていただきたいと

お願いしてきたところです。

近藤市長：今、私たちが考えているのは、指定管理者制度で

お任せすることです。ですから名古屋学芸大学さんに直接お

願いすることはできません。しかし、何らかのかたちで関わっ

ていただくことが可能ではないでしょうか。それは今後、検討

させていただきたいと思います。

杉浦学長：これまで大学として、さまざまな地域連携活動を

行ってきましたが、それは学部や学科、教員という単位がばら

ばらなものでした。仮に道の駅という一つの大きなフィールド

で大学全体としての強みを発揮できるチャンスがあれば、ます

ます地域連携活動の可能性が広がります。お互いにメリットが

あるように実現できればありがたいですね。

近藤市長：私は学生さんたちの頑張っている姿を見ていると

応援したくなります。ぜひ、学生さんたちが活躍できる道筋を

手助けしてあげたいですね。

杉浦学長：可能であれば、5年先を見据えてプロジェクトチー

ムを立ち上げ、何ができるのか、何をアピールするのか、学生

の視点で考えてもらうのも面白いと思います。

岸本機構長：今、地域連携機構が旗振り役として研究してい

ることの一つが、子どもも高齢者も集まれる場づくりです。日

進市は、子育て世代の家族も多いのですが、農村部に目を向

ければ高齢者の方も多い。ですから、高齢者と子どもたちを
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つなぐ場をつくりたい。地域の人たちのコミュニティの場を大

学がつくるという発想です。

その際、子どもは子どもケア学科の学生たちと遊び、母親た

ちには不安を解消するためのカウンセリングを行うこともでき

ます。管理栄養学部では、子ども食堂のようなことも企画でき

ます。メディア造形学部の学生には、子どもが遊ぶための玩

具をデザインしてもらってもいい。本学なら、子育て、食、遊

ぶ、いろいろな場面を多角的に支援することが可能です。

高齢者の方々に向けては、配食サービスについて研究を進め

ています。実現できれば、災害時の支援にも役立つに違いあ

りません。今、教員がそれぞれの分野ごとに研究に取り組ん

でいます。そういったことも日進市と一緒に進めることができ

たらうれしいです。

また、道の駅が防災の拠点にもなるということであれば、学生

たちがいろいろなことを学ぶ場になり、体験を積むことができ

ます。そこで学んだ学生が自分の出身地、あるいは就職先の

地で、防災意識を備えた人材として活躍してほしいですね。

杉浦学長：私たちが学生たちに対して夢を語ることも必要で

す。学生たちが夢を持てる場を日進市と一緒につくろうと。そ

うした情報発信が、学生たちのモチベーションにもなります。

岸本機構長：そうですね。学生のみならず、教員のモチベー

ションにもなります。本学には、地域連携で何かをやりたいと

いう意欲のある教員が多くいます。それを支えていくのも地域

連携機構の役割です。

近藤市長：先ほど話した道の駅の件にしても、決して夢ばか

りではありません。私としては、学生たちの夢が届くように、

距離が縮められるように、地域連携には前向きに取り組んで

いきたいと思っています。

杉浦学長：学生たちは日進市との地域連携を通して得た経

験を、卒業して各地に持っていきます。就職先で日進市となら

こんなプランが実現できると発信していけば、日進市としての

コネクションも広がっていくはずです。

私が卒業式で卒業生に話すのは、大学とは勉強して卒業する

だけのところではないということです。社会にはばたいていき、

疲れた時には羽を休めに来ればいい。英気を養いまたはばた

いていけばいいのです。また、就職先でプロジェクトがあった

時、名古屋学芸大学と一緒にやろうと声をかけてほしいです

ね。それが後輩を育てることにもなります。卒業後もつながり

のある大学。本学は、そういう大学でありたいと思っています。

岸本機構長：最後は夢のある話になりました。近藤市長が

おっしゃったように全てが夢ばかりではありません。私自身、

少しでも実現に近づけるように取り組んでいきたいと思いま

した。

この度は、近藤市長を交えて貴重な意見交換が行えました。

貴重なお時間をいただいた近藤市長に、改めてお礼申し上げ

ます。また今後も、本学ならびに地域連携機構をよろしくお願

いいたします。
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華やかな国際プレゼンテーションの場で、

名外大生がチームジャパンの一員として活躍。

　世界各国を代表する若者が集い、互いのスキルを競い合う技能五輪国際大会。2019年8月21日、2023年の

開催地として立候補した日本の愛知県とフランスのリヨンが、誘致を目指したプレゼンテーションを行いました。

この国際舞台において、名古屋外国語大学の学生2名が司会とプレゼンテーターの大役を担い、日本のプレゼン

テーションをアピール。結果は残念でしたが、チームジャパンの一員として活躍した二人には、誘致活動に取り組

んできた関係者から高い評価をいただきました。そこで今回は、二人の採用を推薦した現代国際学部国際教養学

科の横山陽二准教授、そして国際プレゼンテーションの場で存在感を発揮した同学科の林壱里香さん、間渕裕

也さんに、当時のことを振り返っていただきながら、貴重な体験を通して感じたことについてお聞きしてみました。

名古屋外国語大学　現代国際学部　国際教養学科

林 壱里香 さん

　私はCAを目指そうと決めた時から、世界の人々に日本の魅力を伝えていくことが目標です。留学先のアメリカではウォ
ルトディズニーワールドリゾートでのインターンシップを経験し、世界の人々一人ひとりに合った接客を心がけることも目標
の一つに加わりました。今回のプレゼンテーションは、その目標に向かう一歩として立候補させていただきました。愛
知県、そして日本の魅力を世界に発信する貴重な機会になったと考えています。また、技能五輪国際大会は若者のため
の大会です。自身のSNSで大会にふれると、留学先の友人たちから多くのメッセージが届き、世界で認知された大会
であると改めて感じました。今後は日本の同世代の人たちにも大会のことを広めていきたいと思っています。私は春から
ANAに勤めます。CAとして日本のおもてなしを大切にしながら、一人ひとりの方に満足していただける接客を目指して
いきたいです。

TOPICS

誘致プレゼンテーションに参加して
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大学の実力を国内外へ
アピールする場となった二人の姿。

　今回、本学の学生が国際プレゼンテーションの場に立つ
きっかけとなったのは、横山准教授が技能五輪国際大会の
誘致活動と深く関わっていたからです。2016年より基本構
想策定委員会のメンバーとして、2018年に誘致委員会が発
足したのちは「機運醸成部会」の副部会長として、2023年
の誘致に向けて取り組んでいました。このような状況の中、
開催地としてフランスのリヨンも立候補。8月にロシアのカ
ザンで開催される総会でプレゼンテーションを行い、各国
の投票によって決定することになりました。そこで日本政府
としては地元の学生にその役割を担ってほしいと考え、愛
知県を通じて横山准教授のもとに問い合わせがあったそう
です。6月末に連絡を受けた横山准教授は、英語力はもち
ろん、プレゼンテーターとしての適性、将来の目標を考慮
しながら、二人の学生を選定。キャビンアテンダント（CA）
を目指している林さん、外交官を目指している間渕さんに声
をかけ、快諾を得ました。その後、厚生労働省職員による
英語面接。横山准教授は「英語力はもちろん、話す内容も

評価され、二人なら
大丈夫と言ってい
ただけました。本
学の実力を示すこ
とができたのでは
ないでしょうか」と
当時を振り返りま
す。採用が決定し、
本番 2 週間前に初

めての読み合わ
せ。その後、現地
に入り前日リハー
サル。そして、い
よいよ本番です。
林さんは「英語が母国語でない方 も々会場にはたくさんいま
す。大きな声で、ゆっくり、わかりやすく発音することを心が
けました。そして笑顔。登場した方を紹介する際の手の動
きなどにも細心の注意を払いました」とのこと。さらに「食
事会の際、皆さんとお話しする機会があり、たくさんの方が
一つの目標に向かって努力していることが実感できました。
とてもいい経験をさせていただき感謝しています」と話しま
した。間渕さんも華やかな舞台を裏側で支えている人たち
の存在の大きさに気づいたに違いありません。最後に横山
准教授は「世界に日本の魅力をプレゼンテーションする機
会を経験させることができたことをうれしく思います。日本
の安倍首相（ビデオ出演）、厚労省の根本大臣、愛知県の
大村知事、トヨタ自動車のトヨタ社長（ビデオ出演）ととも
にステージを盛り上げる大役は、一生に一度できるかどうか
の大舞台です。その晴れ舞台で堂 と々英語を操り、プレゼ
ンテーションを盛り上げた学生を誇りに感じました。また、
日本政府、愛知県、そして関係者の皆さんから高い評価を
いただけたことは、本学の教員としても喜ばしいことです」
と語りました。本学にとっても、二人にとっても、将来へ大
きく羽ばたくための機会になったに違いありません。

名古屋外国語大学　現代国際学部　国際教養学科

間渕 裕也 さん

　今回、私の役割は、愛知県の魅力を伝えるとともに、日本のプレゼンテーションを
円滑に進行していくことでした。眩しいほどの照明と大スクリーンによって照らされた
舞台へ上がる途中、浴衣を着た私たちを見て歓声があがり、緊張感がいっそう高まっ
たことを覚えています。登壇して発表したことはもちろん、日本政府や愛知県の職員
の方々が裏方としてどのように支えているのかを実際に見て感じるものも多くありまし
た。この日の約20分間のプレゼンのために、官民一体となり何カ月も前から関係者が
議論を重ねて作り上げた国家プロジェクト。まさに「TEAM JAPAN」で臨んだ大舞
台でした。将来、このような国家プロジェクトに携わり、貢献できるよう私たち外大生
は、“技能”ともいえる語学（私の場合は英語とロシア語）に磨きをかけようと強く思
いました。かけがえのない体験をさせていただいたことに感謝しています。
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出版会＆ワールドリベラルアーツセンター

設立5周年記念イベント
『本の未来・本の魅力』を開催

　2019年11月16日（土）、名古屋外国語大学出版会ならび
にワールドリベラルアーツセンター（WLAC）が設立5周年
を迎えたことを記念し、『本の未来・本の魅力』が開催され
ました。会場となった本学5号館511教室には、学生や教
職員、そして学外の方 な々ど、155名が来場。記念イベント
を盛り上げました。
　イベントのスタートを飾ったのは、亀山郁夫出版会会長・
ワールドリベラルアーツセンター長。開会の辞では、「人生
100年時代にどう生きるか。そのための教養、知に対する
情熱こそが本であり、読書である」と語りました。
　出版の未来と題した第一部の特別講演では、「世界は本
をどう読んでいるか」のテーマのもと、大学出版部協会理
事長・東大出版会専務理事の黒田拓也氏、名古屋大学出
版会専務理事・編集部長の橘宗吾氏が登壇。現場で活躍

する編集者の思いを聞く貴重な機会になりました。
　第二部は、物語の魅力についてのシンポジウムです。基
調講演は、野谷文昭本学及び東京大学名誉教授が「短
編小説の可能性－ガルシア＝マルケスの作品を中心に」を
テーマに行いました。初期の作品に見られる文体の模索か
ら、シンプルな電文体（電報のような文体）の確立、のち
の作品に見られる詩的な表現を作品とともに解説。そして、
短編小説に必要なものは凝縮性と緊張感。言葉のイメージ
の広がりに短編小説を読み解く魅力があると語りました。
　基調講演後、本学出版会が刊行した12編から成る翻訳
短編集「悪魔にもらった眼鏡」を題材にパネルディスカッ
ションを開催。亀山出版会会長がコーディネーターを務
め、6名のパネリストが翻訳を行った短編の作品紹介、作
家紹介、作品の選定理由、翻訳上の工夫などを話しまし
た。それぞれの作品の魅力はもちろん、短編集として共通
するキーワードが「ミステリー性」や「幻想性」などであ
り、作家ごとの世界観を読み比べる楽しさがあると総括さ
れました。
　また、会場の外では、「出版会・WLAC5年間の軌跡」
をパネル展示。これまで出版された書籍の販売も行われ、
お目当ての本を買い求める方 も々いました。
　第三部は会場をコミュニケーションプラザに移し、愛知
県立芸術大学大学院生によるコンサート。華やかな歌とピ
アノ演奏で、記念イベントはフィナーレを迎えました。

TOPICS

パネルディスカッション参加メンバーおよび翻訳作品

亀山郁夫／チェーホフ「学生」（ロシア）
野谷文昭／ベッケル「緑の瞳」（スペイン）
梅垣昌子／ショパン「ディジレの赤ちゃん」他（アメリカ）
伊藤達也／メリメ「イルのヴィーナス」（フランス）
ハンフリー恵子／ジェイムズ「ことの顛末」（イギリス）
石田聖子／ザヴァッティーニ「わたしは悪魔だ」（イタリア）
白井史人／リルケ「秘密」（ドイツ）
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地域の期待を背負い、いよいよ始動。

名古屋学芸大学「別科助産学専攻」誕生。
　周産期医療に携わる医師・助産師の不足や偏在化とともに、ハイリスク分娩・ハイリスク新生児の増加など
が地域社会の課題となっている今日。名古屋学芸大学では地域の要請に応えるために「別科助産学専攻」を
2020年4月に開設します。そこで今回は、専攻長の清水嘉子教授に本専攻の特徴や教育方針、これからの
助産師に求められるものなど、開設に向けた思いを語っていただきました。その一部をご紹介します。

助産師養成の教育機関が減少する中、
重要な役割を担う「別科助産学専攻」。

　名古屋学芸大学は、2018年4月に看護学部看護学科を開設
しました。その際、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伝統と実績を継承する協定
趣旨を結んでいます。同校は、愛知県下の助産師養成の中心と
して30余年にわたる実績を誇り、東海3県下に助産師を数多く
輩出してきました。その同校助産学科が2020年3月をもって廃
止されることにともない、国立病院機構名古屋医療センターか
ら助産師養成の要望がありました。それが開設の検討を始めた
背景です。
　現在、少子化にともない助産師を志望する人も減っていると
思われがちですが決してそうではありません。高齢出産の増加
もあってリスクの高い出産が増える傾向にあります。ますます
助産師に求められる知識や技術がハイレベルになっていると言
えるでしょう。その一方で、名古屋市立中央看護専門学校助産
学科の閉科、愛知県医師会立名古屋助産師学院の閉校など、助
産師の養成機関が減少しています。こうした中、地域社会の期
待に応えるためにも「別科助産学専攻」を開設する必要性が高
いと考え、準備を進めることにしたのです。

多様な学生が刺激し合いながら、
成長できる教育環境を用意。

　まず「別科」としたのは、助産師になりたいという人のニーズ
に幅広く応えるためです。大学院とした場合、大卒が条件にな
ります。そうした縛りをなくしたいと思いました。
　本専攻の魅力の一つは、大学別科・専攻科として入学定員が
全国最大規模の25名であること。しかも別科であることから年
齢や経歴など、多様な学生が一緒に学ぶことになります。これ
は学生にとっても大きな刺激になるはずです。しかも、教員は
5名体制です。それぞれの教員が担当科目を教えますが、演習
では学生5名の1グループを教員が変わりながら指導していくこ
とを考えています。その狙いは、それぞれの教員の経験、考え
方を吸収してほしいからです。
　また、実習に際しては、各実習先に教員1名が入り、学生配置
の多い実習先は教員2名体制とするため非常勤教員を加え、手
厚いサポートを行っていきます。出産の介助だけでなく、NICU

