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名古屋外国語大学に新たな学びの拠点、

『名駅キャンパス』誕生。
（サテライト）

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

巻頭
特集

学長メッセージ
新キャンパス設置の趣旨は、これまで以上にソーシャルディ
スタンスに配慮し、学生の不安を少しでも取り除くことで、精
神的なゆとりをもって学ぶことのできる空間を提供すること
にあります。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

また、名古屋駅から徒歩 12 分という利便性、そして都心に
ありながら水と緑に恵まれた環境であることも、新キャンパス
設置の決断を促す大きな要因となりました。
この新たなキャンパスにおいても、地域との連携をはかり、
種々の企業体とのコラボレーションを積極的に模索しながら、
逞しいビズネスマインドと先端的な感性を備えた「世界人材

名古屋外国語大学 学長

亀山 郁夫

（World Human Resources）
」の育成に励んでいきます。

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ

新キャンパスコンセプト
新キャンパスを設計するにあたって掲げられたコンセ

2021 年 10 月、名古屋外国大学は名古屋市西区則武新町に新たなサ

プトは、
「ニューノーマル時代の創造的な学びを実現す

テライト・キャンパスとして『名駅キャンパス』を開設しました。新
キャンパスが置かれたのは、名古屋再都市化計画の一環としてオー
プンした商業施設「イオンモール Nagoya Noritake Garden」が併設

る先鋭空間」です。このコンセプトを構成する3つのキー
6 階のエレベーターホール

ワードを念頭に置き、プランニングが進められました。

したオフィスビル「BIZrium（ビズリウム）名古屋」の最上階 6 階
フロアです。
この新キャンパスでは、館内に最新の室内換気システムや空気正

ニューノーマル

常設備を導入し、徹底した防疫対策を実施。また、38 の教室に加え、

創造的な学び

先鋭空間

フリーライブラリーや映像スタジオ、多目的ラボ、ラウンジなど、
案内掲示

多様な空間を整備しました。
今回は、名古屋の中心地に生まれた『名駅キャンパス』について
紹介します。

教育環境のあり方にも大き

グローバルビジネスの集積

ICT および情報発信のため

な変化をもたらした新型コロ

地「ビズリウム名古屋」をはじ

の高度ツールを介したコミュ

ナウイルス感染拡大の脅威。

め、名古屋という大都市に視

ニケーション力、さらにはビ

パンデミックとの「共生」を

野を広げつつ、新しい形のア

ジネスと芸術性に対するアク

見据え、教育の場にふさわし

クティブラーニングを追求し

ティブな想像力や感性を研ぎ

い空間設計を追求しました。

ていく拠点と位置づけました。

澄ます学びの空間をめざしま
した。

教室の風景
メインエントランス入口
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名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

コンセプトを具現化した、
多様な空間をラインアップ。

ラウンジ








学生たちがランチタイムや休憩時間を過ごす
ための憩いの空間。質の高い休息は、授業での
集中力、学びの吸収力にもつながります。

『名駅キャンパス』では、コンセプトのキーワードでもある「先鋭空間」を踏まえ、教室にも個性を持たせ
ました。また、フリーライブラリーや映像スタジオ、多目的ラボ、ラウンジ、コンベンションホールなど、多
様な空間を整備。全 55 室、教室面積は 7590 平方メートル（約 2300 坪）の規模になっています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

コンベンション
ホール
大学イベントはもちろ
ん、国際シンポジウムや学会
などにも利用可能な大規模
ホ ー ル。 日 頃 は、 パ ー テ ィ





ションで自由に仕切り、開放

的な教室として活用します。

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ



WLALi（ヴラリ）



フリーライブラリーと実習室の機能を備えた空間。従来





の図書館分類学的な配架を行わず、分類にとらわれない知的
な触発を促す機会を提供します。夕方には音楽が楽しめる







Agora（A ～ F）



多目的ラボ





空間に変わり、安らぎのひとときも演出します。

「人が集まる所」を意味する Agora（アゴラ）

は、これから始まる授業に備える空間、学生同
士の情報交換の場として設計しました。

学生たちが各ゼミや学部学科の垣根を

超えて、様々な共同研究、共同プロジェク

トを行えるよう用意されたラボラトリー
です。シンポジウム等の学術集会も可能
です。
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スタジオ
自宅ではできないクオリティの映像作品や配信などを行いたい学
生たちのためにスタジオを用意。大学 YOUTUBE の制作や配信、授
業の履修や録画・制作などが可能です。

多様なアクセスが可能な
新キャンパス。
『名駅キャンパス』は、JR「名古屋駅」をはじめ、名古屋
市営地下鉄東山線「亀島駅」
、名鉄名古屋本線「栄生駅」の
3 駅から徒歩圏にあり、各方面からのアクセスにも便利なロ
ケーションです。また、日進キャンパスと結ぶシャトルバス
も運行。自転車置場や名駅キャンパス用駐車場もありますの
で、交通手段も選択できます。
●名古屋市営地下鉄東山線
「亀島駅」より徒歩約 6 分
●名鉄名古屋本線
「栄生駅」より徒歩約 10 分
● JR
「名古屋駅」より徒歩約 12 分
Feb.2022 Vol.92
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Nagoya University of Foreign Studies

NUFS Partner Institutions

●アイルランド
リメリック大学

●スウェーデン
ダーラナ大学
カールスタード大学

●イギリス

協定校

●カナダ

●オランダ

●デンマーク

●ロシア

HU ユトレヒト応用科学大学
サクソン応用科学大学

ノーザンデンマーク大学

サンクトペテルブルク大学
ロシア国立高等経済大学

●フィンランド

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
マールブルク大学

●ドイツ

サボニア応用科学大学

●中国
上海外国語大学 大連外国語大学
西安外国語大学 天津外国語大学
大連大学
北京外国語大学

サンシャインコースト大学
セントラルクイーンズランド大学
タスマニア大学
チャールズダーウィン大学
ニューカッスル大学
マッコーリー大学

オタゴ大学
オタゴポリテクニック
ネルソン・マルボロ工科大学
ビクトリア大学ウエリントン
マッセイ大学
リンカーン大学
ワイカト大学
ワイカト工科大学

●メキシコ
グアダラハラ自治大学

お い し い 話

〈TESS 留学・イギリス編〉

〈アメリカ編〉

私は現在、イギリスのプレストンにあるセントラ

に NUFS で学んだ分野

私は現在テネシー州の州立オースチン・ピー大学

も、タルトケーキに似ているかもしれません。本当

ルランカシャー大学に留学しています。プレストン

についての知見を、イ

に 留 学 中 で す。 皆 さ ん は Thanksgiving Day と い

に甘いのですが、コーヒーや紅茶との相性は抜群で

は、マンチェスターから電車で約 1 時間の距離にあ

ギリスで更に深めるこ

り、とても穏やかな場所です。街の方に下りていけ

とができています。ま

うアメリカの祝日をご存知ですか？ Thanksgiving

す！ピーカンパイはスーパーにも売られていたり、

ば、飲食店がたくさんあります。小さなショッピン

た、 様 々 な 国 籍 や 背

Day は、毎年11月の第4木曜日に収穫や自分に関わる

おうち独自の伝統レシピがあったりするので、食べ

グセンターもいくつかあるので、生活をするのに苦

景、文化を持った学生

人たちに感謝する日で、多くの家が沢山の御馳走と

比べてみるのもいいかもしれません。

労しません。もちろん、イギリス文化の1つであるパ

がいるので、ディス

ブも大学付近にあるので、時々現地の友達とお酒を

カッション等で自分

飲みに行っています。週末にはマンチェスターのよ

たちのことを話し合

うな都市に電車で気軽に行くこともできます。

うことは非常に興味

大学では、TESOL（英語教育）、イギリスの教育

深いです。今後の目標としましては、授業の課題以

学、Linguistics（言語学）の授業を履修しています。

外で紹介された文献にも積極的に触れ、より専門分

先生方は、ゆっくり・はっきりと授業の内容を話す

野に関する知識を深めたいです。そして、アセスメ

ので、聞き取れないといった苦労はないです。ただ、

ント（最終課題）をきちんとこなし、日本に良い成

現地の学生は、それぞれが違うアクセント（訛り）
、

績を持って帰りたいです。

声のトーンで話すので、はじめは彼らが何を言って

このような状況下でも、交換留学生として留学す

いるのかわからず、慣れるのに苦労しました。また、

ることができたことに、感謝してもしきれません。

イギリスの学校生活を振り返って学生同士でディス

あと 2ヶ月ほど留学生活が残っていますが、この生活

カッションを行う機会があるため、イギリスの教育・

を当たり前と思わず、大切に過ごしていきたいです。

学校生活を経験していない私には、少しついていけ



ないと感じた時もあります。それと同時に、留学前
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フランス領ポリネシア大学