（新生児特定集中治療室）も実習施設として取り入れました。さ
らに大学に開設される専攻であることから、国際・災害助産学、
助産学研究などもカリキュラムに加えています。
　1年間という短期間で専門的な知識、高度な技術を学ぶた
め、学生には主体的に学んでいく姿勢が求められるでしょう。
集中して取り組める教育環境を用意しましたので、教員のきめ
細かな指導のもと、じっくり学んでほしいと考えています。

その人にとって良い体験となる出産を支えるために、
技術だけでなく心の成長を必要。

　助産師に求められるのは、専門的な知識や技術だけではあり
ません。母子のこれからの人生、お子さんの健やかな成長、そ
して女性の多様な生き方を支えていきたいという思いが根底に
あってこそスキルが活かされると考えています。
　女性にとって出産は、人生において数少ない貴重な経験で
す。その出産をその人にとって良い体験にしてもらうために全力
で支えるのが助産師の役割。そのお母さんの自信につながり、
子育てにつながるように。だからこそ、知識や技術はもちろん、
人間として成長していくことが必要です。母子のために何をす
ればいいのか、妊婦さんの不安と向き合い、気持ちを支えるこ
とも大切です。子育ての苦労に共感し、一緒に考える姿勢も求
められます。学びの中で、さまざまな体験の中で、失敗するこ
ともあれば、くじけそうになることもあるかもしれません。そこ
から人間としての深みを増してほしいと願っています。
　また、助産師は悲しい出産に立ち会うこともあります。その
時、問われるのは、命とどう関わるか、母子や家族とどう向き
合うのか。助産師の考え方が問われる仕事でもあります。
　私たち「別科助産学専攻」が目指しているのは、高い助産実
践能力を兼ね備えながら、生命の尊厳と人間の尊厳を基盤とし
た豊かな創造性と柔軟性を発揮できる助産師を排出すること。
個人的には医療機関のみならず、自治体などでも助産師が活躍
できる社会になっていくことを望んでいます。地域で助産師が
母子の支援を行うことができれば、多くの女性が心強く感じる
に違いありません。また、地元だけでなく世界の助産環境に目
を向ける人も増えてほしいと思います。こうした人材育成こそが

「別科助産学専攻」開設の意義であり、役割を果たすことにも
つながるのです。そのためにも私たちが学生一人ひとりにしっか
りと向き合い、情熱を注いでいきたいと考えています。

TOPICS
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新学部も参入、本学の真価問われる！
　今年度は、世界共生学部1期生が3年次になり、いよいよ就
職活動カウントダウンとなりました。一方、就職活動日程は経団
連主導から政府主導の連絡会議が策定することになり、従来の
採用日程（3月広報活動開始、6月選考開始）を踏襲することに
なりましたが、全体的な早期化傾向の強まりは否めません。
　本学では低学年のキャリアガイダンス強化を図るとともに、

特に3年次生に対しては各種支援行事の一層の充実に取り組むととも
に、「WEB面接対策講座」など、新たな採用様式に合わせた対策も取
り入れています。今後は「エアライン就職合宿（1月28・29日）」、「就活
直前合宿（2月20・21日）」、「学内合同企業説明会（122社参加予定）3
月3・5日」などを経て、いよいよ活動本番へと向かいます。
　2020年は7月下旬から9月初旬にかけて東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催を控えており、特に都心部での就職活動の不安感も指摘されてい
ます。しかし条件は皆同じであり、何より早期準備と積極果敢な行動が
成功のカギであることに間違いはありません。本学では万全の対応で学
生の皆さんの活動をサポートする所存です。

新たな挑戦始まる。
エアライン内定は100名超！
　今年度、新学年より世界教養学部が発
足、4 学部による「新生・名外大」の体制
が整いました。これら新体制を見すえ、就
職・キャリア支援はさらに充実した基盤づく
りに邁進しています。一方、現4年次生にお
いては、引き続き雇用情勢は安定感を見せ、
その分、早期化傾向も一層強まりましたが、
学生の皆さんもよく健闘し、エアライン業界
では客室乗務職46名をはじめ、地上職ほか
合わせ、計110名を超す内定を達成（2020
年1月現在）。本学史上、新たな1ページを
開きました。他の業種でも、メーカーでは大
手自動車メーカーはじめリーディングカンパ
ニーに多数内定、マスコミ、物流、商社、旅
行、ホテル等でも極めて充実した結果が出
ています。

2019年度（4年次生）就職状況

2020年度（3年次生）就職に向けて

航空

日本航空、全日本空輸、フィンランド航空、シンガポールエアラインリミテッド、ANAウイング
ス、マカオ航空、フジドリームエアラインズ、ソラシドエア、スカイマーク、スターフライヤー、
AIRDO、ジェットスター・ジャパン、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、スイスポートジャパン、中部国際空港旅客
サービス　他

旅行 JTB、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、クラブツー
リズム、郵船トラベル、シティツアーズ　他

運輸
日本通運、名港海運、東陽倉庫、伊勢湾海運、日本トランスシティ、愛知海運、郵船ロジリン
ク、センコー、西濃運輸、豊通物流、鴻池運輸、山九、トランコム、濃飛倉庫運輸、ケイライ
ンロジスティックス、バンダイロジパル、名古屋鉄道　他

ホテル
ジェイアール東海ホテルズ（マリオットアソシア）、名古屋ヒルトン、ホテルグランコート名古屋、
名古屋東急ホテル、ミリアルリゾ－トホテルズ、東京ベイ舞浜ホテル、ウェスティンホテル大阪、
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

マスコミ・
情報

NHKオリンピック・パラリンピック実施本部、マガジンハウス、産業経済新聞社、福井放送、ス
ターキャット・ケーブルネットワーク、ひまわりネットワーク、楽天、ソフトバンク、クリーク・ア
ンド・リバー社、冨士ソフト、トランスコスモス、AppleJapan、中広、フジパシフィックミュー
ジック　他

メーカー
トヨタ自動車、日産自動車、アイシン精機、京セラ、ヤマハ発動機、三菱自動車工業、ヤマザ
キマザック、大同メタル工業、ジェイテクト、FUJI、日本電産、エフ・シー・シー、兼房、ロー
ム、JT、ネスレ日本、フジパングループ、新東工業、アイホン　他

商業・
アパレル

ユアサ商事、矢崎総業、第一実業、岩谷産業、岡谷鋼機、三愛石油、三菱商事テクノス、シャー
プマーケティングジャパン、中央工機、東陽、日通商事、進和、槌屋、資生堂ジャパン、ジェイ
アール東海高島屋、米国三越、ユニー、西友、八木兵、万兵、信友、ヒロタ、ファーストリテイ
リング、アダストリア、シャネル、エルメスジャポン、コーチ・ジャパン　他

金融・
保険

三菱UFJ銀行、十六銀行、愛知銀行、中京銀行、三重銀行、長野銀行、瀬戸信金、豊川信金、
蒲郡信金、浜松いわた信金、野村證券、東海東京フィナンシャルホールディングス、岡三証券、
東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン日本興亜、三井住
友海上火災保険、住友生命保険、明治安田生命保険、アメリカン・エキスプレス・ジャパン　他

サービス・ 
教育

LEGOLAND Japan、モビリティランド、日本郵便、CDS、ワタベウェディング、ブラス、平
安閣、高見、ECC、イーオン、GAVA、NOVAホールディングス、パソナグループ、パーソルテ
ンプスタッフ、トヨタレンタリース名古屋　他

公務 法務省入国管理局、警視庁、愛知県警察、岡﨑市役所、日進市役所　福知山市役所、航空自
衛隊　他

教職 愛知県、名古屋市、岐阜県、静岡県、東京都、横浜市、長野県各公立学校教諭、各私立学校
教諭

建築・
その他

三井住友建設、一条工務店、高松建設、TSUCHIYA、サンヨーハウジング、サンヨーホーム
ズ、東京ビッグサイト　他

おもな内定先企業（2020年1月現在・順不同）

就活準備サマー合宿　2019.9.3�–4蒲郡市内（180名参加）

OB・OGとの交流会　2019.12.17（28社51名来学）
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ひと夏の社会人経験！
　2019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4 社を含む計34 社に、最終的に2・3年生合わせて67名が
参加をしました。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、7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。

インターンシップ2019夏期研修

ANA中部空港・名古屋エアケータリング・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34事業所）

おもな研修先（2019年度夏期実績）

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 2019年8月19日～8月30日

　私は、地域分析、全国ふるさと甲子園のマルシェブースの運営、企業訪問の同行、書店回り、雑
誌原稿の校閲などの業務を体験させていただきました。また、研修終盤ではプレゼン課題が与え
られ、他大学の学生とたくさん意見を交わしながら、社員の皆さんの前で課題に対する解決案を
提案しました。特に印象的な業務は書店回りです。実際に会社の一員として書店の担当者さんと名
刺を交換し、発注交渉をしました。とても緊張しましたが、社会人になるための練習だと思って、
恥を捨て積極的に書店に足を運びました。この積極性が今の自分に活かせています。社員全員が
Location Japanを心から愛し、地域の魅力発信に尽力している姿にとても感銘を受けました。

　受講のきっかけは大学入学後、自由な時間ができ旅行が趣味になったことです。トラブル発生な
どなく、スムーズに旅行できるためには知識を増やすことが重要と考え、昨年、まず国内の旅行業
務取扱管理者を受講し、取得できました。その上で、就活を意識した時に総合も持っておくとより仕
事に活かせられると知り、知識をさらに増やしたい思いもあって、改めて今年、総合を受講し、無
事取得することができました。
　とにかく覚えることが多く大変ではありましたが、講座で配布された地理ノートの穴埋め部分を
隠し1日1～2ページを覚えるように決め、少なくともノートを2周するくらい繰り返しました。また地
理ノートだけでは足りないため、教科書から大事なところをノートに付け加える工夫や、旅行会社に
出向き、パンフレットをもらって勉強したことを再認識するよう努めたことで理解が深まり覚えていき
ました。また国や地域ごとの文化の違いを改めて感じたり、苦手なことや食べ物が旅先であっても
挑戦しようと思ったりと、新たな自分に出会うこともできました。
　将来は旅行会社に就職し個々のお客様のニーズにお応えできるようになりたいです。そのため、講
座で知った旅先をひとつずつ訪れるのが次の目標です。

本学開講「総合旅行業務取扱管理者（国家資格）」対策講座を受講し、見事資格取得された、グローバルビジネス学科
3年 河野 遥さんにお話を伺いました。

国際教養学科3年

上田 桜子さん

グローバルビジネス学科3年

河野 遥さん

資格取得体験レポート資格支援講座
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　キャリアサポートセンターでは『人間教育と実学』という建
学の精神を基本に多様に変化する就活戦線に対応できるよ
う、各学部・学科での教育カリキュラムに加え、【社会人基礎
力養成プログラム】と【就職活動支援プログラム】の2つの
プログラムを展開しています。
　キャリア教育の中心である【就職活動支援プログラム】は、

『ステップⅠ』（就活全体像の理解と自己理解）、『ステップ
Ⅱ』（就活への目的意識の醸成とモチベーション向上）、『ス
テップⅢ』（就活の準備・実践）の3つの段階で無理なくス
テップアップできる内容となっています。また、早期から就職
意識を喚起し、就活を円滑に行えるよう1年生、2年生には 

「進路ガイダンス」も実施しています。

項　目 対　象 時　期 実施テーマ 内　容　等

社会人
基礎力養成
プログラム

全学年

4月
基礎力ガイダンス（1年生） 卒業後を見据えた大学での過ごし方

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）

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

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

「e ラーニング」スタイルで開講。集中講座も検討。3年生は学
内で講座も実施

進路指導 1・2年生 9月 卒業後の進路を考えよう 進路ガイダンス

就職活動支援
プログラム

3年生
（全員）

ステップⅠ
（就活全体像の
理解と自己理解）

4月 第1回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 就活スケジュール、心構え　

5月 第2回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 SPI3を知ろう（SPI 対策講座）

6月 第3回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 業界・企業研究

7月 第4回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 自己分析（映・デはポートフォリオについて）

ステップⅡ
（就活の準備・実践）

10月

第5回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 【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
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 【実践編】エントリーシート、履歴書作成（実際に記載）

11月

第7回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 就活マナー

第8回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 【講義編】面接対策

12月

第9回就職ガイダンス
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 【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
※メディア造形学部はキャリアデザインⅡで実施 求人票の読み方

ステップⅢ
（就活への直前対策）

1月 就活解禁直前講座（1） 【実践編】自己 PR を完成させよう！

2月
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

映・デ
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

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
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

3年生
（希望者）

6月～2月 SKY スペシャルプログラム（就活特別クラス） 大手・人気企業を目指す学生向けの対策講座

6月
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
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

7月 夏の就職フェア in NUAS 大学主催　合同企業説明会
8・9月他 SKY インターシップ研修 専門分野での就業体験

9月
就勝準備合宿 自己理解セミナー、自己 PR 構築セミナー、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）〈1回目〉 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（男性編、女性編） リクルートウェア対策講座
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）

2月

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
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
小論文対策講座 小論文の対策講座
就職筆記試験直前対策トレーニング（SPI編）〈2回目〉 筆記試験対策講座

2～3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　

随時
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

企業説明会 3年生
3月 合同企業説明会（学外開催） 大学主催　合同企業説明会
随時 個別企業説明会 個別の企業説明会

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

（2019年度実績）
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　「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準備合宿を実施
しました。
　今回で3回目の開催となるこの合宿は、会場を今までの愛知県江南市から滋賀県長浜市へ
移し、面接やグループディスカッションを体験する実践的な講座を開講しました。併せて、前
回、好評だったゲーム感覚で自己理解度を高める「人生すごろく～金の糸～」も実施しまし
た。このすごろく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、プログラムの内容も盛りだくさんでしたが、参
加学生は、一生懸命に取り組み、最後まで頑張りました。
　また、全プログラム終了後、短い時間ではありましたが、
長浜黒壁スクエアを散策しました。
　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。

　現在、多くの企業（地方自治体を含む）の就職採用試験においてSPI試験または同種の試験が
導入されており、その対策としてキャリアサポートセンターでは、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。例年9月に実施するトレーニングでは、本学の学生が不得意とする非言
語分野を4コマに分けて項目別に講義を行いました。
　過去に実施したトレーニングにおいても、大幅に成績が伸びており、今
回の講義終了後に実施した模擬試験の結果でも、参加学生の85.7％が中
堅企業、63.3％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、その効果が実証されました。

実 施 日　2019年9月5日（木）～6日（金）　1泊2日
場　　所　Hotel & Resorts NAGAHAMA（滋賀県長浜市大島町38）
参　　加　学生42名　株式会社マイナビ講師2名　CS 職員4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　面接　完全攻略法1　～自己 PR・ガクチカ　徹底構築編～
 講座④　面接　完全攻略法2　～良い面接・悪い面接　徹底解説編～
　2日目
	 実践①　集団模擬体験1　～自己 PR・ガクチカを伝えよう～
 講座⑤　体験の振り返り　～自己 PR・ガクチカのブラッシュアップ～
 実践②　集団模擬面接2　～自己 PR・ガクチカを伝えよう～
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50％、「ほぼ満足」と回答50％　計100％
　② 「就職意欲が大きく高まった」と回答71％、「どちらかと言えば高まっ

た」と回答29％　計100％

実 施 日　2019年9月13日（金）9：30～18：50
実施場所　名古屋学芸大学 E34教室　他
参 加 者　51名（内模擬試験受験者49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