ノースイースタンイリノイ大学
ノースカロライナ大学グリーンスボロ校
ノースカロライナ大学シャーロット校
パイクビル大学
パシフィック大学
ハワイ大学マウイ校
ハワイパシフィック大学
ブレシア大学
フロリダ国際大学
ペンシルバニア州立インディアナ大学
ボールステイト大学
ミドルベリー国際大学モントレー校
リンゼイウィルソン大学
ロングウッド大学
州立オースチン・ピー大学
西フロリダ大学

Ｃ

Ｃ

アデレード大学
ウェスタンシドニー大学
オーストラリアンカソリック大学
カーティン大学
グリフィス大学
サウスオーストラリア大学
サザンクロス大学

海 外 留 学 レ ポ ー ト

●フランス領ポリネシア

キャンベルズビル大学
グランドキャニオン大学
クレムソン大学
コースタルカロライナ大学
サザンオレゴン大学
サンフランシスコ州立大学
ジョージアサザン大学
ジョージメイソン大学
シンシナティ大学
チャタム大学
テキサス大学サンアントニオ校
デッキンソン州立大学
テネシー大学チャタヌーガ校
デンバー大学
ナショナル大学
ニューメキシコ州立大学
ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校
ノースアラバマ大学

アーカンソー工科大学
アイオワ大学
ウェスタンカロライナ大学
ウェスタンワシントン大学
エバンスビル大学
オザークス大学
オハイオ州立大学ヤングスタウン校
オレゴン大学
カーソンニューマン大学
カリフォルニア州立工科大学ポモナ校
カリフォルニア州立大学サクラメント校
カリフォルニア州立大学サンマルコス校
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ベーカーズフィールド校
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
カリフォルニア大学リバーサイド校
カンザス州立大学

Ｓ

Ｓ

フェルナンドペソア大学

●アメリカ

●ニュージーランド

●オーストラリア

170大学
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（英米語学科 3 年

勝亦毬華）

Ｎ

Ｎ

●ポルトガル

コートダジュール大学
ジャンムランリヨン第3大学
トゥールーズカトリック大学
トゥールーズジャンジョレス大学
パリソルボンヌ大学フランス文明コース
パリ大学
フランシュコンテ大学
ボルドーモンテーニュ大学
リール大学
リヨンカトリック大学

ノースアイランドカレッジ
フレーザーバレー大学
メディスンハットカレッジ
モントリオール大学
ユーコン大学
レイクヘッド大学
レスブリッジ大学
ブロック大学

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ウィンチェスター大学
ウスター大学
●イタリア
●ベルギー
オックスフォードブルックス大学
●ポーランド
●中国（香港）
サッサリ大学
アルテベルデ大学
キール大学
●日本（事務局）
ヤギエウォ大学
トリノ大学
嶺南大学
ブリュッセル自由大学
ケント大学
アジア太平洋大学
リエージュ大学
セントラルランカシャー大学
●スイス
交流機構
チチェスター大学
●韓国
北西スイス応用科学芸術大学
ノーサンブリア大学
●チェコ
又松大学校
全州大学校
バーススパー大学
フラデツ－クラーロヴェー大学
国民大学校
釜山外国語大学校
ハイランドアイランド大学
崇実大学校
バンガー大学
●ハンガリー
ブルネル大学
●台湾
●ベトナム
パズマニーペーテルカソリック大学
ポーツマス大学
国立台湾大学
マンチェスターメトロポリタン大学
ハノイ国家大学外国語大学
●フランス
国立中央大学
ミドルセックス大学
ベトナム貿易大学
静宜大学
アンジェ西部カトリック大学
台北科技大学
エクスマルセイユ大学
●インドネシア
台北市立大学
カーン大学
ビヌス大学
文藻外語大学
ギュスターヴエッフェル大学
●スペイン
銘伝大学
グルノーブルアルプ大学
ウエルバ大学
グラナダ大学
マラガ大学
レイフアンカルロス大学

アルゴマ大学
オカナガンカレッジ
ケベック大学モントリオール校
ケベック大学連盟
セネカカレッジ
セルカークカレッジ
セントローレンスカレッジ
トロント大学（生涯教育部）

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

協定校一覧

沢山の人でいっぱいになります。七面鳥やマッシュ

アメリカで食べられるものは殆どがピザやハン

ポテト、マカロニチーズ、ピーカンパイ、チョコレー

バーガーなど味の濃いファストフードなので、日本

トパイ、パンプキンパイなど、名前を聞くだけでも

食とつい比べてしまいがちですが、今回のようにア

美味しい料理が伝統的に食べられています。

メリカの伝統的な家

今回はその中から、ピーカンパイをご紹介します。

庭料理を食べるとま

たっぷりのバターと砂糖、ホワイトシロップ、少々

た、どこの国でも「う

の塩とバニラを鍋に入れ、弱火で沸騰するまで煮ま

ちの味」や「おふく

す。それを溶き卵の中に少しずつ、卵に熱が通らな

ろの味」があるのだ

いようゆっくり掻き混ぜながら慎重に注いでいきま

なと感慨深く思い、

す。最後にピーカンナッツを入れて、パイ生地を敷

改めて食材や料理を

いたお皿に流し込みます。約 190 ℃のオーブンで 40

作ってくれる人に対

分焼き上げると、バニラとピーカンの香ばしい匂い

して感謝の気持ちが

のする、美味しいパイの出来上がりです！ナッツの

湧きました。

食感と甘いケーキが好きな方にはオススメのお菓子



です。プルプルとしたその食感はパイと言うより



（英米語学科 4 年
髙浦春乃）

ピーカンパイ
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スペイン

英語原文
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一方で、パーティーが苦手な方にとっても、ウエルバ
にはたくさんの魅力があります。山岳地帯には歴史と自
然に満ちた美しい田舎町があり、海岸にはリラックスで
きるビーチがあり、2 週間ごとに展示内容が変わる入場無
料の美術館もあります。
えっ、もう 250 語以上も書いた？まだ始まったばかり
なのに！スペイン料理は私たちの誇りであり、ウエルバ
も例外ではありません。世界で一番美味しいイベリコ豚
のハムを作っている村（ハブーゴ）がウエルバにあると
いうことを知っていますか？また、クリストファー・コ
ロンブスが「パロス港」から旅を始めたことも知ってい
ますか？それもウエルバにあります！そして、
“エル・ロ
シーオの巡礼祭り”には絶対に来てください！これはウ
エルバで毎年行われる最も国際的なイベントで、その場
にいることがどれほど素晴らしいことなのか、言葉では
言い表せないほどです。
もうこの辺でやめておこうかな、ウエルバのことを何
時間も書き続けられそうだから…スペインのこともね！
ぜひ、ご自身でそのすべてを体験してください！ *winkwink*