NUAS　就勝準備合宿　実施報告

2019年度　第1回就職筆記試験対策トレーニング（SPI編）　実施報告

実施概要

実施概要

・早めに対策をすることの必要性を実感した。
・周りの様子に影響を受けて頑張ろうと思った。
・ 今まで自己 PR やガクチカに関してここまで深く考えることが

なかったので良い経験になった。
・自己 PR などを練習したことで就職活動への自覚が持てた。
・ この合宿が無駄にならないように悔いの残らない就職活動にし

ていきたいと思った。
・就職活動に対する不安が少し減った。
・冬合宿も参加したいと思った。
・ すごくいい合宿プログラムだった。メリハリがある内容で良

かった。
・他学部の子とも交流することが出来た。

・自宅ではなかなか取り組むことができないので良い機会になった。
・ 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こ

とが実感できた。
・忘れていた公式を思い出し、解ける問題が増えた。
・ この時期にこのような機会があることで、就職に対する意識向上につながった。
・就職活動が始まるまで、継続して勉強していきたい。

参加学生の声

参加学生の声
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　大学を卒業後、浜松医科大学医学部附属病院に勤務し13年
目になりました。当院の理念「患者さんの人権を尊重し、地域
の中核病院として安全で良質な医療を提供する。さらに、大学
病院として高度な医療を追求しつつ優れた医療人を育成する」
のもと、『食事は治療の一環』と考えて、入院中は食事を提供
し、管理栄養士を病棟配置してきめ細やかな栄養管理をして
います。また、入院前・入院中・退院後に一貫した栄養食事指
導を実施することで、患者さんのQOL向上ならびに治療成績
向上に貢献できるよう努めています。
　現在、栄養サポートチーム（NST）専従管理栄養士として、
医師、看護師、薬剤師、リハビリセラピストなどのNSTメン
バーと週1回のカンファレンスおよび病棟ラウンドを行い、症例
個々や各疾患治療に応じて、主治医や病棟看護師と連携しな
がら適切な栄養管理をサポートしています。また、栄養管理上
のコンサルテーションに答えることもあり、幅広く専門的な臨床
栄養学の知識が必要です。その他、院内勉強会（月1回）や
NST専門療法士認定教育施設実地修練研修（年1回）の企画・
運営、浜松医科大学看護学科授業の一部も担当しています。
　私は、大学生の時に研究室の“ゼミ長”を務めていました。
自らが中心となり、ゼミにおける「目標の設定」「勉強会の計
画」「問題を解決して組織を整える」「模範を示す」役割を果た

すために、先生やゼミの
メンバーと密にコミュニ
ケーションをとっていま
した。これらは、現在
の業務に共通するとこ
ろがあります。NST業務を展開
する上で、様 な々職種やチームとの信頼・協力関係をスムーズに
築くためのコミュニケーションスキルは必要不可欠と考えます。
　これまで、血液内科を長く担当していました。同種造血幹細
胞移植患者の栄養管理に関するクリニカルクエスチョンを臨床
研究に繋げたい思いから、現在は、名古屋学芸大学大学院栄
養科学研究科博士前期課程で学びながら当院で研究をしてい
ます。今後は博士後期課程に進む予定です。大学病院の管理
栄養士として、高度な医療・栄養管理を追求します。

後輩のみなさまへ：私が、接遇研修で学んだ言葉を贈ります。
―小さいことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に―「品質」
は自ら創るもの。「信頼」はお客様（＝自分以外の全ての人）の
評価の結果としていただくもの。時間を守る、身だしなみ、立
ち振る舞い、言葉遣い、会話力、スペシャリスト（研究、向上
心）が、鍵です。

　ジェイアール東海ホテルズは、「JR東海グループ」唯一のホ
テル運営会社として、日本を支える鉄道ネットワークを最大限に
活かした、“お客様第一”の誠実で質の高いサービスで、お客様
からの信頼獲得と社会貢献を目指しています。多彩で洗練され
たスタイルのホテル展開をしており、世界中のVIPを迎え入れる

「ラグジュアリーホテル」や、安らぎの休日をお約束する「リゾー
トホテル」、地域の皆さまの結婚式など『晴れの日』を演出し、
その期待に応える「地域密着型シティーホテル」、世界や日本を
飛び回るビジネスユーザーのニーズに応える「宿泊特化型ホテ
ル」など多様な施設とサービスでお客様をお迎えしています。
　私が入社して最初に配属になったのは、名古屋マリオットア
ソシアホテルのレストラン部門でした。その後、ホテルアソシ

ア新横浜の宿泊部門
を経験し、現在は名古
屋マリオットアソシア
ホテルの宿泊営業グ
ループにて、客室セールスの仕事
をしています。一つの会社に入りながら、たくさんの職種を経
験できるところが面白く、自身の成長も感じられます。宿泊営
業は、国内外の企業や政府機関の担当者と密に連絡をとり、世
界のVIPの方々をお迎えする仕事です。「次も、名古屋マリオッ
トを選びたい」と感じていただけるおもてなしと信頼関係を目指
し、日々仕事に取り組んでいます。

浜松医科大学医学部附属病院　栄養部　管理栄養士　位田 文香 さん
名古屋学芸大学　管理栄養学部　管理栄養学科　2007年3月卒業

株式会社ジェイアール東海ホテルズ
名古屋マリオットアソシアホテル　宿泊部宿泊営業グループ　小倉 有香子 さん
名古屋外国語大学　外国語学部　日本語学科　2012年3月卒業

大学病院の管理栄養士として、
高度な医療・栄養管理を追求

「期待に応える」ではなく、
「期待を超える」サービスを
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　「大人のファッションの楽しさをそのまま子供服へ」というコ

ンセプトのもと、百貨店のベビーブランドのデザイナーを担当し

ています。第一志望の会社でしたので、1年生から担任の先生

にインターンシップに行きたいと伝えていました。そのため外部

コンテストにも力を入れ、できる限り目標に近付けるよう努力し

てきました。学生時代は自分の個性100％で、好みのテイスト

ばかり制作していましたが、今は担当のブランドのテイストを尊

重するのが仕事です。

　 大 変な仕事で す

が、最近では時間

を有効活用しよう

という会社の方

針で、週に2日は

「No 残 業 day」

があり、効率よ

く仕事をする

習慣がつきまし

た。神戸の自宅

にいる時間も増

えたため、実家

からミシンを送ってもらい、趣味で服を作っています。

　また、シーズンに1回、社長や副社長に向けてのプレゼン

会があり、本当に気に入っている企画を発表します。テーマ

や押しポイントを伝え、根拠がないデザインではなく、こだわ

りをしっかりアピールします。学生のときに授業の中で、1つ

のことを追求し、人前で話せるようにしておいて良かったと思

いました。

　難しさもありますが、悩んだ商品ほど可愛くて愛着が湧きま

す。今後も安全性を保ちつつ「この人のデザインになってさら

に可愛くなった！」と言われるようなデザイナーを目指し、もっ

と悩んで、より良い商品を作ります！

株式会社ベベ　デザイナー　貴島 菜々子 さん
名古屋ファッション専門学校　ファッションマスター科
テクニカルクリエーターコース　2018年3月卒業

「この人のデザインになってさらに可愛くなった！」
と言われるようなデザイナーを目指します。



名
古
屋
外
国
語
大
学

名
古
屋
学
芸
大
学

Ｎ　

Ｓ　

Ｃ

17 Feb.2020  Vol.88

　2019年7月28日（日）と8月18日（日）にオープンキャン
パス「名古屋外大のすべてVol.1・2」を開催しました。両日
合わせて約7,000人の方に来場いただき、大いに盛り上がり
ました。また、本年度からオープンキャンパス専用の公式ア
プリを導入し、参加したいイベントや模擬授業のスケジュー
ル管理やライブマップなどの便利な機能が好評で、多くの
来場者に活用していただきました。
　学科イベントや模擬授業・模擬フライトをはじめ、留学イ
ベント、入試情報説明会、キャンパスツアー、クラブ発表な
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、実際の仕事内容を
はじめ、学生時代をどう過ごしたかなどをトークライブ形式
で行い、高校生はもちろん保護者の方々も熱心に耳を傾け

ていました。また、個別相談やネイティブスピーカーと話そ
うのコーナーは、行列ができるほどの賑わいでした。
　両日とも、ZIP-FMのミュージックナビゲーター（クリス・
グレンさんと花上裕香さん）によるラジオ番組「RADIO 
ORBIT from 名古屋外国語大学 OPEN CAMPUS 2019」
の公開生放送を実施しました。番組内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た。また、河合塾の人気
講師を招き、7月は特別選抜入試対策講座「英語」、8月は
本学入試の過去問題を題材にした入試対策講座を受験生
対象に実施しました。そのほかにも入試・学生生活・留学・
就職・教職に関する個別相談を終日開催し、多くの高校生
や保護者の方々が訪れました。

−NUFS OPEN CAMPUS 2019−

名古屋外大のすべて Vol.1,，Vol.2

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。

留学を経験した在学生の体験談を通じ
て留学を身近に感じるイベントで、中部
地区唯一の「UCR特別留学」、「2か国留
学」や「航空サービス留学」などの体験
談や「留学費用全額支援」制度の説明な
どを1日2回開催しました。

在学生の案内で、メディア情報教育セン
ター、PUT 教室、同時通訳室のほか、図書
館やMLCなどの施設見学を実施しました。

留学と就職に強い名古屋外大の魅力を発信！

「RADIO ORBIT from 名古屋外国語大学 
OPEN CAMPUS 2019」公開生放送

留学イベント

キャンパスツアー

企画 PICK UP
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　名古屋学芸大学は、2019年6月9日（日）両キャンパスに
て「名古屋学芸大学のすべて －NUAS Live 2019－」を開
催し、7月14日（日）名城前医療キャンパス、7月21日（日）
日進キャンパスのオープンキャンパスを開催しました。3日間
の開催で5,200名を超える方々に参加していただきました。
　日進キャンパスでは、管理栄養学部、ヒューマンケア学
部、メディア造形学部が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」などを用
意し、高校生や保護者の皆様をお迎えしました。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体験授業や
学部独自のサークル紹介、ヒューマンケア学部では「保健だ
より」の作成体験や「子どもケアセンター」の見学、メディア
造形学部ではCG・デザイン・アクセサリーなどの制作体験、
AO入試対策イベント（6月のみ）など、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。
　一方、名城前医療キャンパスでは、今年開設2年目となる
看護学部のオープンキャンパスを開催。受験生だけでなく、
多くの保護者や低学年の高校生も来校し、全体説明会、大
学進学アドバイス講座のほか、模擬講義や見学・体験コー
ナーでさまざまな看護の学びを体験していただきました。
キャンパスナビゲーターとして参加した看護学部1・2期生が
活き活きとした表情で参加者に対応する姿がとても印象に
残りました。
　在学生の熱心な協力も支えとなり、お越しいただいた皆
様からは「先生や在学生から直接話が聞けてよかった。」、

「参加して志望度が上がった。」という声をいただくことがで
きました。来年度も名古屋学芸大学で学ぶ魅力やそこにか
かわる人たちの熱意を感じていただけるオープンキャンパス
を開催したいと思います。

看護学部の学び、入試、学生
生活、奨学金についての説明
を行いました。

各 学 科 それぞ れ
特色あるイベント
を実施しました。

呼吸音・心音の聴き方、血圧測定、新生児
の観察、沐浴体験など、高齢者体験、各実
習室の見学・体験コーナーを設置。高校生
の多くが興味深く参加していました。

自分の未来がイメージできる体験型オープンキャンパス、開催！

全体説明

学科企画

実習室の見学・体験コーナー

名古屋学芸大学のすべて −NUAS Live 2019−

名古屋学芸大学オープンキャンパス

名城前医療キャンパス
看護学部 対象

日進キャンパス
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
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●イギリス
ブルネル大学
バンガー大学
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
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

NEW

●デンマーク
ノーザンデンマーク大学

●オランダ
サクソン応用科学大学
HUユトレヒト応用科学大学

●フィンランド
サボニア応用科学大学

●スイス
北西スイス応用科学芸術大学

●スペイン
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

●ポルトガル
フェルナンドペソア大学

●フランス
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
ボルドーモンテーニュ大学
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

●ドイツ
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

●イタリア
トリノ大学
サッサリ大学

●オーストラリア
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

●ポーランド
ヤギエウォ大学

●インドネシア
ビヌス大学

●チェコ
フラデツ－クラーロヴェー大学

●ハンガリー
パズマニーペーテルカソリック大学

●アイルランド
リメリック大学

●ベルギー
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

●ニュージーランド
ワイカト大学
マッセイ大学

●仏領ポリネシア
フランス領ポリネシア大学

●ベトナム
ベトナム貿易大学
ハノイ国家大学外国語大学

●韓国
崇実大学校
釜山外国語大学校
全州大学校
又松大学校
国民大学校

●台湾
国立中央大学
台北科技大学
銘伝大学
国立台湾大学
文藻外語大学

●中国
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

●ロシア
ロシア国立高等経済大学
サンクトペテルブルク大学

　ロシアに留学中の間渕裕也さんから届いたレポートです。

　私は現在、モスクワにあるロシア国立高等経済大学に留
学しています。今回私は、ロシアの伝統料理を3つ紹介しま
す。まず、ロシアの最も代表的なスープ、ボルシチです。ビー
ツを使うので、鮮やかな赤色が特徴です。スメタナと呼ばれ
るサワークリームを加えるのが一般的で、入れるとスープの
色がピンク色に変化し、味も一層まろやかになります。次に、
ぺリメニです。見た目は日本の水餃子に似ていますが、食感
は水餃子よりも皮がモチモチしています。中身は豚肉や牛肉
だけでなく、魚肉やエビを入れることもあります。ロシア人の
家庭には冷凍されたぺリメニが常備されており、茹でて食べ

るだけでなく、焼いたり、スー
プに入れることで味に変化を
つけているそうです。最後に、
ガルプツィです。一見すると
ロールキャベツのようですが、
キャベツに包まれた中身は肉
だけでなく、米も入っていま
す。柔らかく煮込まれたガル
プツィは、そのトロトロの食感
と、具に練り込まれたミントの
風味が印象的です。
 （国際教養学科17生）

　TESSⅣ（航空サービス）
留学2期生髙村萌加さんか
らの留学レポートです。

　私はセネカカレッジ（カ
ナダ・トロント） のFlight 
Services 科で 8ヶ月勉強を
し、1年プログラムを卒業し
ました。
　主な授業内容は、英語、
顧客サービス、そして客室乗務員の実務です。実際の現場で使用する器
具を用いた訓練の練習や、客室乗務員が職に就いてから身に着けるべき
ことなどを学びました。学内には航空機のキャビンを再現したモックアッ
プという設備もあり、実際に機内で訓練をしているかのような体験をする
ことができます。また、教員はカナダの航空会社にて現役で働いている人
ばかりで、授業内容以外にも客室乗務員についての話を聞く機会が多くあ
りました。クラスメイトも客室乗務員や航空業界を目指しているので、気

持ちを高め合える環境です。
　この留学で様 な々経験をし、刺激を受けた
ことで、改めて自分を見直す良いきっかけとな
り、残りの学生生活で自分のすべきことを見
つけることができました。これからもこのモ
チベーションを保ち、自分の目標に向かって
突き進んでいきたいと思います。
 （英米語学科17生）