メディア造形学部 ファッション造形学科 3 年 山内 玲奈
留学先：プフォルツハイム大学（ドイツ） 留学期間：2021 年 9 月～2022 年 7 月
ドイツへ来て約 3ヶ月が経とうとしています。最初の頃は学校や言語や生
活など、不安なことでいっぱいでしたが、徐々に慣れて今は楽しく過ごして
います。
現在留学しているプフォルツハイム大学は、とてもインターナショナル
な学校という印象を受けました。世界各国から学生が集まっており、皆本
当に親切な人たちばかりで、いつも声をかけてくれたり助けてくれたりし
ます。授業は実践的なものが多く、毎週のように授業の中でプレゼンテー
ションがあります。皆の前で自分
の意見を述べることをとても重
要視しています。人前で話すの
が慣れていない私ですが、プレ
ゼンテーションのために準備して、英
語を使って自分の意見を述べることに毎回達成感を感じています。自分の考えに対し
て多くの友人や先生が、アドバイスや意見をくれます。ファッションに対する想いが
熱い人々に囲まれて、様々なインスピレーションを受けることのできる環境で学べて
いることを実感しています。今は、自分でコンセプトを決め、素材から作って 2 つの
衣装を製作するメインプロジェクトに向けて準備しています。このメインプロジェ
クトの作品は、学期最後のファッションショーにて発表をします。また、休日には友
達と一緒にお菓子を作ったり、出掛けたりしています。
新型コロナウイルス感染で大変な中ですが、留学という素晴らしい経験をさせ
ていただいていることに感謝をしてこれからも悔いのないよう頑張っていきます。

（2021 年 11 月記）

Ｃ

Ｃ

皆さん、こんにちは。私はディエゴ・ルイス・フロー
レスです。スペインのウエルバ大学（UHU）の学生です。
ウエルバはアンダルシア地方の西部、セビリアの隣にあ
る比較的小さな県です。
その大きさから、ウエルバには何もないのではないか
と思われるかもしれませんが、実際にはそうではありま
せん。私たちのキャンパスには、ほぼすべての専攻科目、
ほぼすべてのスポーツができるスタジアム、複数の音楽
クラブ、毎週開催されるイベント、立派な図書館、演劇
クラブなど、すべてが揃っています。
おそらくスペイン中のほとんどの人が同じ意見だと思
いますが、この国で誰かと会話を始めたいなら、スパニッ
シュオムレツに玉ねぎが入っているのと入っていないの
とどちらが好きか、そしてその理由も聞いてみるといい
でしょう。相手によっては、そのことについて博士論文
並みの意見を聞けるでしょう。
パーティーの面では、COVID-19によってかなりスロー
ダウンしたことを認めざるを得ません。徐々に回復して
きているようで、パブやクラブなど、あらゆるものが以
前のように活気づいてきていますが、まだ以前ほどには
至っていません。

海外留学の感想

Ｓ

Ｓ

原文翻訳

てオンラインでの履修を開始しましたが、学期末までの入国
の見込みが無くなったため、最後までオンラインでの履修と
なりました。
このようにコロナ禍により、海外留学を志す学生達は不確か
な状況の中で待つことを強いられたり、留学の機会を失ったり
しています。早く新型コロナウイルス感染が収束し、留学のた
めに頑張ってきた学生達の望みが叶うことを願っています。

Ｎ

Ｎ

from it, pubs, clubs and everything else are starting to look almost
as lively as they used to, but we aren’t there still.
   On the other hand, if too much partying isn’t your thing,
Huelva has a lot to offer too! There are beautiful rural towns full of
history and nature in the mountains, relaxing beaches on the coast,
free entry museums with changing exhibitions every two weeks…
   What? I am already over 250 words in? But I have just started!
Spanish food is our pride and Huelva is no different! Did you know
that the town that makes the best iberian ham in the world (Jabugo)
is from Huelva? Also! Did you know that Christopher Columbus
started his journey in the “Port of Palos”? That’s in Huelva too! And
don’t forget to come to “El Rocío” if you can! It’s our most international yearly event and I truly can’t put into words how stunning it
is to be there, you have to live through it to understand it.
   Maybe I should just stop here, I could keep writing about Huelva for hours... let alone Spain! I guess you will just have to come
over and experience all of it by yourself *wink-wink*.

現在海外留学中のファッション造形学科の学生から留学中
の感想が届きましたのでご紹介します。コロナ禍により留学
時期を延期して 2021 年 9 月にやっと出発できました。
同じくコロナ禍で 2020 年度から本学への交換留学を延期し
て待っており、2021年度2期に本学の授業をオンラインで履修
している京畿大学（韓国）の学生からも感想が届きましたので
ご紹介します。この学生は学期途中で来日できることを願っ

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

   Hello everyone! My name is Diego Ruiz Flores and I am a
Spanish student from “UHU” or the University of Huelva, a relatively small province in the west of Andalusia, next to Seville.
   One might think that due to its size, Huelva wouldn’t have
much to offer, but this couldn’t be further from the truth. Our
campus has everything: almost every major, a stadium to play
almost any sport in, multiple music clubs, events every week, a very
respectable library, a theatre club… But all that pales in comparison
to the most important aspect of Spanish culture: it’s filled to the
brim with lovely people full of hospitality who are aching to meet
new friends.
   To be honest, pretty much everyone around Spain is the same
in that regard! Here is a pro tip: if you want to start a conversation
with someone in this country, just ask them if they prefer spanish
omelette with or without onions and why. Depending on who you
ask you may get a PhD thesis about it.
   In terms of partying I must admit that COVID-19 slowed
things down quite a lot. As it looks like we are slowly recovering

国際交流課より

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

Hello NUFS! 編

スペインのウエルバ大学の学生、ディエゴさんに
よる在籍大学の紹介です。彼は 2021 年度 2 期の
名古屋外国語大学の授業を母国からオンラインで
履修しています。

Nagoya University of Arts & Sciences

名古屋学芸大学でのオンライン留学
京畿大学（韓国）からの交換留学生 Eun Seungyoun（ウン スンヨン）
所属学科：メディア造形学部 映像メディア学科 本学在籍期間：2021 年 9 月～2022 年 1 月
こんにちは。私は京畿大学（韓国）
の交換留学生ウンスンヨンと申します。新型
コロナウイルス感染拡大により日本に入国できなくて待っている私にオンライ
ンで授業を受けられる貴重な機会が与えられて、現在オンラインで映像メディ
ア学科の授業を履修しています。
京畿大学で日本語と日本文学を専攻しているので芸術大学の授業を受けるの
は初めてです。映像（映画）、写真、メディア、さまざまな分野で活躍している
日本の芸術家について授業を通じて日に日に新しい知識を蓄えています。最近
は映像メディア学科の学生たちが課題として撮った写真を見る機会がありま
したが、まるで芸術作品のようで感心しました。新型コロナウイルス感染拡大
により、外出して何かを体験できる機会が減ったのですが、この 2 年間索漠と
した日常が新しい知識と経験により豊かになるのを感じています。
私は日本に入国できず最後までオンラインで履修することになりました
が、いつか名古屋に行ってたくさん助けて下さる先生と皆さんに会える日が
来ることを願っています。最後に、オンラインで授業を受けられるようにし
てくださった名古屋学芸大学に感謝の言葉を伝えたいです。ありがとうござ
います。
（2021 年 11 月記）
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8

名古屋外国語大学は、2021 年 7 月 25 日（日）にオープンキャン

-NUAS Live2021-

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

NUFS OPEN CAMPUS 2021

在学生がナビゲートする“少人数キャンパスツアー”をすべての学科・専攻で開催！

パスを開催しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受験生
（高校 3 年生・

名古屋学芸大学は、2021 年 7 月 11 日（日）
、7 月 31 日（土）の 2

既卒生）限定、事前予約制と制限がある中でしたが、約 470 名の

日間、対面型オープンキャンパスを開催いたしました。受験生（高
校 3 年生・既卒生）限定・完全事前予約とし、参加人数を制限と新

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

方に来場していただきました。

型コロナウィルス感染症対策に万全を期しての開催となりました。

※ 2021 年 8 月 22 日（日）に予定していたオープンキャンパスは、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止を最優先に考え、開催を中止しました。

学科概要説明は例年と同様ですが、各学科・専攻のキャンパスナビ
ゲーターが、1 グループ 5～6 人の参加者を施設見学や体験授業へと
ナビゲートするキャンパスツアーを導入しました。少人数制だか

名古屋外国語大学の魅力をぎゅっとまとめた、多彩なプログラムを用意！

施設見学
Ｎ

Ｎ

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。

Ｃ

Ｃ

2021 年 4 月にリニューアルされた図書館などの施設・設備を見学しました。

Ｓ

Ｓ

メディア情報センター、PUT 教室、同時通訳室のほか、コミュニケーションプラザや

名古屋外大の学びを紹介！

な対応、そして交流ができました。参加者の方からは「先生や在学
生とゆっくり話ができてよかった。」
「参加してより志望度が上がっ

在学生と巡るキャンパスツアー！

在学生が、受験生の方々と一緒に学内を案内する、キャンパスツアーを実施しました。

学科説明

らこそ参加者一人ひとりと向き合うことができ、よりきめ細やか

在学生と語ろう

“超”少人数での座談会！

名古屋外大の多様

“超”少人数授業「PUT（パワーアップチュートリアル）」さ

な学科・専攻や特徴的

ながらの座談会を行い、受験生の方々と在学生が大学生活や学

な教育プログラムや

びについて詳しく話すことができる場を設けました。

学びの内容をわかり
やすく紹介しました。

模擬授業

名古屋外大の教員による特別講座を開講！

高度な外国語運用能力と幅広い教養、豊かな専門性を磨き上げる名古屋外大の
講義を受験生の方々に受講してもらいました。高校で学んでいる英語と大学で
学ぶ英語の違いを感じてもらい、大学のリアルな学びを体験できた良い機会に
なったと思います。

知る！ 見る！

WEB OPEN CAMPUS 2021
知る！

見る！

する！

体験する！

いつでもどこでも名古屋外大の魅力を体感できる、「名古屋外国語
大学 WEB OPEN CAMPUS 2021」を公開！学びや留学、キャンパス
や入試など、名古屋外大のすべてを動画で紹介しています。

体験

WEB OPEN CAMPUS も同時に開催！
今年度は対面型オープンキャンパスと並行して、WEB オー
プンキャンパスも公開！各学科・専攻の教員が特徴や魅力を
約10分間で分かりやすく紹介する動画を配信しました。また、
普段は見ることのできない施設の内部などをすみずみまで見
ることができる『360 °CAMPUS VIEW』など、キャンパスを
体感できる WEB オープンキャンパスコンテンツとなってい
ます。入試に関するスペシャルコンテンツも公開しているの
で、オープンキャンパスへの参加が叶わなかった方にも名古
屋学芸大学を理解してもらえる内容となっています。

9
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名古屋外国語大学

就職情報
名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

2021 年度（4 年次生）就職状況

名駅キャンパスの就職活動支援について

コロナ時代の選考に対応、成果挙げる

気軽にご相談ください
面面接も取り入れるというハイブリッドな採用活動が

行のように採用を見送る企業が多い業界も多い一方、採

多く見られています。自身で録画した動画が選考に使わ

用数を増やす業界・企業もみられるなど、良くも悪くも

れる企業が増えてきているのも傾向のひとつです。本学

コロナの影響は続いています。企業側も学生側もオンラ

学生の内定率は昨年度よりも高く、コロナ禍前の一昨年

イン慣れしており、企業は説明会や初期の面接をオンラ

よりも若干低い数字で春からこれまで推移しており、1

インで実施するも、ミスマッチを避けるため社内での対

月 7 日現在で 89.1 ％となっています。

3・4 年生の授業が開講されていることもあり、名駅
キャンパスでも就活支援体制を整えています。企業から
のアクセスが便利であることもあり、企業ゲストを迎え
て実施する就活サポート行事がやりやすくなりました。
対面形式で目をあわせて話を聞ける機会が多く設けら
れています。名駅キャンパス事務室には、平日 CS セン

タースタッフが常駐し、個別の面談や各種書類上の手続
き、履歴書用紙の受取りも可能です。さらに、オンライ
ン面接をはじめ、オンラインでの就職活動で発言を伴う
ものについては、オンライン面接用教室を予約制により
貸し出しています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

コロナ禍での就職活動、2 年目となる今年は、航空や旅

おもな内定先企業（2021年12 月現在・順不同）
航空・旅行

アイベックスエアラインズ、西鉄エアサービス、JAL カーゴサービ
ス、中部国際空港旅客サービス、T-LIFE ホールディングス、STEP
トラベルグループ 他

ホテル

名古屋ヒルトン、リゾートトラスト、星野リゾート・マネジメント、
アパホテル、共立メンテナンス、ルートインジャパン、大和リゾー
ト、ソラーレホテルズアンドリゾーツグループ、ザ・テラスホテル
ズ、京都東急ホテル、東横イン、グリーンズ パレスホテル、アゴー
ラ・ホスピタリティーズ、大江戸温泉物語ホテルズ & リゾーツ 他

アパレル

クロスプラス、八木兵、ルイ・ヴィトンジャパン、シャネル、アイ
ア、エフリード、ヤマダヤ、ダイアナ、三喜商事、アダストリア、
ベルーナ、ラコステジャパン、オルガン針 他

銀行・証券

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券、野村證券、東海東京フィナン
シャル・ホールディングス、丸三証券、安藤証券、名古屋銀行、三
井住友信託銀行、中京銀行、百五銀行、三十三銀行、北陸銀行、豊
田信用金庫、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、桑名三重信用金庫 他

生損保
その他金融

共栄火災海上保険、日本生命保険、第一生命保険、太陽生命保険、
ジブラルタ生命保険 他

マスコミ
情報・通信

凸版印刷、中部ケーブルネットワーク、福井テレビジョン放送、
EPARK グルメ、ディップ、システムリサーチ、フォーカスシステ
ムズ、日本エンタープライズ、伊藤忠テクノソリューションズ、ト
ビラシステムズ 他

サービス

UUUM、日本アイ・ビー・エムデジタルサービス、NTT 東日本、
マイナビ、パソナグループ、パーソルテンプスタッフ、ブラス、高
見、Plan・Do・See、沖縄ワタベウェディング、ラグーナテンボス、
TOHO シネマズ、ラウンドワン 他

教育
（教職）

〈公立〉愛知県教諭、岐阜県教諭、滋賀県教諭、石川県教諭 〈私立〉
クラーク記念国際高等学校 他

阪和興業、サンワテクノス、白銅、丸文、明治電機工業、岡谷鋼機、
教育
JK ホールディングス、進和、三井物産ケミカル、伊藤忠セラテック、
（その他）
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン、東陽、交洋、アルフ
レッサ、トヨタモビリティパーツ、槌屋、扶桑電通、PALTAC、日
公務員
邦産業、システナ、コネクシオ、マツモトキヨシホールディングス、
シャープマーケティングジャパン、全日本食品、ダイキン HVAC ソ
その他
リューション東海、サニックス 他
（建設ほか）

社

NOVA ホールディングス、ECC、セイハネットワーク、リード進学
塾、サイエイ・インターナショナル、やる気スイッチグループ 他
三重県警察本部、豊田市役所、中津川市役所、四日市市役所

2022 年度（3 年次生）就職に向けて

割を確認し面談時間を設定、オンラインを利用することで、留学中の
が本格化する前に、就職活動について確認するとともに、学生が次回
就職関連の行事は、合宿などを除き、多くを対面方式メインとして
海運業界パネルディスカッション

ています。
個別の就職相談は対面（両キャンパス可）
・オンラインどちらでも受
け付けています。面接練習にも対応していますので、今後も続くであ
ろうオンライン面接・対面面接どちらの練習もできます。
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インターンシップ 2021 夏期研修