海外留学生〈おいしい話 ロシア編〉 TESS Ⅳ　航空サービス留学

●スウェーデン
カールスタード大学NEW

●中国（香港）
嶺南大学NEW
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●カナダ　　　　　　　　　　　　　　　　
ケベック大学連盟
ケベック大学モントリオール校
ブロック大学
フレーザーバレー大学
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
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

NEW

●アメリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オレゴン大学
カリフォルニア州立工科大学ポモナ校
ジョージメイソン大学
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
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

●メキシコ
グアダラハラ自治大学

　2019年度1期出発でUCR特別留学に参加した小倉晶さんと河合宏樹さんのレポートです。

　私が UCR特別留学を目指すきっかけになったのは、高校2年の
時に参加したNUFSのオープンキャンパスです。そこではじめて
UCR特別留学の存在を知り、ディズニーワールドで働きながら学
ぶことに魅力を感じ、ぜひこのプログラムに参加したいと思うよう
になりました。NUFS入学後は、TOEFL 研修に参加するなど語
学力の上達に努め、念願のUCR特別留学に合格することができま
した。ディズニーワールドの有給実習では、前半はマジックキンダ
ムというテーマパークで土産物の販売業務を、後半はハリウッドス
タジオというテーマパークでファンタズミックというショーを担当し
ました。特にハリウッドスタジオでお客様の誘導やショーの説明
を担当したときは、慣れない英語での説明や誘導に最初は苦労し

ました。ところが、慣れてく
ると説明の仕方や言い方を
工夫することで、私の意図
がうまく相手に伝わるよう
になりました。約6か月間の
実習を通じて、チームと協
力することや自己管理の大
切さを実感し、積極性や計
画性を身につけることがで
きたと思います。実り多い
10か月でした。
 （国際教養学科17生）

　私がディズニーワールド
の有給実習で担当した仕
事はコスチューミングといっ
て、キャラクターの衣装を
準備する仕事でした。基本
的には裏方の仕事ですか
ら、お客様と直接接するこ
とはありませんが、スタッ
フと一緒にいる時間が長
く、仕事のやり方などを懇
切丁寧に教えてもらいまし
た。当初は電話応対など苦
労したこともありましたが、気さくなスタッフが多く気持ちよく働け
ました。何でも言いやすい魅力的な職場環境で、自分から仕事の
進め方を提案するなど、積極性を身につけることができたと思いま
す。同時に、いやな時はノーと言う意思表示の重要性も学びまし
た。6か月近い実習期間でしたが、人間的な成長を実感できる貴
重な体験だったと思います。休日には、ディズニーワールドの中の
様々なテーマパークに無料で入園できるという特権を生かして50
回以上入園したことや、カリフォルニア大学リバーサイド校での語
学研修中のホームステイで、ホストファザーやホストマザーから温
かいおもてなしを受けたこともいい思い出です。
 （現代英語学科17生）

　今年度は147名の学生が海外留
学へ出発しました。7月10日の壮
行会で、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8月から
11月にかけて、それぞれの留学先
へと旅立ちました。

海
外
留
学
生
出
発

２
０
１
９
年
度
２
期

国・地域名 人数
アイルランド 1
アメリカ 46
イギリス 14
イタリア 1
エストニア 1
オーストラリア 15
カナダ 21
韓国 3

国・地域名 人数
台湾 5
中国 5
ドイツ 3
ニュージーランド 2
フランス 27
ベルギー 2
ロシア 1
計 147

2019年度2期出発者　留学先国別人数

亀山学長からの激励のお言葉

UCR 特別留学
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受け入れ留学生 国際日本語教育インスティテュート

　NUFSには交換留学154名と大学院・学部の
正規課程留学生名の計13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。 （2019年12月現在）

国　籍 計
アイルランド 1
アメリカ 43
イギリス 26
イタリア 2
インドネシア 1
オーストラリア 6
オランダ 6
カナダ 7
韓国 3
キルギスタン 1
スイス 1
スペイン 3

国　籍 計
台湾 4
中国 23
ドイツ 5
トルコ 3
ニュージーランド 3
フランス 18
ベトナム 1
ベルギー 4
マレーシア 1
ルーマニア 1
ロシア 4
合計 167

世界23か国・地域から

167名の留学生

　国際日本語教育インスティテュートでは、留学生が日本の伝
統文化を実際に体験できるよう「日本文化実習」を実施してい
ます。今年秋学期に実施した文化実習を紹介します。

　私は、マールブルク大学から留学しているHenrik Dielsです。マールブルク
大学は、1527年に創立されたドイツでも9番目に歴史のある大学です。卒業生
には、化学者のロベルト・ブンゼンや哲学者で思想家のハンナ・アーレントな
ど著名人が多く、特に童話作家のグリム兄弟は皆さんもよくご存知でしょう。
ドイツ中央部にあるマールブルクは、大学を中心に街ができています。「マー
ルブルクに大学があるのではなく、マールブルクが大学そのものなのだ」と言
われてきたのはそのためです。
　マールブルク市の人口約7万5千人の3分の1が学生で、市と大学は、スポー
ツ、芸術、劇場、ダンスからオーケストラに至るまで、幅広い課外活動の機
会を学生に提供しています。大学には日本語のネイティブが常駐する日本語ラ
ウンジがあり、日本語の練習をしたり友達をみつけたりするのに便利です。
　マールブルクの街中や周辺には、数多くのバー、パブ、居酒屋、レストラン
があり、街の中央を流れるラーン川のほとりではバーベキューを楽しめます。
マールブルク城やセントエリザベス教会など、魅力的な史跡も豊富です。学生
にとっての魅力は、無料でバスや電車に乗れることです。フランクフルトやマイ
ンツ、ハイデルベルグにも無料で行けます。ドイツ語が話せなくても躊躇する
必要はありません。ドイツ
人の多くは英語を話せる
からです。

　魅力的な大学のある魅
力的な街、マールブルグで
ドイツとドイツ文化をぜひ
味わってください。

My name is Henrik Diels, I am a student of media-studies at 
the Philipps-University in Marburg. Marburg is located in 
central Germany.

The Philipps-University of Marburg was founded in 1527, 
making it the 9th oldest university in Germany. So naturally 
many significant and influential people have wandered 
these very halls, like Robert Bunsen, Hannah Arendt or 
most notably the Brothers Grimm.
Because of it being so old, Marburg is pretty much a city 
build around its university. There is even a common saying 
that “Marburg doesn’t just have a university, Marburg is 
a university”. Of Marburg’s roughly 75000 inhabitants 
around a third are students. Therefore the city and the 
university offer an interesting variety of extracurricular 
activities for its students. From sport-clubs, to art-clubs, 
theatre-clubs or dance clubs to orchestra activities. The 
university offers as well a Japanese language lounge, where 
we are always happy to have a native speaker to practice and 
make friends with.
The area in and around our beautiful old town is home to a 
vast variety of bars, pubs, restaurants and taverns for some 
post-work-relaxation, or you may set up a barbecue on the 
edge of the Lahn, a little river flowing through the heart of 
the city. And then there are of course our famous tourist 
attractions like the Marburg Castle (12th century) or the St. 
Elizabeth Church (13th century) waiting to be explored.

As a student you will be provided with free bus-and train 
rides through the whole member-state of Hesse and slightly 
beyond. So you can make free trips to Frankfurt, Mainz or 
Heidelberg and many more interesting cities with interes-
ting sights to be seen. And should you be hesitant, because 
of the German language, the vast majority of Germans is 
capable of speaking English and always willing to help.

Marburg is a fantastic city with a fantastic university and a 
great place to experience Germany and German culture.

ドイツのマールブルク大学からの留学生、ヘンリク・ディエルさんによる出身大学の紹介です。

ドイツ編

Hello NUFS!

英語原文 原文翻訳
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海外留学説明会（2020年度長期留学後期出発学生募集）
　 　2019年9月25日、27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育成の
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に基づき説明しまし
た。主にメディア造形学部の学生が参加し、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、個別の留学相談等を受け付けています。

イングリッシュラウンジ
　 　本学では、主に各学科で行う海外研修の事前学習としてイングリッシュラウンジを開

いています。（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。2019年度
後期は4学科のラウンジを設置し、約110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、
海外研修に参加しない学生にとっても英語のブラッシュアップになっています。

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。また、今回からワークショップを取り入れ、
特定事例に基づいた初動対応を学科等のグループに分かれて検討し意見を
共有しました。

　 　当日は学長をはじめ、国際交流委員長や海外研修担当者、事務担当者な
ど教職員32名が、当事者意識を持って真剣に耳を傾け、問題についての積
極的な発言・質問がありました。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。

ボーンマス芸術大学から国際交流担当者とファッション学科教員が来学
　 　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 Frankish氏、ファッション学科教員のSarah 

Charles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ました。また、本学ファッション造形学科
1年生を対象にワークショップを実施しました。コルセットの歴史について講義を受けた後、説明や指導を受けながら紙とテープ
を使って3Dコルセットを作成しました。学生は、3人1組のグループで協力しながら、熱心に作業に取り組みました。完成した
作品は切り取ってパターンとして使用し、今後、布を使って実際にコルセットを制作します。その後、留学に興味があるメディア
造形学部の学生向けにボーンマス芸術大学の留学説明会を実施し、60名の学生が参加しました。参加した学生は、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。この大学へは、本学から
現在 2名（映像メディア学科1
名、ファッション造形学科1名）
の学生が留学しており、今後も
交流の発展が期待されます。






















コメント大賞授賞式
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MLC からのお知らせ図書館

読書コメント大賞各賞
大 賞 外国語大学 ぽてつくさん 『銀河で一番静かな革命』 マヒトゥ・ザ・ピーポー著
最 優 秀 賞 外国語大学 加藤杏香さん 『パレード』 吉田修一著
図書館特別賞 外国語大学 オリビエさん 『堕落論』 坂口安吾著

出 版 会 賞
外国語大学 Shiho.M さん 『命のビザを繋いだ男：小辻節三とユダヤ難民』 山田純大著
外国語大学 橋本武志さん 『コンビニ人間』 村田沙耶香著

留学生奨励賞 外国語大学 Shanklin Kirby さん 『Uglies Series』 Scott Westerfeld 著

奨 励 賞

外国語大学 茶々丸さん 『82年生まれ、キム・ジヨン』 チョ・ナムジュ著
外国語大学 よべけんさん 『二十歳の原点』 高野悦子著
学 芸 大 学 片岡沙耶さん 『カラフル』 森絵都著
外国語大学 かすみ草さん 『私は私のままで生きることにした』 キム・スヒョン著

学 芸 大 学 38さん 『「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東
大読書』 西岡壱誠著

外国語大学 AT さん 『「言葉にできる」は武器になる。』 梅田悟司著
学 芸 大 学 おむすび大百科さん 『超暇つぶし図鑑』 ARuFa 著
外国語大学 倫理さん 『ハッピー☆アイスクリーム』 加藤千恵著

外国語大学 吉野晃平さん 『生き心地の良い町：この自殺率の低さには理由
（わけ）がある』 岡檀著

外国語大学 はるさん 『臆病な詩人、街へ出る。』 文月悠光著

第3回NUFS＆NUAS読書コメント大賞
～読んで書いてつながろう～

募集期間：2019年10月1日火～11月15日金
応募作品：112点（外国語大学88点、学芸大学24点）
授 賞 式：2019年12月11日水

　図書館と名古屋外国語大学出版会の共催企画
「NUFS＆NUAS読書コメント大賞」も今年で3回目。名
古屋外大、名古屋学芸大の両校から合計112点の作品
が寄せられました。特に今回は力作が揃い、受賞作以
外にも、書き出しや文末表現の印象的なコメントが多く

ありました。また、本のジャン
ルも多岐に渡り、これまで読ん
だことのない分野の本であって
も、きっと共感するところがあ
ると思います。この企画が秋の
風物詩のひとつとして浸透して
いくことを願います。
　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。






















Book�Party　第1回チラシ

Book�Party　第2回チラシ

Book�Party　テーマ企画

N.U.読書委員会

BookParty　第2回様子
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Vol.64 第3回読書コメント大賞に応募しよう
10月4日金～12月13日金

Vol.65 第3回NUFS＆NUAS読書コメント大賞受賞作
12月16日月～

テーマ「みんなに紹介したい本」
テーマ「誰かに贈りたい本」

テーマ企画

Book Party

　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、書評の専門紙 
「週刊読書人」に掲載中“大学生がススメる本”での紹介本を集めました。「週刊読書
人」とはビジネスから小説まで、新刊書籍の書評が掲載されている書評専門紙です。
最新号は新聞コーナーにあります。
　バックナンバーはウェブサイトで確認できます。https://dokushojin.com/

　112点の応募の中から、受賞した16点のコメントを本と一緒に並べました。同年代
が何を読み、どのように感じ、表現したのかがよくわかります。コメントを読んで新た
な本に出会った人もいることでしょう。あなたも、“読んで、書いて、つながる”を体
験してみてはいかがでしょうか。

　Book Partyとは、テーマに沿った本を持ち寄り
紹介する交流会です。2011年から近隣5大学との
共同図書環事業にて企画したイベントで、毎年継続

して行っています。2019年度第1回は学生と協同で、第2回
は学生（N.U.読書委員会）が主体となって企画しました。読
書の楽しみを共有したい学生が集まり、時には静かに、時に
は熱く語り合っていました。Book Party終了後も会場に残っ
てさまざまな話をしている姿
を見ることができました。本
を通じた新たな出会いの場
を提供できたことを嬉しく思
います。「本好きの人が周りに

あまりいなかったので新鮮でおもしろかった」「自分の
知らない分野の本を知ることができて楽しい時間だっ

た」などの感想をいただきました。Book Partyで紹
介された本は、図書館1階テーマ企画コーナーにて紹
介者のコメント付きで展示も行いました。

こんにちは！N.U.読書委員会です。私達はそれぞれ

全く異なる学部・学科で学んでいるので、その違い

を生かしてポスターデザインや告知などの作業を分

担し、協力して企画を進めています。今後も新たな企

画を予定していますので、是非お越しください。

第1回 6月28日金

第2回 12月20日金

テーマ企画�Vol.64

テーマ企画�Vol.65

Book�Party　第1回様子
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2019年度開催ミニ企画開催一覧

ミニ企画

新規データベース紹介

　今年度行ったミニ企画のうち、一番人気は“上野千鶴子”氏でした。
今年の東京大学入学式祝辞で話題をさらった上野氏が来学した学内イ
ベントに関連して行いましたが、ミニ企画初の全図書貸出を達成しまし
た。上野氏への関心の高さを改めて実感する企画となりました。今年度
は学内イベント関連企画に加え、9月には学生のみなさんに“研究”の礎
に触れてもらうべく“公正研究”と“研究倫理”をテーマに、看護図書
室でも併せて行いました。

ヨミダス歴史館
　「読売新聞」の記事データベースです。1874年（明治7年）11月2日付の創刊号から最新号（前日の日付）までの読
売新聞紙面を収録しています。明治～昭和終戦直後ごろの記事には、現代の言葉で見出しとキーワードがつけられて
いるため、明治～昭和の紙面が一貫して検索できます。1986年以降の記事は検索結果がテキストで表示され、さらに
2008年12月以降の記事はテキストに加えて「切り抜き紙面」が付きます。また、英字紙「The Japan News（旧タイト
ル：The Daily Yomiuri）」も収録しており、収録期間は1989年から最新号（前日の日付）です。2011年8月から邦文
の関連記事とリンクされており、比べて読めば英語の学習にもなります。

Nexis Uni（LexisNexis Academicから移行）
　海外のニュース、企業調査レポート、国情報、英米法を中心とした法情報等を検索できる全文データベースで、収
録されている情報は、主に英語のものです。ニュースは、New York Times、The Japan Times、Le Monde等の新
聞・雑誌記事だけでなく、BBC、CNN等の放送原稿も収録しています。検索結果は、印刷・ダウンロード・メール送
信などで送ることができます。

講習会
　図書館ではデータベースの講習会を行っています。今年度は、Nexis Uni、Academic Search Premierなどの講習
会が行われました。データベースも常に進化しています。不定期ではありますが、開催の折には奮ってご参加ください。

企画テーマ 開催期間

上野千鶴子 2019年 7月 1日（月）～

公正研究・研究倫理 2019年 9月16日（月）～ 9月30日（月）

祝5周年・名古屋外国語大学出版会／ワールドリベラルアーツセンター 2019年11月 5日（火）～11月19日（火）

ノーベル文学賞オルガ・トカルチュク／ペーター・ハントケ 2019年11月20日（水）～11月30日（土）

カザフスタン 2019年12月 6日（金）～12月20日（金）

“上野千鶴子”企画、
全図書貸出達成！
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MLC

　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特設展示で7月

末から「雨を愛して」、11月末からは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」を行いました。

　「MLCサポーターってなんだろう。4年しかない大学生活、せっかくだか
ら色 な々ことに挑戦してみたい！」そんな気持ちで始めたMLCサポーター。
加入して初めての仕事は、なんと企画展示の部門リーダー。不安も多くある
中、準備がスタート。予感的中。うまくいかない！何がうまくいかないって、
全てがうまくいかない。チームのメンバーとの意思疎通はできないし、期限
は守られないし、もうすべて投げ出したい、そう何度思ったことか。それ
でもなんとか1期中に展示を開始することができたので良かったとは思いま
す。しかし、反省点が多く残った企画でした。2期の目標としては、より効
率よく準備を行うこと、来館してくださった方にもっと興味を持ってもらえる
ような企画を作ることを目標に活動していきたいと思います。

　1期からMLCサポーター展示企画は“雨”が印象的な映画を紹介しまし
た。楽しんでもらえたなら幸いです。2期からの企画は、サポーターのおす
すめする映画を紹介しました。アクションから恋愛、ミステリーなどジャン
ルがさまざまな映画を展示、表紙には各サポーターの映画に関する一言コ
メントが書かれているので、それを読んで映画を選んでみても良いかもしれ
ません。投票用紙にて人気投票を行い発表したりもするので、是非今後も
MLCサポーター展示企画をチェックしてみてください。

MLC
サポーター

MLC
サポーター

河手 万采さん（外国語大学・国際教養学科）

稲垣　樹さん（外国語大学・現代英語学科）

Multimedia Learning Center（MLC）一時休止のお知らせ

　日進キャンパス整備計画の一環として、2020年度に向け東館1～2階を改修することとなりました。それに伴い、

東館2階のMultimedia Learning Center（MLC）は2020年1月末を以て一時休止します。

　多くの皆さんに愛され親しまれてきたMLCの映像資料、視聴覚資料等は中央図書館に移管し、これを機に図

書館では、デジタルコンテンツを始めとする様 な々ツールや新たなニーズに対応できるよう計画しています。

　2020年夏に改修工事を行い、MLCの機能を引き継ぎつつ、新たな施設としてより充実した学習空間の整備を行

う予定ですのでご期待ください。

　移設工事期間中は騒音等が発生する可能性がありますので、利用者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

 （名古屋外国語大学・名古屋学芸大学 図書館長　浅野妙子）
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今年のテーマは 。「 」PUZZLE
みんなの思いがひとつになった笑顔の舞台。

　今回のテーマに掲げられたのは「PUZZLE」です。「いろいろと思いをめぐら
す」「難問を解決しようと思考する」などを意味する言葉には、合同祭実行委
員一人ひとりが試行錯誤し、よりよい合同祭を作り上げたいという思いが込め
られています。そして「PUZZLE」とは、それぞれのピースが組み合わさり、
ひとつの絵が完成するもの。在学生、学校関係者、合同祭実行委員はもち
ろん、地域の方々、来場者の方々、すべての人々が繋がり、ひとつになれる
合同祭を目指そうという考えのもと、選定されたテーマです。
　今回、初日は時折雨の降る天候に見舞われましたが翌日には回復。両
日とも、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来場され、2日間の総来場者数は
約8,200人に達しました。会場内は、この日のために準備し
てきた学生たちと、イベントや模擬店を楽しむ方々の笑顔で
あふれ、まさに一体感につつまれた祝祭の空間に。学生一人
ひとりにとっても思い出深い合同祭となったことでしょう。

第24回を迎えた名古屋外国語大学・名古屋学芸大学の「合同祭」。
今年は2019年10月19日・20日に開催されました。

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学 合同祭第24回
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　合同祭は、学生たちが日頃から取り組んできた学びの成果を家族や地域の方 な々どに発表する貴重な機会です。今年も
多彩なイベントを通して、学生たちが成長した姿をイキイキと披露していました。
　名古屋外国語大学の中国語学科では、合同祭の恒例イベントのひとつとなった『第32回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、昨年に引き続き、中米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＆写真展』を行いました。新たな試みとして企画されたのは世界共生学科の『地域創生科目ポスター展示』。
学生が実際に現地で実施したフィールドワークの成果を展示したポスターは、高校生からの関心も高かったようです。
　また、エアライン業界研究グループは、おなじみの『模擬フライト』に加え、今年は『JAL Cafe＆制服体験』を開催。
多くの人が参加し、たいへんな賑わいをみせていました。マスコミ業界研究グループ主催の『第11回ベストアナウンサーコ
ンテスト』は、今年から課題に緊急ニュースが加わり、さらに実践的な審査内容へとグレードアップ。初見の原稿に対応
する発表者の姿には、今までにはない緊張感が漂っていました。

　大学生は1年生の暗唱の部と、2年生以上
の弁論の部。高校生は朗読の部で参加。今
年も50名以上が努力の成果を披露しました。

　毎年、幅広い年齢層の方々で賑わ
う模擬フライト。JALの機内で提供
されるキウイジュースの試飲、制服の
記念撮影も人気を集めました。

　貧困に苦しむ子どもたちの教育支
援に寄付することを目的としたチャ
リティーバザー。異文化をテーマに
した映画の紹介も行いました。

　卒業生の現役アナウンサーも審
査に加わり、年々レベルの高い競い
合いになっています。発表者の学生
たちも真剣そのものです。

　今回は、白老（北海道）、中津川、
南木曽での研修成果を展示。学生
たちが来場した方々に現地での経
験を熱心に説明していました。

学生一人ひとりが成長の証を晴れやかにアピール
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交流を通して得た経験が

新たなモチベーションに

　合同祭を行う意義のひとつは、さまざまなイベントを通して、地域の
方々、世代を超えていろいろな方 と々交流を深めること。その経験を次の
ステップにつながる意欲へと結びつけることです。
　名古屋学芸大学の管理栄養学科では、毎年参加している人がいると
いうほど定着した『健康・食生活チェック』を開催。今年も家族で来場さ
れた方々で賑わいました。映像メディア学科は、3年次制作展として『ゼ
ミ展2019』で個性豊かな作品を教室やギャラリー、ラウンジなどで披露。
デザイン学科も『作品展示』としてコンタクト展の出品作品、産官学協同
プロジェクトでの成果を発表。学生たちの成長と熱意が伝わる力作を前
に、来場者も立ち止まり、じっくり確認していました。ファッション造形
学科の『NUAS COLLECTION 2019』は今年も大盛況。ファッション
ショーの会場は、保護者をはじめ、多くの方々で埋め尽くされ、学生た
ちの作品に熱い視線を送っていました。子どもケア学科は、例年に引き
続き、それぞれのゼミにおける『教育・研究紹介』をパネルで展示。「子
どもケアセンター」の役割や活動なども紹介され、地域の方々への理解
を深める機会にもなっていました。

　今回も体組成測定や骨密度測
定、食事診断などを実施。学生サー
クル特製のバランス弁当（先着50名
様限定）は、今年も大評判でした。

　ファッションショーでは、1年生グ
ループ作品24点、2・3年生グルー
プ作品72点を発表。翌日、優秀作
品展示も行われました。

　今年のテーマは「集結」。映画や
TV、フォト、サウンド、3DCG、イ
ンスタレーションの7領域で、学生た
ちが独創性をアピールしました。

　地元の企業や自治体などと取り組んだ産官学協同プ
ロジェクトの成果に来場者の方々も注目。学生たちの
努力の結晶に感心していました。
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かけがえのない思い出を

みんなの心に刻んだ2日間

　合同祭に華を添えるイベントといえば、ステージでのライブパ
フォーマンス。今回、初日は天候不順によりPOP STAGE（メイ 
ンステージ）が体育館のアリーナ特設ステージへと変更になりま
したが、学生たちはいっそう盛り上げようと熱のこもったパフォー
マンスを繰り広げました。もちろん、PIECE STAGE（学芸大5 
号館ステージ）やサブアリーナでも、学生たちが練習の成果を全
力でアピール。それぞれのステージ付近は、来場者の歓声や拍手
につつまれていました。
　合同祭の盛り上がりには、模擬店も欠かせません。今年は48
の模擬店が会場内に並び、来場者の方々で大盛況。自分のブー
スをアピールする学生たちの声が飛び交い、合同祭にふさわしい
活気を生み出していました。
　今年のスペシャルライブのゲストは3組。オープニングを飾った
名古屋を拠点に活動する3ピースロックバンド、otter hangout。
男女混成ダンス＆ヴォーカル＆DJグループとして人気のlol～エル
オーエル～。そして炭酸系サウンドが話題となっているサイダー
ガールです。中でもlol～エルオーエル～は、名古屋外国語大 
学・名古屋学芸大学とのオリジナルタイアップソングを手がけたこ
ともあって学生たちも待ち望んでいたステージでした。
　そして、いよいよフィナーレへ。後夜祭、BOB（ベストオブブー
ス賞）の発表、恒例のレーザーショーへと進みました。2日間の
エンディングを迎えた学生たちの心は、達成感に満たされていた
に違いありません。そして、一生の思い出に残る時間になったこと
でしょう。




  　メディア情報教育センターi
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国際会議ED-MEDIAに参加

世界中の研究者との立食ランチバイキング 招待者による基調講演ほか
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メディア情報教育に関する国際会議に 
参加して
　昨年6月に、本学の情報メディア教育の方向性を探る目的と
研究発表を兼ねて、オランダで開催された教育メディアとその
技術に関する国際会議であるED-MEDIAに参加しました。
　ED-MEDIA は、1989 年 か ら AACE（Association for 
Computing in Education）が毎年行っている国際会議の一つ
で、毎年70か国を超える国々から1000人近い研究者や教育
者および関連企業の人々が参加する教育工学の分野では世界
最大規模の学会となっています。今回、幸運にも前回のNapre 
87号で紹介した大人数授業におけるスマートフォンを用いたペ

アワーク研究の口頭発表
を行う機会を得ることが
できたので、アムステルダ
ムで行われた会議に参加
しました。
　会議は6月24日から28
日までの5日間、Innovate 
Learning 学 会 と 合 同
でアムステルダム駅 近
く に あ る Renaissance 
Amsterdam Hotel で 開
催されました。チューリッ
プの季節は終わっていた

ものの、夏至に近いこともあり夜9時頃まで太陽が輝いてい
て、ジューンブライドに相応しい爽やかで明るく過ごしやすい
天候に恵まれた学会となりました。
　開催中、招待者による基調講演が行われたほか、ワークセッ
ションやテーマごとのプレゼンテーションが多くの会場で開催
されました、ランチは連日立食のバイキング形式だったので世
界中の研究者とコミュニケーションを取ることができました。

　基調講演は、ホテルに併設されている歴史ある大ホールで
毎日1名ずつ行われましたが、中でもオランダ・オープン大学
のKirschner教授による、ICTを用いた教育が本当に学習効
果を高めているのか確信のないままむやみに予算と労力をか
けて広く行われていることに警鐘を鳴らす講演が印象的でし
た。また、2日目には「高等教育の未来」というテーマでパネ
ルディスカッションが行われ、今後の大学教育がどうあるべき
かについて議論がなされました。議論の内容は今後の大学の
情報関連教育だけでなく大学教育の本質にも踏み込んだもの
で大いに参考になりました。
　大人数従業におけるスマートフォンの発表に関しては
moodleの利用やペアの組み合わせに関する質問があり、今後
の研究のためのサゼッションも受けることができました。
　全体的には、スマートフォンに関する発表が31件、YouTube
に関するものが22件、その他SNSに関するもの（Twitterや
Facebookなど）が50件以上発表されており、世界的な傾向とし
て教育においてもスマートフォンやSNSを利用した教育手法
が数多く開発され実践されていることがわかりました。特に語
学教育に関してはこれらを利用している場合が多く、語学教
育を主とする本学でもスマートフォンやSNSなどを積極的に取
り入れた授業を行う必要性を強く感じた学会となりました。
 （名古屋外国語大学メディア情報教育センター長　大矢芳彦）
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佐藤小百合さん

今井華さん

高階絵里香さん

総領事館賞　安田累乃さん
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第32回 中国語スピーチコンテスト
　2019年10月19日（土曜日）、名古屋外国語大学第32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
を学ぶ学生の日頃の学習の成果を披露してもらうために毎年
行われているものです。
　名古屋外国語大学の在学生の他に、中国語を学ぶ多くの高
校生たちも参加してくれました。また、今年も、中華人民共和
国駐名古屋総領事館から陳麗萍領事と岳倩領事を貴賓として
お迎えしました。

　午前中は暗誦大会と朗読大会、午後からは弁論大会（第Ⅰ
部・第Ⅱ部）が行われ、計51名（暗誦大会13名、朗読大会
7名、弁論大会（第Ⅰ部25名、弁論大会第Ⅱ部6名））が出場
し、3大会合わせて約200名の観客の皆様にお越しいただき
ました。
　厳正な審査の結果、暗誦大会、朗読大会、弁論大会の各
大会の入賞者が以下のように決まりました。
 （中国語学科　准教授　劉綺紋）

暗誦大会（大学の部）
1位 佐藤　小百合

2位 伊藤　愛梨

3位 金田　萌花

特別賞
桑原　勇翔

西垣　結季乃

弁論大会（大学の部）

第Ⅰ部

1位 高階　絵里香

2位 稲熊　瑞貴

3位 赤尾　百葉

4位 説田　明紘

5位 森　香澄

6位 西田　圭吾

特別賞

山梨　茜

北澤　未来

鬼頭　優希奈

総領事館賞 安田　累乃

第Ⅱ部

1位 今井　華

2位 韓　美幸

3位 片桐　秋恵

中国語学科

朗読大会（高校の部）
1位 水野　さや （名城大学附属高等学校3年）

2位 坂木　愛歩 （清林館高等学校2年）

3位 横道　加奈 （清林館高等学校2年）

特別賞
原田　朝美 （愛知県立南陽高等学校2年）

松岡　彩華 （名城大学附属高等学校3年）
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カメル・ダーウド氏講演会（特別ゲスト・李琴峰氏）