1 年半ぶりの研修再開
前年度はコロナウィルス感染拡大防止のため、夏期および冬・春期とも大学
主催のインターンシップ研修の開催は見送られました。2021 年度は状況に注
意しながら実施をしています。夏期研修ではコロナウィルスの感染が拡大し
たこともあり、受け入れ先の判断で、オンライン形式に変更されたり、期間が
短縮されたり、開催中止となったりすることもありましたが、最終的に計 15
社 40 名が参加をしました。5 回の事前研修・マナー講座・コミュニケーション
講座を経て企業での研修を経験、成果報告会においては、7 グループに分かれ
各々の体験を発表しあい、その後全体会として各グループ担当者によるイン
タビュー形式の報告会、さらに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。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

からの就職相談に気軽に臨めるようにする目的があります。

うにサポートをしていきます。

オンライン面接用教室（予約制）

事前研修（マナー研修）

成果報告会

インターンシップ参加レポート

学生も含め、ほとんどの就活準備生と面談ができています。就職活動

世の中の状況や学生の要望に応えつつ、最大の効果が挙げられるよ

先輩の「就活体験記」

JANAC 株式会社、中央工機株式会社、名古屋トヨペット株式会社、岐阜トヨタ自動車株式会社、株式会社 AT グループ、株式会社パソ
ナグループ、株式会社名大社、コメ兵、デジタルバンクジャパン株式会社、CBC 自動車学校、株式会社エスワイシステム、株式会社ア
ルタ、株式会社クイックス、株式会社マイナビ、中部日本放送株式会社 （計15事業所）

11 月から「“全員”個人面談」を実施しています。全 3 年次生の時間

できるように配慮していますが、可能な限り対面での参加を呼び掛け

掲示 & 資料コーナー

夏期インターンシップ研修先（2021年度夏期実績）

柔軟かつ万全のサポート体制を構築

います。キャンパスが 2 か所になったこともあり、オンラインでも参加

他

積水ハウス、一条工務店、タマホーム、TSUCHIYA、カチタス、ア
サヒグローバルホーム、アールプランナー 他

相談ができる面談ブース

Ｃ

Ｃ
商

ジェイアール東海高島屋、ニトリ、ユニー、イオンリテール、アオ
キスーパー、バローホールディングス、コスモス薬品、ビー・アン
ド・ディー、大創産業、ネクステージ、トヨタカローラ名古屋、東
海マツダ販売、愛知日産自動車、レッドバロン、ゾフ 他

Ｓ

Ｓ

メーカー

トヨタ自動車、豊田自動織機、スズキ、ヤマハ発動機、東京応化
工業、マルハニチロ、ぺんてる、オーエスジー、大同メタル工業、
FUJI、アドヴィックス、村田機械、林テレンプ、CKD、ニデック、
エンケイ、アイホン、東京窯業、浜名湖電装、アイリスオーヤマ、
メイコー、北川工業、東郷製作所、アイセロ、福井村田製作所、青
山製作所、トーメーコーポレーション、カリモクグループ、藤田螺
子工業、POSCO Japan PC、前川製作所、IJTT、アース製薬、ユ
ケン工業、シーシーアイ 他

通

Ｎ

Ｎ
運輸・物流

西日本鉄道、日本通運、ヤマト運輸、日本トランスシティ、セン
コー、郵船ロジスティクス、キムラユニティー、東陽倉庫、アルプ
ス物流、名港海運、太平洋フェリー、伊勢湾海運、トヨタ輸送、ト
ランコム、商船三井ロジスティクス、豊通物流、フジトランスコー
ポレーション、DHL グローバルフォワーディングジャパン、西濃運
輸、日立物流バンテックフォワーディング、DHL サプライチェー
ン、愛知海運、ジーエフ、五洋海運 他

流

WEB 面接実践練習（就活サマー合宿）

AT グループ

2021年8月19日～8月24日

私は、株式会社 AT グループにて営業の極意を学びました。期間は定休日を除く 5 日間
で初日と最終日は本社にてワークショップ、他の日はネッツトヨタ東海のショールーム
スタッフの方に付いて呈茶や車検の案内などを体験させていただきました。特に印象的
だった出来事は、店舗実習最終日、お店が忙しく、私一人でお客様のご用件をお伺いした
ときのことです。お車の購入を検討されているお客様だったのですが、私は担当のスタッ
フ名を聞きそびれてしまいました。店長にお客様の用件のみお伝えし、
「次から担当者名
をお尋ねするように」と指示していただき、店長がそのお客様の元へ向かわれました。そ
のお客様は店長が以前担当された方だったのです。結果、お客様は店長からお車を購入さ
れました。店長は「運命の再会だった！」と気さくに話してくださいましたが、私はお客
様に信頼される店長が導いたことだと思いました。ここで学んだことは、いつまでたって
も変わらない、
「人とのつながりを大切にする」ということです。

世界共生学科3年

落合 麻衣さん
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名古屋学芸大学

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。
これらのプログラムはオンライン並びにオンデマンド
配信を軸に、コロナ禍においても取り止めることなく提
供できる体制を整え、大学として内定獲得まで責任を
持って支援します。併せて、コロナ禍において主流にな
りつつある WEB 面接の指導など、新しい支援も取り入
れていきます。

コロナ禍における 5 つの就職支援

～一人ひとりに変わらぬ支援を～

キャリアサポートセンターでは今まで通りの就職支援やサービスに加え、以下の 5 つの追加支援を行い、教職員一丸
となり内定獲得まで責任を持ってサポートしていきます。

❶

遠隔地交通費支援の拡大（説明会参加も対象）

就職試験受験のために名古屋

項目

対象

4月

社会人
基礎力養成
プログラム

全学年

進路指導

1・2年生

遠隔地に出向く場合、一定額の交

遠隔地交通費支援等の申請書類も郵送で受け付けています。

通費援助を行っていますが、新規

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

進路ガイダンス

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

インターンシップに向けての SPI 対策

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

インターンシップに向けての自己分析・
自己 PR
（映・デはポートフォリオについて）

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

インターンシップに向けての業界・企業研究

３年生（全員）

11月

1月
2月
未定
2月頃

6月
8・9月他
9月
9月～1月
11月
11月～2月
12月

【実践編】
エントリーシート、履歴書作成
（実際に記載）

【講義編】
グループディスカッション対策

【実践編】
自己 PR を完成させよう！

就活解禁直前講座
（2）

【実践編】
面接対策

就活解禁直前講座
（3）

【実践編】
グループディスカッション対策

4年生

1月

2月

随時
企業説明会

13

就活留意点、遠隔地支援他各種手続き説明

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

SKY インターシップ研修

専門分野での就業体験

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

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

内定者懇談会

4年生内定者による就活体験談

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

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）

看護学部

病院説明会

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

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

8大学合同

グループディスカッション練習会

愛知淑徳大学、椙山女学園大学、東海学園大学、名古屋商科大学、中部大学、愛知学院大
学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学の学生によるグループディスカッション練習会