　11月11日（月）511教室にて、外大フランス語

学科とアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

による秋の共同企画を行いました。アルジェリア

の作家カメル・ダーウド氏に、フランス語で執筆し

た小説『もうひとつの『異邦人』―ムルソー再捜

査』（2015年度ゴンクール新人賞、鵜戸聡氏訳、

水声社刊）を紹介していただくとともに、特別ゲス 

ト・李琴峰氏と公開対話を行いました。アルジェ

リアではアラビア語が宗教と関連した神聖な言語

とされており、フランス語を選ぶことは一種の言語

的裏切りとみなされるというダーウド氏の主張に

対し、台湾では中国語と日本語の間にそのような

関係はなく、15歳の時にそれが美しい言語と感じて学び始め、

台湾大学で日本語を専攻した後、日本に留学し、日本語で書

いた小説が出版されたのをきっかけに日本語で書き続けてい

ると李氏は語りました。

　ダーウド氏は、『もうひとつの『異邦人』』は決してカミュの

『異邦人』を批判する意図で書かれた小説ではなく、『異邦人』

の世界を補完し、完結させるつもりで書いたもので、植民地主

義批判という点だけを見ずに小説として自由に解釈して欲しい

と語りました。

　李氏は日本語の持つ表現力―3種類の文字を使い分けるこ

とができること、ルビが使用できること―などを通じて人間の

愚かさと愛おしさをこれからも書いていきたい、性的マイノリ

ティという主題も、台湾は同性婚をアジアで初めて合法化する

など、先進性があるように思えるが、文学表現としては同性愛

の話題は、80年代以降に初めて現れた。日本では、三島由紀

夫などが早い時期に文学の主題として扱っており、台湾よりも

文学表現の歴史の層は厚いと主張しました。

　またダーウド氏は、アルジェリアは民主化以降、フランス語

の使用が制限され、アラビア語化の傾向が加速している。フ

ランス語が植民者の言語であったことから、英語を導入しよう

とする動きもあるが、130年以上のフランス支配によりフランス

語が国内に行き渡っており英語で置き換えることには無理が

ある、アルジェリアはアルジェリア語（アラビア語のアルジェリ

ア方言）とフランス語を使用する社会であり、フランス語によ

る啓蒙活動によって、アルジェリアの近代化を支援したい、と

語りました。

　植民地支配という過去は直視しに

くい歴史ですが、言語が国境を越

え、創造力を刺激する現場を垣間見

られ、興味深い講演会と公開対話と

なりました。なお、本講演会は、中

国語学科、日本語学科、国際日本学

科などの複数の学科の教員、学生た

ちの協力を得て実現しました。これ

まで以上に国際的な講演会となった

点も特筆したいと思います。

 （外国語学部フランス語学科教授 

 伊藤達也）

フランス語学科
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2019年度ワールドリベラルアーツセンター（WLAC）活動報告 
「Nufs映画祭―プレミアムシネマトーク」の開催

　2015年の発足以来、WLACでは様 な々

分野における催しが行われています。2017

年度からは「ランチタイムコンサート」を皮

切りに、複数の講演者による「シリーズも

の」が始まりました。

　その一環として、2019年度は映画をテー

マに「Nufs映画祭―プレミアムシネマトー

ク」と銘打った5回にわたる講演会を開催

する運びとなりました。本学の学生たちに、

世界中の素晴らしい映画について知っても

らう、というのが主なねらいです。あまり宣

伝されず、いつの間にか人々の記憶から消

え去った名作や、数十年の長きに渡って多

くの人を感動させる作品が多々あることを彼らに知らしめるこ

と、そして「映画好き」の人々に、有名無名問わずの名作を、

専門家の視点から新たに紹介する、という趣旨もありました。

　シリーズ第一回目は「私の世界一の映画」というタイトルの 

もと、3人の研究者によるシンポジウムを開催しました。本学

のヤニック・ドゥプラド准教授によるジャン・ギャバンの「大い

なる幻影」、非常勤講師の小川真理子氏は「サイレント映画の

まなざし―gaze」、そして学芸大学の柿沼岳志准教授からは 

「アンゲロプロス―溶解と凝固」というバラエティに富む報告

がなされ、会場では活発な質疑応答がおこなわれました。

　第二回目は本学学長である亀山郁夫教授がイングマル・ベ

ルイマンの「処女の泉」を取り上げ、ドストエフスキー的要素

である「黙過」を映像でどのように表現しうるかを論じました。

　第三回目は白井史人講師による「視せる映画」。すでに映像

自体が失われている無声映画の音楽譜から新たに映像を再

生する試みと、音と映像を結びつける創造力の根源について

述べました。

　第四回目はイタリア映画をテーマに、石田聖子准教授がスペ

クタクル史劇とネオリアリズモについて、歴史的背景とともに論

じました。

　そして最終回となった1月29日は、再び学芸大学の柿沼岳

志准教授が登壇し、難解で知られるゴダールについて「なぜ

難解なのか」をテーマに語りました。

　シリーズを通し、映画好きの方々には、様 な々側面から切り

取った新たな視点を提供し、また学生には映像の新しい世界

を紹介できたのではないかと感じています。初回から通して参

加してくれている学生や教職員、一般参加の方 も々多く、「次の

テーマはなんですか」と聞かれるのは嬉しいことでした。「研

究の成果を広く地域に発信する」というWLACのミッションの

一つを担うことができたかと思います。

ワールドリベラルアーツセンター
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ISO22000マネジメントシステム認証を取得
　2019年12月、管理栄養学部はISO22000マネジメントシステム認
証を取得しました。ISO22000とは「HACCPシステム」と「マネジメ
ントシステムの基本であるPDCAサイクル」を組み合わせた食品安
全マネジメントシステム規格です。“食品安全に関する専門人材の教
育及び給食管理実習”を登録範囲として認証されました。これは、
2017年に新設した実習室の食品安全管理システムで行なう高度な専
門人材養成が国際基準でできることを示しています。全国の管理栄
養士養成大学では初の認証取得になります。
 （管理栄養学部　管理栄養学科　塚原丘美）

全国の料理レシピコンテストで2組が入賞
　公益社団法人日本糖尿病協会が主催する“第6回 
チャレンジ！糖尿病いきいきレシピコンテスト”で2名の学
生（大原あいさん、山口亜由美さん）が審査員特別賞を
受賞しました。1次審査は162件の中から選ばれました。
　国立研究開発法人国立循環器病研究センターが主
催する“第4回おいしい減塩レシピコンテストS–1グラ
ンプリ”で2名の学生（犬飼凌輔さん、高田涼太さん）
が全国第3位に入賞しました。1次審査51件の中から
選ばれました。
　どちらも1次審査を合格し、調理実技審査がある2
次審査を経て選ばれました。
 （管理栄養学部　管理栄養学科　塚原丘美）

管理栄養学科

ISO22000認証登録証授与式
（於：名古屋学芸大学本会第1会議室、2019.12.4）

マックスバリュ東海株式会社とコラボ弁当を販売
　マックスバリュ東海株式会社と調理学研究室の学生で共同開発
した「知って得する『豆知識弁当』」が2019年9月29日・30日の2日 
間、限定で3000食販売されました。今回の共同開発は、地元の学
生の想いを形にし、地域社会に寄り添うというアイディアより実施に
至りました。豆知識弁当では、秋に旬を迎える素材を使用したおか
ずや栄養価の高い豆を多く使い、健康に配慮した合計 9種類のメ
ニューを楽しめるようにしました。また添付のクイズに答えながら、
食や栄養についての豆知識が得られるという仕掛けを試みました。
店舗での試食販売イベントに協力し、購入者のご意見を耳にすること
もでき、学生にとって大変貴重な経験となりました。
 （管理栄養学部　管理栄養学科　岡田希和子）

マックスバリュ森孝東店で販売のお手伝い

審査員特別賞を受賞（2019.10.20） 第3位に入賞（2019.12.14）
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大塚議長を囲んで記念撮影

36Feb.2020  Vol.88

竹の山自治会防災訓練で「東北支援活動」の報告をしました
　2019年度竹の山自治会防災訓練が12月1日に竹の山小学
校体育館で行われました。本学から、2つのブースを出展しま
した。
　その一つが東北支援活動で、2019年夏休みに『復興・創 
生インターン』に参加した管理栄養学部1年の田辺明日香さん、
田辺紗弥香さんが、岩手県九戸郡洋野町、福島県いわき市で
の一か月間の活動の報告をしました。
　それぞれの企業の持つ課題を自ら見つけ、その課題解決
に向けて、試行錯誤した経験と企業の皆さんに支えられての
日 と々インターン参加の地域の被災状況・復興状況も報告しま
した。
　東日本大震災から9年が経とうとしていますが、防災訓練で
被害の様子や復興の様子をお伝えしつつ、皆さんに防災につ
いて考えて頂きました。

　「復興・創生インターン」は、復興庁事業「伴走型
人材確保・育成支援モデル事業」の1つであり、岩
手県、宮城県、福島県の被災地企業を対象とした実
践型インターンシッププログラムです。学生にとって
は、単なる就業体験に留まらず、被災地企業が抱え
ている課題に対し、経営者と協働して解決に取り組
む実践型インターンシッププログラムであり、約1か月
間、学生同士、共同生活を送りながら就業体験を経
験することにより、キャリア観の醸成や課題解決能
力の向上を図ることを目的とし、被災地で復興に懸
命に取り組む人々や、地域で活躍する人 と々一緒に、
様 な々課題へ挑戦するものです。 （復興庁HPより）

　SLセンターでは、学生の大学での学びやスキルを活かし、
学びを広げるボランティアを紹介しています。
　そのボランティアは、地域活動や健康支援、社会福祉など
広い分野で日進市内・愛知県内を中心に実施しています。東
北の復興支援活動も行っており、復興庁が行う『復興・創生イ
ンターン』や本学独自の東北での活動を通して学生によるボラ
ンティアを実施しています。
　東北での活動は、学内で、日進市内の防災訓練で、愛知
県の防災イベントでこれまでも報告をしてきました。今年度は、
学内や日進市内の防災訓練での報告に加えて、なごやささしま
ライブエリアで10月19日（土）・20日（日）に開催された『ぼ 
うさいこくたい2019』でも報告をしました。

　復興・創生イン
ターン（2018 年 夏 

（岩手県）・2019 年 
春（ 岩手県・宮城
県））に参加した学
生の活動、本学独
自に行っている南
三陸町での活動の様子をそれぞれポスターにまとめ、掲示し、
興味を持ってくださった皆さんに学生から活動の説明させて
いただきました。
　オープニングセッションの終了後には、大塚義治防災推進
国民会議議長、防災推進協議会会長（日本赤十字社社長）が
本学ブースにお立ち寄りになられ、学生から活動の説明をさ
せて頂きました。大塚議長からのご質問に、学生は笑顔で回
答をしていました。
　防災に携わる多くの方々が、学び合い、つながるこのイベン
トにおいて、学生たちは参加された皆様から学ばせていただ
きました。そして、自分たちの活動に自信を持ち、大学での学
びと防災をつなげて考える場面もあり、その一つ一つが学生
にとって意味を持つ学びとなっていく様子がうかがえました。

SLセンター




『復興・創生インターン』報告をする田辺明日香さん・田辺紗弥香さん

『ぼうさいこくたい2019』に出展しました

10月19日　ぼうさいこくたいで大塚議長に説明をす
る学生
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2019年度3年次制作展『ゼミ展』
　2019年10月19日（土）～20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（映画・TV・フォト・
サウンド・3DCG・アニメーション・インスタレーション）で学んだ3年次生
97名の77作品が発表されました。展覧会にあたり、実行委員の運営・広
報なども学生主体で行われ、今年は来場者からより意見をもらえるようス
タンプラリー企画、また展示の幅を広げて屋外での展示に挑戦する学生
も多く見られ、誘導の工夫など、運営も展示も充実したものとなりました。
翌週には教員と学生を交えての交流会を実施し、今後学生にとって制作
活動の励みとなる展覧会となりました。

映像メディア学科

受 賞 作 品

「雨の日のための幻想曲」
新美 里奈

「escape」
西尾 秋乃

「私は沖縄への愛着がない。」
仲原 響子／宮城 好恵美／岸 朋香

「Light・Walk」	 米澤 洸奎／澤田 周吾／栗林 朋加／長谷川 竜万
「だれもいない」	 平野 汐音
「Automation」	 夏井 雄成／中西 智也

優秀賞大 賞

奨励賞
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大須シネマ・インディペンデント映画特集 
第1回仙頭武則MONJIN〈門人〉映画祭
　カンヌ・ベルリンなど多くの受賞歴を持つ国際的映画
プロデューサーでもある映像メディア学科 仙頭武則教
授と本学科の卒業生を始めとする20代の若者たちが製
作した作品を上映する映画祭が大須シネマにて開催さ
れました。
　2019年9月16日～9月20日まで、名古屋学芸大学映像
メディア学科卒業生の7作品ならびに仙頭武則教授監
督作品「NOTHING PARTS 71」（2014ver.／2019ver.）
や青山真治・仙頭武則共同プロデュース作品「はるねこ」
も上映。毎日新聞、中日新聞などメディアでも取り上げら
れた本企画、期間中は仙頭教授と卒業生たちによるトー
クイベントも連日行われ、県外からも多くの観客が訪れ
るなど大盛況となり、大須シネマ開館以来最高の観客
動員数を記録したとのことです。

The Other Side｜Intermedia performance
　『The Other Side』は、2019年10月3日に愛知県芸
術劇場小ホールにて、あいちトリエンナーレ舞台芸術公
募プログラムの一環として実施されました。当日は、キャ
ンセル待ちの列が出来るほどの来場者となり、満席での
上演となりました。映像メディア学科 伏木啓 准教授の
演出のもと、鈴木悦久 講師が音楽・音響、デザイン学
科 井垣理史 准教授が空間構成を担当し、ダンサーや
ピアニストを含め、計 7名のアーティストによるプロジェ
クトでした。

【教員の活動】

演出・構成・映像：伏木�啓／Direction,�Video�images：FUSHIKI�Kei
空間構成・装置：井垣�理史／ Space�design,�Object：IGAKI�Masashi
音楽・音響：鈴木�悦久／Music,�Sound�design：SUZUKI�Yoshihisa
ピアノ：山田�亮／Piano：YAMADA�Ryo

出演：髙木�理恵� ｜�てらにし�あい� ｜�やまだ�しげき
Cast：TAKAGI�Rie�｜�TERANISHI�Ai�｜�YAMADA�Shigeki

舞台監督・音響技術：土井�新二朗�／ Stage�management�and�Sound�technique：DOI�Shinjiro
照明デザイン・オペレーション：福井�孝子／ Lighting�design�and�operation：FUKUI�Takako
映像システム・オペレーション：中上�淳二／Video�system�and�operation：NAKAUE�Junji
広報デザイン：則武�輝彦／Graphic�design：NORITAKE�Teruhiko
運営補助：小倉�明子／Assistant�of�project�management：OGURA�Akiko
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合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 2019」
　2019年10月19日（土）、名古屋学芸大学ファッション造形
学科の合同祭ファッションショー「NUAS COLLECTION 
2019」が NUASホールで開催されました。
　1年生は、「NEW COMMER」という大テーマのもと、

「release x」「二面性」「中毒者」「Gems」「狂恋」「Che/ss」
の6グループに分かれ1グループ4体、合計24体の作品制作・
発表を行った。

　2年生以上の学生は、中性
的な中世ヨーロッパスタイル
を表現した「libere（ペア）」、
アンバランスをバランスよ
くをテーマにデザインした
「idée：（ファンクション）」、
汚れのない少女の可憐さと

意図しない色気の表現した「câlin
（無垢な少女）」、動物の持つ躍動感と人の手技を掛け合わせ
て生命力の表現した「vert（動物）」、行き過ぎた・周りに媚
びない気持ち・マイノリティーでも屈しない精神力の表現した

「drole（サイケデリック）」、デスメタルをもとに自分に対して
葛藤・悩み・怒り・恨みなどネガティブで暗い想いを表現した

「dur（メタル）」の6つのテーマでデザイン画を募集し、選ば
れた作品72点、合計 96点の作品がショーを彩りました。

　3年生を中心とした実行委員が約1年
かけて、テーマやコンセプトを決め、デ
ザイン決定やモデルオーディション・
作品審査からファッションショーの演
出・照明・音響・CG・映像など全て
学生が企画・制作しました。
　当日は、3回のステージ全てでホー
ルを一杯にし、会場に入りきれない
ほどの賑わいをみせ、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、
モデリングにおい
ても映像メディア
学科・デザイン学
科との協働での
ステージが出来
上がりました。

ファッション造形学科コンテスト入選・入賞歴2019

ファッション造形学科

以上、13 種コンテスト、19名入賞、10名入選

❖ナゴヤファッションコンテスト 2019
レディス部門
シルバー賞 中井　美彩

「ナゴヤファッションコンテスト2019」
レディス部門　シルバー賞　中井 美彩（4年生）

❖NDKフレッシュコンテスト 2019
グランプリ 久納　美咲

❖�第57回 全国ファッションデザインコ
ンテスト

入選 小川　葵
土屋　美樹
和久　千紘

❖新宿ファッションフィールド 2019
オカダヤ新宿本店賞 村雲　友美
入選 藤城　真菜

❖カセラサラフェスタ 2020
第1次審査通過 久納　美咲

吉本　美緒
※3月最終審査

❖翔工房
入選 久納　美咲

❖�ジャパン・テキスタイル・コンテスト�
2019

学生の部
シーズ賞 横川　舞波

渡邉　修平
Maria Welter

❖ナゴヤリメイクコンテスト
セトコ賞 清水　愛加里
アイリス賞 早川　奈那

❖Re�DESIGN�PROJECT�2019
企業賞（M.S.I. サスティナブル賞）
 波多野　千佳
企業賞（一般社団法人中部SDGs推進センター賞） 
 渡邉　修平

※ ドイツプフォルツハイム
大学交換留学生

❖第2回小林服飾レース作品コンテスト
岩崎賞 高津　彩華
サンフェルト賞 久納　美咲

❖2019 染織意匠図案コンペ
銅賞 池田　紗裕翔

❖�愛知県中警察署インターネット被害防
止クリアファイルデザインコンペ

最優秀賞 小笠原　那帆
優秀賞 小島　直子

長浜　藍
山田　優奈
近藤　里香

❖第50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
部門賞 新田　至歩
入選 佐々木　優衣

山本　和枝
吉川　沙希
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高等学校ファッションデザインコンテスト 
「FASHION PRIZE 2019」開催

　2008年度から開催している高等学校ファッションデザイン
コンテスト「FASHION PRIZE 2019」を本年度も開催しまし
た。12年目となる今年は、全国48校から499点のデザイン画
の応募があり、ファッションデザイナーの田山淳朗先生・畠山
巧先生に審査していただき、グランプリ1点・準グランプリ2
点・スタイリング賞3点・奨励賞5点・審査員特別賞6点の計17
点の作品が入賞しました。

　2019年10月19日（土）に開催された表彰式では10名の入
賞者にご出席いただき、杉浦学長から表彰状と賞金または賞
品が授与されました。
　応募されたデザイン画には、高校生の豊かな発想が表現さ
れた作品が多く、画力のすばらしさにも驚かされました。展示
された作品に多くの学生が刺激を受けたと思います。

山田　桃実
（岐阜県立海津明誠高等学校）

上村　透子
（愛知県立知立東高等学校）

木下　彩楓
（岐阜県立大垣桜高等学校）

グランプリ作品

準グランプリ作品

入賞作品展示表彰式



りＣＳ よＮ だ

名
古
屋
外
国
語
大
学

名
古
屋
学
芸
大
学

Ｎ　

Ｓ　

Ｃ

41 Feb.2020  Vol.88

栄養指導実習発表会 
　2年生になると集団を対象とした栄養指導実習の授業が始
まります。グループを作り、小学校高学年向けに「どうしてご
飯を食べるのだろう」、妊娠初期の妊婦さんを対象に「健康な
Babyを迎えよう」、離乳食を始めるお母さんに「ご飯の数だ
け大きくなる離乳食教室」など様 な々対象者を設定し、それ
ぞれのテーマにそって栄養指導案を作っていきます。その中
で優秀だったグループが選抜され、発表会を行いました。
　そして、内容の充実度、わかりやすさ、時間配分、発表態度など数項目に
ついて学生自ら評価・採点し、優秀なグループを3つ選び表彰する運びとなり
ます。
　最初は緊張している様子でしたが、いざ始まると堂 と々した態度で発表して
いる様子でした。この経験を実社会に出てからも活かしてほしいと思います。

学園祭を行いました
　名古屋栄養専門学校では、毎年11月の初めに学園祭を行っています。今年は11月
2日、3日に行いました。昨年から栄養専門学校単独での開催でしたが、卒業生や在
校生の家族の方々の、二日間で230名あまりの参加で、大いに活気もあり学生達の日

頃の成果を見ていただくことができました。
　今年のテーマは「ファンタジーランド」。各班、工夫を凝らした模擬
店ばかりでなく、健康測定コーナー、実体験実験コーナー、クイズ
大会、ビンゴなどステージ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。
　学園祭は学校のお祭りです。この機会を利用して卒業生が集って
くれることを願っています。来年は同窓会を同時開催する予定です。
今以上に卒業生が学校に顔を見せ、ネットワークが広がっていくこと
を願っています。

管理栄養士講座前半終了
　本校は2年生課程の栄養士養成校ですが、卒業後実務経験が3年あれば管理栄養士の国家試験を受験することができます。
そこで毎年卒業生に対して土曜日を中心に対策講座を実施しています。前半の6回が終了し、これから後半戦です。一人でも多く
の管理栄養士が生まれることを願っています。

名古屋栄養専門学校
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受賞後の笑顔の川合さん

ジャパンケーキショー審査員特別賞作品

技能五輪全国大会敢闘賞作品

ジャパンケーキショー東京銅賞作品

技能五輪全国大会
銅賞作品

ジャパンケーキショー東京銀賞作品

技能五輪全国大会
銀賞作品

技能五輪世界大会5位入賞作品
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2019年技能五輪世界大会5位入賞！ 
日本代表として4大会連続受賞！
　若い技術者が技術を競い合う技能五輪世界大会が8月にロシアで開
催され、本校、洋菓子科の川合黎奈さんが5位入賞を果たしました！本
校が技能五輪世界大会で入賞するのは、4大会連続の快挙です！
　また川合さんは、洋菓子製造の選手の中で、一番フードロスが少
なく、材料を大切に扱ったという事で、「サスティナビリティーアワード

（Sustainability Award）」でも表彰されました。

ジャパンケーキショー東京2019で7年連続上位受賞の 
快挙達成！

2019技能五輪全国大会出場者全員入賞！

名古屋製菓専門学校

　日本最大規模のコンテスト「ジャパン
ケーキショー東京」学生の部で出品数
460点以上の中から、銀賞を1名、銅賞
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7年連
続の快挙です。
　また今回は本校教員の西垣先生もプ
ロの部でたった一人しか受賞できない、
審査員特別賞を受賞しました。

　技能五輪全国大会が、11月に本校を会場に開催され、本校から愛知県代表として5名の生徒が出場し、全員入賞の快挙を達
成しました。技能五輪全国大会での入賞は、12年連続の快挙です。
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菱 野 幼 稚 園 だより

菱野幼稚園ではこんなことがありました♪

名古屋ファッション専門学校の学生さん来園

雨にも負けず…運動会

名古屋製菓専門学校の学生さんからのプレゼント

年末大掃除

　子ども服の制作を前に「子どもを知ろう！」と名古屋ファッション専門学校の学生
さんが菱野幼稚園に来てくれました。
　華やかだったり、独創的だったりする素敵なお洋服や小物などにも興味津々な様
子の子どもたち。お兄さんお姉さんとお話ししたり、リメイクTシャツを着せてもらっ
たりと楽しい時間を過ごしました。
　1月には学生さんたちが作った子ども服を着て撮影会を体験します。この子どもモ
デルも応募者がとても多く、抽選で当たった子は大喜びです。

　今年も降ってしまいました。2年連続、途中からの降雨。
10月14日に開催した運動会は、こんな早くから降るはずではなかった
雨のため、最後までプログラムを進めることができませんでした。とても
残念です。それでも少し空模様が怪しかったので、一生懸命練習してき
た種目ができるようプログラムを組み替えたため、概ね発表することが
できたことはよかったのですが。

子どもたちはというと、昨年の降雨中断を経験している年長組と年中組は、
「またか」と思ったとしても、至って平然と競技に打ち込んでいました。さすがです。一番小さな

年少組の子どもたちも、そんな雰囲気を察してか、慌てることなく、立派に対応できていました。
　そうです。いざ本番というときが必ず絶好なコンディションとは限りません。この先の人生でも同じ。この運動会での
体験は、いろいろな意味で子どもたちを成長させてくれたと思っています。
　たくましい子どもたちに拍手を送り、寛大に見守ってくださった保護者の皆様に深く感謝いたします。こうした経験を
積み重ねて、強くやさしく育ってほしいといつも願っています。

　今年も名古屋製菓専門学校の皆さんからクリスマスケーキをプレゼントして
いただきました。ケーキは人を幸せにしてくれるものです。菱野幼稚園の子ども
たちのためにと気持ちを込めて作ってもらえたことを子どもたちにもしっかり伝
え、みんなで感謝し、美味しさと幸せな気持ちを味わいました。
　大切にされていることは、子どもたちの心に残り、がんばれる力につながって
いきます。実際に作ってくださった先生や学生さんたちと会えたことで、さらに
嬉しさを実感しました。この特別な贈りものに深く感謝します。

　年末になるとそれぞれの家庭や神社仏閣など至る所で大掃除が行われます。
普段はなかなか行き届かないところもきれいにする日本の伝統行事。「今年の
汚れは今年のうちにきれいにしよう」と、この日は幼稚園でも全員で大掃除で
す。年末の風物詩とも言える大掃除は、きれい好きな日本人らしい風習です。
　新年を清々しく迎えたいという気持ちは、日本人の価値観として子どもたち
にもしっかり伝えたいものです。
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ひしの育ちわたしも です！ひしの育ち特別
企画

　昭和48年に開園した菱野幼稚園は、今年
度47年目を迎えました。卒園した子どもの人
数は、約5,300名。親子二代、菱野幼稚園に
通ってくださる方々も大勢いらっしゃいます。
　また、現在、菱野幼稚園の教諭として勤務
している元菱野幼稚園児もいます。今回は、そ
の「ひしの育ち」の4名を紹介します。

　　何組でしたか？担任は？
　　幼稚園の頃の呼び名は？
　　幼稚園ではどんな遊びをしていましたか？
　　菱野幼稚園での「いちばんの思い出」は？
　　菱野幼稚園はどんな幼稚園だと思っていますか？
　　これからどんな幼稚園になるとよいと思いますか？

1
2
3
4
5
6

また、各々が当時の先生（現職）と一緒に撮った写真を探してきて、
同じ場所で撮ってみました。

もも組担任　安東詩織

ふじ組担任　加藤恵里奈

もも組担任　米田彩乃

かんな組担任　中山七海

　　�年少：もも組・加知典子先生�
年中：うめ組・加知典子先生�
年長：きく組・加知典子先生

　　�詩織ちゃん
　　�ままごと・山
　　�歩きコースで、毎日みんなでおしゃべりしながら楽し
く通ったことと、大好きな先生が3年間担任でうれ
しくて、いつもくっついていたこと

　　�ひしの山で自然と触れあい、年間行事では多くの経験を
し、3年間で心も身体も大きく成長できる幼稚園だと思う。

　　�これからも地域の方に支えられながら、子どもたち一人一人
が伸び伸びと成長していける幼稚園になっていってほしい。

　　＊2月出産　お母さんになります！

1

2
3
4

5

6

　　�年少：もも組・村上（現在：加藤）由里子先生、�
　　　水野香菜子先生�
年中：うめ組・加藤寿恵先生�
年長：あやめ組・加藤寿恵先生

　　�えりちゃん
　　�砂場遊び
　　�移動動物園で馬に乗れたこと
　　�挨拶ができるいつも元気いっぱいの幼稚園
　　�一人一人の個性を大事にして、今よりもっと笑顔あふ
れる幼稚園になると嬉しい。

1

2
3
4
5
6

　　�年少：ゆり組・有賀千恵先生、太田裕子先生�
年中：ひまわり組・加藤千香子先生�
年長：あじさい組・藤谷（現在：石井）聡美先生

　　�あやちゃん
　　�うんてい、のぼりぼう
　　�年少の運動会で泣きすぎてかけっこも走れず、ずっ
と担任の先生に手をつながれ何度も往復して走った
こと

　　�すごく誇りに思える場所
　　�温かくアットホーム感があり、卒園しても遊びにいき
たいと思える幼稚園なので、そんなところを受け継
いでいきたい。

1

2
3
4

5
6

　　�年少：さくら組・荒木（現在：丸田）美佐先生�
年中：ばら組・藤谷（現在：石井）聡美先生�
年長：かんな組・平田明希子先生

　　�ななちゃん
　　�お山あそび、園庭の遊具
　　�焼きいもパーティで焼きたてのお芋を食べたこと
　　�自然の中でのびのびと成長していくことができる幼
稚園

　　�これからも笑顔あふれ一人一人が輝ける幼稚園にな
るとよいと思っている。

1

2
3
4
5

6

こんな質問をしてみました。



長久手城趾「加藤太郎右衛門忠景宅
趾」の碑（長久手市城屋敷）
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　岩崎城址公園は歴史好きの人はもちろん一般の人にとって
も散策に適した場所だといえます。散策コース中にある櫓台に
は一枚の大きな石碑が建っています。徳川第15代将軍徳川慶
喜筆「表忠義」の碑の、表面には小牧長久手合戦、岩崎城の
攻防が、裏面には戦いに散った将士の氏名が刻まれています。
最初に城主丹羽氏次の弟丹羽氏重、二番目に丹羽家の家臣で
はなく、長久手城主であった「加藤太郎右衛門忠景」（碑には
加藤太郎右衛門景常と刻銘）の名が記されています。
　信長亡き後、天下取りを目指す羽柴秀吉と徳川家康の対立
は武力衝突となって小牧での両軍の対峙、膠
着状態となるのですが、家康の拠点の一つで
ある岡崎を衝けば、この状態が動くと考えた
秀吉の甥の三好秀次を大将に池田勝入、森長
可、堀秀政など歴戦の将で編成した2万（諸
説あり）の岡崎攻撃（中入り）軍が楽田（犬山
市・秀吉方拠点）を進発し、それを察知した
家康は岩崎城主丹羽氏次を先導役とした先
発隊と本隊とで岡崎中入り軍を追跡したので
す。そして、中入り軍第一軍が尾張岩崎（日進
市）にさしかかった時、この進軍を阻止しよう
としたのが、岩崎城主丹羽氏次の弟、丹羽氏
重が守る岩崎城であり、長久手合戦の緒戦で
ある岩崎城の戦いとなるわけです。守兵238名