5大学合同

グループ面接徹底講座

椙山女学園大学、豊田工業大学、豊橋創造大学、名城大学、名古屋学芸大学
の学生によるグループ面接徹底講座
小論文の対策講座

アパレル業界合同企業説明会

首都圏就職プログラム

クリ博就職フェスタ

首都圏就職プログラム

食品業界理解イベント

首都圏就職プログラム

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
業界・業種の特徴と職種内容の説明会

2月

NUAS 合同企業説明会

4年生

随時

個別企業説明会

home & campus

採用説明会

希望する学生が安心して相談を受けられるよう、相談カウ
ンターにアクリルのパーテーションを設置しています。

❺ 卒
 業後の支援（相談・情報提供）期間の拡大



（1 年間⇒ 3 年間）

就職筆記試験対策講座（SPI 編） 実施報告

等

模擬面接・グループディスカッション対策他

筆記試験対策講座

また、対面相談を

を暫定的に原則 3 年間に延長します。

個別面談による就活状況の把握と求人情報の提供

就職筆記試験直前対策トレーニング（SPI 編）
〈2回目〉

接を行っています。

名古屋学芸大学職業紹介業務運営規程第 1 条により、卒

サポートガイダンス

小論文対策講座

も就職相談や模擬面

業後 1 年間は在学生と同様の支援を行っていますが、これ

ポートフォリオの重要性と企業が求める視点

3年生
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しました。

就職活動相談会

home & campus）

ため、キャリアサポートセンター内に
WEB 面接受験用のブースを 1 台設置

ポートフォリオガイダンス

就職セミナー～病院紹介～

多くの企業や団体が面接を WEB で実

求人票の読み方

就活解禁直前講座
（1）

就勝直前合宿
（就勝特訓塾

新型コロナウィルスの影響により、

宅での参加が困難な学生等に対応する

就活マナー
【講義編】
面接対策

WEB 面接用ブースの設置

施されている中、通信環境等により自

【講義編】
エントリーシート、履歴書作成

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

対し、従来の対面に

❷

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

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

不安を覚える学生に
加え、WEB と電話で

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

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

会での利用は 2 回まで）

遠隔授業等で来学
しない学生や外出に

Ｃ

Ｃ

卒業後の進路を考えよう

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

対象範囲を拡大しました。（説明

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

9月

4月
就職活動支援
プログラム

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）

Ｓ

Ｓ

映・デ

基礎力調査

社会人基礎力養成塾
（基礎学力向上プログラム）

12月
ステップⅢ
（就活への
直前対策）

卒業後を見据えた大学での過ごし方



（WEB・電話でも対応）

明会参加でも利用できるように

等

基礎力ガイダンス
（1年生）

通年

10月

ステップⅡ
（就活の準備・
実践）

内容

❹ 就
 職相談における面談方法の拡大

Ｎ

Ｎ
ステップⅠ
（就活全体像の
理解と自己理解）

5月～

実施テーマ

履歴書についても従来に対面販売に加えて、郵送での販売
も行っており、その際の送料は大学が負担しています。また、

うため、採用試験に加え、会社説

時期

履歴書、各種書類の郵送による対応

駅を起点として 100km 以上の

企業等に積極的に挑戦してもら

【2021年度 CS センター活動計画】

❸

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

就職活動支援プログラム

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学キャリアサポートセンター

就職情報

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。
今年度もコロナ禍ということで、オンラインでの開催となりました。今
回は非言語分野を集中的に学ぶ講座とし、基礎・標準・発展と習熟度別に
3 クラスに分けて開講しました。
実施概要
日

程 【1日目】2021年9月6日
（月）9：30～15：30
【2日目】2021年9月7日
（火）9：30～15：00
方
法 オンライン講座（Google meet 使用）
基礎・標準・発展の3クラス設定
参加人数 106名（当日参加者101名・模擬試験受験者91名）
内
容 【1日目】1コマ：SPI 非言語①（割合・比、二重の割合）
2コマ：SPI 非言語②（損益算、分割払い）
3コマ：SPI 非言語②（仕事算、料金割引）
4コマ：SPI 非言語③（速度、集合）
【2日目】1コマ：SPI 非言語⑤（順列・組合せ、確率）
2コマ：SPI 非言語⑥（推論、資料の読み取り）
3コマ：テストセンター受験のポイント
4コマ：テストセンター模擬試験

参加学生の声

・基礎からポイントを教えて頂き、解答のコツがわかりました。
・一つ一つ図で表してくださってとてもわかりやすかったです。
・自分一人で勉強するよりもはかどり2日間という短期間でも十分
点数を上げることができました。
・理解度によってクラス分けがあることで理解もスムーズにでき、
何よりレベルにあった解説でとても助かりました。
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名古屋外国語大学

長
行委員
実
祭
合同
ビュー
タ
ン
イ

名古屋学芸大学

合同祭実行委員長に聞きました。
第26回合同祭実行委員会

外大委員長

学芸大委員長

準備を進めてきた実行委員会の学生たち。その先頭に立

常峰稜太さん

大竹奈菜実さん

ち、メンバーをまとめてきたのが実行委員長の二人です。

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

世界共生学部

管理栄養学部

世界共生学科

管理栄養学科

コロナ禍の終息が見えない中、合同祭の開催に向けて

そこで、当時のことを振り返りながら、合同祭への思い、
仲間への思いを語っていただきました。

私たちの思いに寄り添い続けてくれた学生課。
一部対面が実現したことに感謝しています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

今年は
ライン
「オン
型」で
ive）
L
（
生配信
！！
開催

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

今、合同祭を振り返り…

りました。そこで、オンラインでできる最大限のことは何か
を考えた結果、生配信という新しい試みを取り入れようと。
そこから企画を練り直す作業は大変でした。

前回の合同祭は、初のオンライン開催になりました。今回、

オープニング

思うように活動できない学生たち、地元の方々、全国の人々

オンライン開催となった合同祭。今年もコロナ禍での制約が

に、
「楽しむことの大切さ」を今こそ伝えたい。そして、
「楽

続く中、合同祭実行委員会（以下、実行委員会）は、合同祭

しむ」をコンセプトに掲げた合同祭を通して、視聴していた

ができる喜びを、合同祭だからできることをカタチにしよう

だく皆さま、出演する学生たち、そして実行委員会のメン

と情熱を持ち続け、開催に向けて準備を進めていきました。

バー、一人ひとりが楽しいと感じられる時間を分かち合いた

その思いの詰まった「第 26 回合同祭」は、前回のオンライン

いという願いが込められたテーマになりました。コロナ禍の

開催で培った経験をもとにしながら、新たに生配信を加えた

閉塞した雰囲気を打破し、もう一度かつての全力で楽しめる

「オンライン生配信（Live）型」での実施が決定。2021 年 10

合同祭を取り戻す先駆けにしよう。実行委員会のそんな決意

月 30 日（土）
・31 日（日）の 2 日間にわたり開催されました。
今年のテーマは「FUN FUN FUN」。コロナ禍の影響で、

の伝わるテーマのもと、さまざまなイベントが企画され、合
同祭は幕を開けました。

常峰さん：学生課の方々には、感謝しています。大学の方針

常峰さん：前回、私と大竹さんは副委員長という立場でした。

をもとにしながらも、私たちの思いに寄り添っていただけた

実行委員長をサポートする立場であり、自ら主体的に何かを

と感じています。私たちの希望がかなうように努力していた

するということは多くありませんでしたが、準備を進める中

だき、一部対面での開催が実現しました。本当にありがたく

で感じていたことは、オンライン上でコミュニケーションを

思います。

取ることの難しさを感じていました。今回、そのことは最初

大竹さん：私たちの中には、やはり対面で開催したいという

から意識して打ち合わせを行うようにしました。

思いがあります。何度も企画を練り直し、何度も企画書を見

大竹さん：前回は初のオンライン開催ということで、みんな

ていただきました。オンラインで会議をした際には、さまざ

が手探り状態でした。これをやろうというよりも、わからな

まな意見もいただけました。結果、難しい状況ではあります

いことが多く、どういうものかなという感じで準備がはじま

が、感染対策を講じて一部対面を実現することができ嬉し

りました。その点、今回はどのような企画が好評だったのか

かったです。

という実績があります。それをどう発展させていくかという

常峰さん：企画を練り直していた当時は、時間に追われて振

ところからスタートできたことはありがたく思いました。ま

り返る余裕もありませんでした。今になって思えば、一度立

た、多くの団体がステージ発表に参加してくれたのも、前回

ち止まってみる必要があったかもしれません。

の成功があったからです。その期待には応えたいという気持

大竹さん：10 月は忙しすぎて、まさに駆け抜けるという感じ

ちもありました。

でした。

Ｃ

Ｃ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、前回は初の

かしたいと考えて取り組みましたか。

Ｓ

Ｓ

FUN FUN FUN 」のテーマのもと、みんなが楽しい、みんなで楽しむ2日間。

大学側との打ち合わせを通して感じたことはありますか。

Ｎ

Ｎ

「

実行委員長として準備を進める中、その経験をどのように活

実際にはどのように準備を進めていきましたか。
常峰さん：まずコロナ禍で、今後どのような状況になるのか
が見えない中でのスタートでした。そこで、前回のようなオ
ンライン開催から、従来のようにすべて対面で行える状況ま
で、いくつかのパターンを想定し、企画を立てることからは
じめました。そうした中、大学の方針や社会情勢を踏まえつ
つ、一部対面が実現できそうということになり、企画を練り
直したという流れです。
大竹さん：実際には 6 月頃から企画内容を考えはじめていま