（諸説あり）は池田勝入率いる第一軍6千名（諸説あり）には
衆寡敵せず、全員討ち死にして岩崎城は落城してしまいます。
　この時の代将丹羽氏重の壮絶な最期に隠れて、あまり知ら
れていないのが援将として同じく壮烈な死を遂げた長久手城
主加藤太郎右衛門忠景です。江戸の中期に著された「士

し

林
りん

泝
そ

洄
かい

」には、忠景の父は「某　三右衛門　尾州愛智郡高針邑に
住す」とあり、忠景は16世紀の中頃、長久手方面に移住もし
くは進出して、前領主斎藤氏の居城であったものを修築し本
拠地としたものと思われます。
　長久手市城屋敷にある長久手城址案内板には「…その後、
近隣の地侍らと懇親を深め、姻戚をむすびました。…」と掲
示されますが、姻戚関係の中にこの一帯に勢力を張り在地開
発領主であった岩崎城丹羽氏があったことは丹羽家譜その他
からもわかります。
　「（忠景は）長久手村の城主。（丹羽）氏次の姉聟なり」（長久
手合戦記）、「（丹羽）氏信（氏次の嫡子）母は忠景が女

むすめ

」（寛
政重修諸家譜「清光院殿天桂祐大姉　氏次公の後妻、氏信
公之高母也」（丹羽家霊名記・御連枝并御族類中霊名記）な
どから、忠景は丹羽氏次（岩崎城主）、氏重（氏次弟・東郷町
傍示本城主）の義兄にあたることがわかります。
　忠景が婚戚関係を結んだ丹羽氏は日進市、東郷町、みよし

市の一部と尾張、三河の国境の地を治めており、その地政学
的な位置から尾張の織田氏、三河の松平氏（徳川氏）の間に
あって、うまく均衡を保ってきたのですが、織田信長亡き後、天
下を狙う羽柴秀吉と徳川家康が対立し、小牧長久手の戦いの
開戦となって、岩崎城主丹羽氏次が家康依るところの小牧山
に参陣すれば、姻戚関係にある太郎右衛門忠景が岩崎城を援
けて守ることになったのも必然的にであったかもしれません。
　兄、岩崎城主丹羽氏次に代わって岩崎城を守ったのは弟、
傍示本（東郷町）城主丹羽氏重です。当時16歳、疱瘡を病む

身をおしての重責であったそうですが、それ
援けたのが太郎右衛門忠景です。
　戦いの経験にもたけた42歳、丹羽氏重も心
強い援けであったと思われます。
　天正12年（1584）4月9日早暁、岡崎中入
軍との間で岩崎城の攻防が始まりますが、兵
力の差は、如何ともしがたくついに敵勢の侵
入を許すことになります。その中、忠景は「大
身鑓にて、5、6騎殴り倒し、是を見よと門外
へ大勢を突き出す。敵14人迄討取る。然れど
も敵大勢なれは、彼1人一同に14、5人おり重
なり、終に牧野佐平次に討たる」（長久手合戦
記）という最期となります。激戦の中での様子
だけに異なる部分はありますが、諸史料は彼

の最後は壮烈なものであったと伝えています。そして、城主代
理の丹羽氏重以下、城兵238名もまた城を枕に最期を遂げる
ことになります。
　尾張志は、忠景の亡骸は長久手の葬られたと伝えています
が、文化6年（1809）忠景子孫の尾張藩士加藤氏が長久手城
址観音堂脇に石標を建て供養したと伝えられていますから、
その系譜は連綿として続いていたものと思われます。今日で
も「加藤太郎右衛門忠景宅趾」（長久手市文化財）の碑には
香華が手向けられています。忠景が岩府城守備に参加したの
は、近隣一帯の中では勢力のある丹波氏との姻戚関係にあっ
たからか、共通の主筋である徳川家への忠誠からなのかは今
では窺い知れないぬところですが、その生涯が壮烈なもので
あったが故に、城主弟丹羽氏重の最期とともに語り継がれて
き来たものなのでしょう。

岩崎城に散った
武将加藤太郎右衛門忠景
元岩崎城歴史記念館館長 田中 義和

Profile 
（略歴）昭和11年生まれ。元岩崎城歴史記念館館長。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

C O L U M Nわが町日進

参考・引用文献
『日進村史』日進村役場
『日進町誌本文編』日進町役場
『士林泝洄』名古屋叢書（復刻）
『長久手町史本文編』長久手町
『岩崎誌』岩崎区
『拙稿「加藤太郎左衛門忠景とその遺子たち」』
長久手郷土史研究会
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日付・媒体 所属 記事内容等

5月31日
6月15日

読売新聞
広報おおぶ 学芸 大府市民栄誉賞記念品制作

 〈ヒューマンケア学科　水谷誠孝講師〉

6月 6日 中日新聞 外大
「ドラゴンズ×名古屋外語大ゼミ＝エコバッ
グ」ゼミ活動紹介
 〈国際教養学科　横山陽二准教授、ゼミ生〉

6月7日、8月4日
7月 7日
7月13日

10月18日

中日新聞
読売新聞、北海道新聞
聖教新聞
週刊読書人

外大 「悪魔にもらった眼鏡」紹介 〈出版会〉

6月17日 NHK E テレ 外大 グレーテルのかまど　ドストエフスキーのパ
スチラ 〈亀山郁夫学長〉

6月24日 中日新聞 外大
「日中の未来　若者が開く」第5回日中大学生
討論会紹介 〈川村範行特任教授、
 国際教養学科4年　園愛華さん〉

6月29日 中日新聞 外大
学芸

「世界一の映画」語り合う 〈亀山郁夫学長、
 ヤニック・ドゥプラド准教授、柿沼岳志講師〉

7月 4日 中日新聞 外大 「政策実行力の見極めを」参院選インタビュー
 〈世界共生学科　高瀬淳一教授〉

7月 7日 中日新聞 学芸
キャンパスイチ推し「アレルギー対策やりが
い」食品学研究室
 〈管理栄養学科4年　富岡敏彦さん〉

7月 9日 中日新聞 学芸

「自由研究 できちゃうかも」夏休み自由研究
題材イベント
 〈管理栄養学科4年　遠山和成さん、
 江崎由依さん〉

7月10日 中日新聞 外大 「フランス教育功労章」受章
 〈フランス語学科　伊藤達也教授〉

7月13日 中日新聞 学芸 「名学芸大生が見た長者町」PRE 展・VMIC 展
紹介 〈映像メディア学科4年　小島司さん〉

7月14日 中日新聞 外大 インタビュー　家族のことを話そう
「「父殺し」の物語に衝撃」 〈亀山郁夫学長〉

7月15日 中日新聞 学芸

「伝統美 ランウェイ飾る」
NDK フレッシュコンテスト2019グランプリ
受賞
 〈ファッション造形学科3年　久納美咲さん〉

 7月27日
 8月 1日
（7月 1日）
（7月20日）

朝日新聞
中日新聞

（広報にっしん）
（日本カメラ）

学芸
「カメラやレンズ1900点　名古屋学芸大に寄贈」
（「竹内敏信カメラコレクション展」告知）
 〈杉浦康夫学長、小島一彦参与〉

8月17日
8月20日 中日新聞 学芸 「つめて納得！ぼく、わたしのビッタリ弁当」

講座紹介 〈食生態学研究室〉

8月29日
8月30日
9月 3日

室蘭民報
北海道新聞
苫小牧民報

外大

「アイヌ民族の歴史に衝撃」白老の多文化共生
学ぶ 〈世界共生学科　地田徹朗准教授、
 同3年　小野山創大さん、
 2年　久保璃華さん、中村天河さん〉

8月29日 中日新聞 NSC
製菓校

「次はロシア大会へ」全国技能五輪洋菓子製造
で金メダル
 〈名古屋製菓専門学校2年　川合黎奈さん〉

9月 8日 中日新聞 外大
「発音に自信持って話して」教員向け英語ワー
クショップ

〈英語教育学科　太田光春教授、佐藤一嘉教授〉

9月 9日
9月28日

朝日新聞
中日新聞 外大 「寺ぎっしり 津島で御朱印巡り」津島市寺密

度調査 〈国際教養学科　佐藤都喜子教授ゼミ〉

9月15日 中日新聞 外大
キャンパスイチ推し「留学生の寮生活を支援」
レジデンスアシスタント

〈グローバルビジネス学科3年　水野巴結さん〉

9月17日 中日新聞 外大
学芸

「花火を背に演舞」にっしん夢まつり準大賞
 〈よさこいソーランサークル「凰」〉

日付・媒体 所属 記事内容等

10月 1日 月刊プリンシパル
月刊高校教育 外大 インタビュー「知的で、強くたくましい若者

を育てる」 〈亀山郁夫学長〉

10月 4日 中日新聞 学芸 「かっこいい警固祭り ポスターに」デザイン
作成 〈デザイン学科4年　川本凜さん〉

10月17日 中日新聞 学芸
東名古屋医師会医療介護総合研究センターと
連携協定

〈杉浦康夫学長、管理栄養学科　塚原丘美教授〉

10月17日
10月19日 朝日新聞 外大 「菰野の旧家　土蔵の古文書を読解」

 〈国際教養学科　横山陽二准教授〉

10月26日
11月19日

伊勢新聞
中日新聞 学芸

「木の新作おもちゃ提案」熊野産木材おもちゃ
制作発表 〈デザイン学科　平光無門教授、
同4年　谷殿夏奈さん、道前知佳さん、竹内菜々子さん〉

10月26日
11月27日

読売新聞
中日新聞 外大 「中国の改革開放の原点と日本の協力」講演会

紹介 〈中国語学科〉

10月 1日
10月27日

広報にっしん
中日新聞 学芸

「移築250年 名学芸大生が盛り上げ」
旧市川家住宅イベント

〈デザイン学科3年　関戸畔菜さん、国枝芹奈さん、
 映像メディア学科4年　長屋怜奈さん〉

10月28日 読売新聞 学芸
「栄養面 チーム支える」名城大学女子駅伝部
夕食提供紹介 〈管理栄養学科　南亜紀講師、
 同4年　木下裕太さん、近藤摩周さん〉

11月 8日 中日新聞 外大 「留学生らに舞踏披露」現代国際学特殊講義　
日本舞踏西川流 〈西川千雅客員教授〉

11月15日
12月11日 中日新聞 学芸

「地域の「困った」に学生目線で対応」
学生団体「ボクラモ」活動紹介
 〈デザイン学科4年　秋山隼大さん〉

11月21日
12月15日
12月 4日

中部経済新聞
広報おわりあさひ
中日新聞

学芸 「尾張旭市市制50周年記念ロゴマーク」決定
 〈デザイン学科4年　堀田和香奈さん〉

11月30日

中日新聞
日経新聞
朝日新聞
読売新聞
下野新聞

外大 日本芸術院 新会員選出 〈亀山郁夫学長〉

12月 1日 中日新聞 学芸
「目でも料理を味わおう」プライムツリー赤池
イベント「ミルミルミエール」紹介
 〈デザイン学科3年　坪内靖葉さん〉

12月 2日
12月 9日
12月16日
12月23日

NHK E テレ 外大 100分 de 名著　ドストエフスキー『カラマー
ゾフの兄弟』 〈亀山郁夫学長〉

12月 3日 中日新聞 外大 「出版会と WLAC　設立5周年で記念討論」
 〈出版会、WLAC、野谷文昭名誉教授〉

12月 7日
12月16日
12月18日

中日新聞
日本食糧新聞
朝日新聞

学芸

「食品安全のプロ 育てます」
国内大学初　ISO22000認証取得
 〈杉浦康夫学長、岸本満副学長、
管理栄養学科　和泉秀彦教授、同4年　竹村香恵出さん〉

12月15日 NHK 総合 外大 NHK のど自慢熱唱熱演名場面2019
 〈国際教養学科4年　山本博之さん〉

12月17日 中日新聞 外大
「英語学習支援 難民の力に」卒業生エジプト
でボランティア
 〈国際教養学科卒業生　廣田元さん〉

2019年6月1日▶▶2019年12月31日
マスコミで見る学園各校の出来事

※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。



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　https://www.nufs.ac.jp/

名古屋学芸大学・大学院
〒470-0196 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-75-7111　FAX：0561-73-8539　https://www.nuas.ac.jp/

■看護学部
〒460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1
TEL：052-954-1222

NSC
〒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　https://www.nsc.ac.jp/
■名古屋ファッション専門学校	 ■名古屋栄養専門学校
TEL：052-241-7381 TEL：052-251-7392
FAX：052-242-2746 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　https://www.hishino.ed.jp/

■発行所　学校法人中西学園
〒470-0197 日進市岩崎町竹ノ山57番地
TEL：0561-74-1111　https://www.nakanishi.ac.jp/

■発行者　中西学園報編纂委員会

学校法人  中西学園

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

2019 年度 後期 中西学園 C A L E N D A R

表 紙 の 言 葉 編 集 後 記
　今回の表紙は、名古屋学芸大学メディア造形学部映像メディア学科で開か
れた、2019年度3年次制作展「ゼミ展」での大賞受賞作品「雨の日のための
幻想曲」です。楽譜に書かれている音楽記号から構想を得て、“観て楽しむ楽
譜”をコンセプトに制作された、楽譜のアニメーションとピアノの生演奏によ
るライブパフォーマンス作品です。作曲からアニメーション制作、ピアノ演奏ま
で全て一人で行い、楽曲による叙情的な表現をアニメーションによって視覚的
にも楽しめる、大変意欲的な作品に仕上がりました。Webにアップされます
ので、ぜひ一度ご覧ください。
� 名古屋学芸大学　映像メディア学科　講師　鈴木 悦久

卒業の季節がやってきました。春が待ち遠しいですね。

「桜梅桃李」という言葉があります。「他人と自分を比べるのではなく、自分に

しかない個性を生かす。」という意味があるようです。

SMAPの歌の中に「ナンバーワンではなくオンリーワン」との歌詞の一節があ

ります。世界に一つだけの花を社会に咲きほこらせてください。（し）

名古屋外国語大学�
学生春期休暇…………………… 2020年 1 月18日㊏～ 3月31日㊋
卒業式…………………………… 2020年 3 月22日㊐

名古屋外国語大学大学院�
学生春期休暇…………………… 2020年 1 月25日㊏～ 3月31日㊋
修了式…………………………… 2020年 3 月22日㊐

名古屋学芸大学�
学位記授与式…………………… 2020年 3 月20日㊎㊗

名古屋学芸大学大学院�
学位記授与式…………………… 2020年 3 月20日㊎㊗

NSC�
合同卒業式……………………… 2020年 3 月18日㊌

名古屋ファッション専門学校�
名古屋ファッションファッションフェスティバル2020……2020年 2 月15日㊏
学生春期休業…………………… 2020年 3 月19日㊍～ 4月 5日㊐

名古屋栄養専門学校�
学生春期休業…………………… 2020年 3 月19日㊍～ 4月 5日㊐

名古屋製菓専門学校�
名古屋製菓祭…………………… 2020年 2 月 9 日㊐～ 2月10日㊊
学生春期休業…………………… 2020年 3 月 4 日㊌～ 4月 2日㊍

菱野幼稚園�
遊戯会…………………………… 2020年 2 月 5 日㊌
卒園式…………………………… 2020年 3 月18日㊌
修了式…………………………… 2020年 3 月24日㊋