各クラブが日頃の成果を披露する「ステージ発表」は、生

メディア造形学部映像メディア学科の 3 年次制作展「ゼミ展

す。当初、メインとして想定していたのは、在校生に限定し

配信や動画配信を通して前向きに取り組む姿をアピール。実

2021」を開催。デザイン学科は絵付け等の体験コーナーを設

た対面での開催です。しかし、9月に入っても緊急事態宣言が

行委員会が企画した「大学生格付けチェック ！！」「外大王・

けました。

発令されていたため、対面での開催は難しいという判断にな

学芸王 2021」「モバイルクイズラリー」など、視聴者参加型
イベントも盛りだくさんのラインアップで華を添えました。
前回好評だった実行委員会とエアライン業界研究グループ

による「トークショー」。今年も在校生 200 名が Zoom にて参
加しました。
例年、合同祭のフィナーレを彩るレーザーショーは、バー

ダント役の学生がアナウンスや搭乗手続きを行うなど、旅行気

ジョンアップされ「シークレットイベント」として実施。感

分をいっそう引き立てる演出が行われました。この他にも「料

動の中、合同祭は幕を閉じました。

など、多彩な企画が用意され、合同祭を盛り上げました。
また、マスコミ業界研究グループの「第 13 回ベストアナ
ウンサーコンテスト」や大学イベントとして名古屋学芸大学
15

今年のスペシャルイベントは、お笑い芸人「ぺこぱさん」

の合同企画「オンライン旅行」は今年も実施。キャビンアテン

理動画」
「世界のトリビアクイズ」
「ワンダフル動画大賞 2021」
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合同祭実行委員会オンライン会議

今回の合同祭は、生配信だけでなく、一部感染対策を徹底
した対面企画など、さまざまな試みの場でありました。その
姿は、これからの合同祭の可能性をさらに広げる礎になった
に違いありません。

ステージ発表／チアリーディング部

ステージ発表／居合道部
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名古屋外国語大学

しむ合同祭にしようという思いがありました。

今回の合同祭に向け、さまざまな企画が立てられました。個
人的に思い入れの強い企画はありますか。

常峰さん：実行委員会は、企画局、国際関係局、タレント局、

常峰さん：個人的にはシークレットイベントとして企画した

模擬局、渉外局、情宣局の 6 つの局で構成され、約 160 人の

レーザーショーです。今回、副委員長を含め 4 人で、曲の選

メンバーがいます。そのため、全員とオンラインでコミュニ

定から花火のタイミング、レーザーの演出、映像の演出ま

ケーションを取ることは困難です。各局に分かれミーティン

で、業者の方々と打ち合わせをさせていただき、ゼロからつ

グを行っていますが、オンラインではなかなか思うように意

くり上げました。そして、最後にはメンバーの名前を映し出

見交換が行えません。特に新入生の中には直接会ったことの

してもらいました。それは、これまで一緒に取り組んできた

ンライン開催になり、活動が思うようにできない中、やりが

こそ、いろいろな人の立場に立って物事を考えられるように

ないメンバーもいます。その中で、下級生も意見を出しやす

メンバーへの感謝の気持ちを自分なりに伝えたかったという

いを感じられないメンバーもいたに違いありません。それで

もなりました。まだ将来の職業について具体的には決めてい

い関係づくりをどのように行っていくのか。具体的には、コ

思いからです。そんな思いもあったからでしょうか、レー

も残ってくれたメンバー、一緒にやってきた仲間から、そう

ませんが、コミュニケーション能力は必ず求められるものだ

ミュニケーションを取る機会を数多くつくるしかありませ

ザーショーを見終わった時には、感動して号泣してしまいま

言ってもらえたことが本当に嬉しかったです。また、合同祭

と思います。どの職業についたとしても、この経験を活かし、

ん。話し合うテーマがなくてもオンラインで顔を合わせ、親

した。

が終わった後に、仲間が手紙を読んでくれました。その中の、

自分のさらなる成長につなげていきたいと思っています。

睦をはかる機会があってもいいと思いました。以前であれば

大竹さん：正直なところ、なかなか一つに絞ることはできま

「今まで引っ張ってきてくれてありがとう」
という言葉は今も

「みんなで集まろう」と気軽にできましたが、それができない

せん。ただ、みんなで一緒につくった合同祭ということを何

心に残っています。私自身、委員長として不甲斐なさを感じ

以上、オンラインで何度も顔を合わせ、徐々に関係性を深め

かの形で残したいという思いはありました。レーザーショー

ることもあり、
「大丈夫か」と思われた時もあったに違いあり

ていくしかないと感じていました。そうした場を設けること

の中でみんなの名前を映し出せたことは、サプライズの演出

ません。それでも信じてついて来てくれたメンバーとの間に

には、私なりに心を配ったつもりです。

であり、みんなに向けたメッセージとして、一人ひとりの心

は、絆が生まれていたと実感しました。かけがえのない仲間

最後に、次回の合同祭に向けて取り組んでいく実行委員会の

大竹さん：常峰さんの話にもあったように、みんなが気軽に

に届いたのではないでしょうか。また、視聴していただいた

にも恵まれ、私自身もここまで続けてきてよかったです。

メンバーにメッセージをお願いします。

意見の言える雰囲気づくりは大切です。少人数のグループ分

方はもちろんですが、メンバーも参加できる企画が今回は盛

大竹さん：私も仲間からの言葉が心に残っています。合同祭

常峰さん：まず実行委員会はあくまでも裏方で、合同祭の盛

けをして意見を集約するなど、いろいろなことを試みまし

りだくさんあったこと、みんなで一緒に楽しむ企画が数多く

の終了後、局ごとに集まって話す機会があり「みんなが集ま

り上げ役であるべきです。合同祭の原点は、学生たちが取り

Ｃ

た。そして私が心がけたことは、メンバーのモチベーション

できたことは嬉しく思っています。

れる場をつくってくれてありがとう」と言われました。後輩

組んでいることを発表する場であること。実行委員会のメン

は「来年も絶対に続けますね」と声をかけてくれました。続け

バーはもとより、部活動に入っていない在学生の皆さんにも

たいと思ってくれる合同祭をみんなでつくれたと実感でき、

楽しいと感じてもらうことが大切です。そのためにも学部・

とても嬉しかったです。

学科、クラブにもっと参加してもらうためには、どう進めて

で一緒につくる」という意識がいつの間にか希薄になってし

やり遂げたから感じられた満足感、達成感。
仲間との絆はかけがえのないものに。

まったように思います。それを今回、もう一度高めていきた

合同祭をトラブルなく終えることができました。その時の率

い。そんな思いが私の中にはありました。

直な感想をお聞かせください。
大竹さん：「終わった」というよりも、「終わってしまった」

みんなでつくった合同祭を形に残すこと。
ともに頑張ってきた仲間に感謝したい。

いけばよいのか。大学の声をもっと聞くことも必要だったか

続けてきたからこそ得られた経験、スキル。
これからの自分の成長に活かしたい。

もしれません。また、チームとしての在り方など、課題もま
だまだあると感じています。ぜひ、今回の経験を次の合同祭
につなげてください。

という感じでした。さみしいような複雑な感情です。そして、

お二人は、実行委員のメンバーとして、実行委員長として、

大竹さん：私が伝えたいことは、みんなで創る合同祭という

限られた時間の中で、ここまでやれたという充実感も覚えま

さまざまな経験をされたと思います。やってよかったと思う

形は受け継いでほしいということです。合同祭を開催するに

した。今回の合同祭で私たちは一区切りになりますが、3 年

こと、成長したと感じることについてお話しください。

当たり、委員長や局長だけで全てを決定していくこともでき

次は、テーマについてお聞きします。今回の「FUN FUN

間を通して実行委員をやってよかったという満足感もありま

常峰さん：大勢のメンバーで一つのイベントを創り上げる難

ます。そうではなく、一人ひとりの意見を聞き、集約し、積

FUN」というテーマには、どのような思いがこめられていま

した。

しさと同時に、自分はもっとできるという可能性を見出すこ

み上げていき、みんなでひとつを創る。それが合同祭です。

すか。

常峰さん：
「オンライン生配信型」での実施を成功させたこ

とができました。1 年目は従来の対面での合同祭、2 年目は初

その過程も含めて、合同祭だと思います。次回の合同祭がど

大竹さん：コロナ禍の影響で、思うようにいかないこともた

とで、新しい合同祭の時代がはじまるという感覚がありまし

のオンライン開催、今回はオンラインと対面での開催。それ

のような形になるかわかりませんが、いろいろな人に参加し

くさんある今だからこそ、合同祭を通して「楽しんでほしい」

た。もちろん、達成感もありました。終わったことを実感し

ぞれ状況が違う中で、ゼロからつくり上げることを経験しま

てもらえる合同祭にしてほしいです。オンラインには、会場

ということに重点を置きました。キーワードはいろいろと出

たのは、翌日、後片づけをしている時です。新しく委員長に

した。ゼロから話し合い、会議を進めていくこと、何もない状

まで足を運ぶことが大変な人も気軽に参加できるというメ

ましたが、一点に絞った方がみんなの気持ちが一つになれる

なるメンバーがみんなを率先して作業を進める姿を見て、自

況から何かをつくり出すことが何度も経験でき、難しかった

リットがあります。このメリットを活かし、より多くの人に

と思い、今回のテーマにしました。

分の役割も終わったんだと思いました。

一方で、やりがいを感じることができました。その中で、ク

参加してもえるイベントにしてほしいです。常峰さんの話に

常峰さん：テーマは、ほぼ一択でした。先程、大竹さんから

Ｃ

前回は、仕事の役割分担のバランスがうまくいかず、
「みんな

2 つの大学の特色をさらに活かしながら、
みんなでつくる合同祭をめざしてほしい。

Ｓ

バーのモチベーションを維持することに課題を感じました。

大学イベント／体験コーナー

Ｎ

Ｎ

に気を配ることです。実は、前回のオンライン開催でもメン

大学イベント／ゼミ展 2021

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

お二人が実行委員長として心がけたことをお聞かせください。

Ｓ

名古屋外国語大学

心がけたことは、直接会えない中でも、
みんなの気持ちを一つにすること。

リエイティブな能力が磨かれたと感じています。また、実行

もあったように、学部・学科に目を向けていくことも大切で

話もありましたが、前回のオンライン合同祭では、仕事の役

今回、実行委員長という立場で活動する中で、今も心に残っ

委員長という立場で約 160 人をまとめ、意思決定をしていく、

す。せっかく 2 つの大学で、多彩な学部が揃っているので、そ

割分担がうまくいかず、やりがいを感じられないというメン

ている言葉、嬉しかった言葉はありますか。

進めていくという経験は、社会人になってもめったにできる

の特色をさらに活かしてほしいと思います。

バーもいました。だからこそ、今回は実行委員会のメンバー

常峰さん：実行委員会のメンバーから「3 年間続けてよかっ

ものではないと思います。私にとって貴重な経験でした。

全員がやりがいを感じられる合同祭にしよう。自分たちも楽

た」と声をかけられたことです。前回はコロナ禍の影響でオ

大竹さん：私は元々、委員長をやるタイプではありませんで
した。途中、何度も辞めたいと思ったこともありましたが、仲
間が励ましてくれました。最後、こうした形で合同祭ができ、
続けてきてよかったと思いました。個人的には、コミュニケー
ション能力が成長したと感じています。他学部の仲間、姉妹
校である名古屋外国語大学の仲間と出会えたのも実行委員に
なったからです。その中で、さまざまな考え方をする人がい
て、さまざまな考えを聞くことができました。自分個人の考え
方にとらわれず、いろいろな意見を聞くことで成長できたと

大学生格付チェック！！
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外大王・芸大王 2021

思います。さまざまな人と関わる機会がたくさんあったから

フィナーレ／レーザーショー
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ワールドリベラルアーツセンター

名古屋外国語大学出版会事業報告（2022 年冬）

周防正行監督講演「映画監督としての生き方」の開催

出版会では、2021 年 9 月から 11 月にかけて、以下 3 冊の書籍を刊行することができました。書籍製作にご協力いただ
きました皆さま、また書籍をお手元に置いてくださっている皆さまに心よりお礼を申し上げます。

『現代ヨルダン・レポート』

アラブ世界や中東政治の調整役として重要な位置を占めるヨルダンにおいて、長年にわたり国際
協力機構 JICA のプロジェクトに関わられてきた、国際教養学科の佐藤都喜子先生が執筆されまし
た。ヨルダンにおける女性たちの生き方や考え方などを中心に、現地での丁寧な聞き取り調査に
よって裏付られた、迫力あるルポルタージュとなっています。家庭内における女性の位置、離婚、
貧困からの脱出、「産む性」としての制限と格闘など、女性のリアルな肉声を通じてアラブ世界の
現実を読み解く最適なテキストです。

Ｃ

Ｃ

執筆を担当されています。本書は、日本と海外の気鋭の研究者による国際シンポジウム報告と書き

Ｓ

Ｓ

名古屋外国語大学長の亀山郁夫先生と英米語学科の甲斐清高先生を編著者とする、ドストエフス
キー生誕 200 年記念学術書です。他にフランス語学科の林良児先生と英米語学科の梅垣昌子先生も

的であった。また僧侶
の世界へ飛び込む若者
を描いた『ファンシイ
ダンス』の演出秘話な
ど、監督ならではの生
き生きとしたエピソー
ドを交えた質疑応答を
経て、瞬く間に予定時
刻の 90 分を迎えた。
お話の随所に、就職
活動やコロナ禍での課
題に直面している学生
たちへのポジティブな
激励がちりばめられて
いた。そのメッセージは、周防監督がその作品において
若者に向ける、優しく温かいまなざしと重なる。この講
演をきっかけに、さらに広い層の観客が監督の色褪せぬ
作品に触れることを願いつつ、次回作がさらに待ち遠し
くなる貴重な講演であった。

（世界教養学部 世界教養学科 白井史人）

Ｎ

Ｎ

表象とカタストロフィ』

亀山郁夫・望月哲男・番場俊・甲斐清高（編）11月11日刊行

2021 年 12 月 17 日（金）に、映画監督・周防正行氏に
よる講演「映画監督としての生き方」を開催した。監督
デビュー以来、コメディ、ミュージカル、時代劇から社
会問題を鋭く問う作品まで、数々のヒット作を生み出し
日本映画を牽引してきた周防監督に、ご自身の監督とし
てのご経験をお話いただいた。
2020 年 12 月のオンライン講演に続き、今回は本学日進
キャンパスに監督をお迎えし、対面とオンラインを組み
合わせて実施した。現代国際学部・世界教養学部が共同
で運営する「現代国際学特殊講義 A ／グローバル・キャ
リア講義」を受講する 50 名近くの学生が教室で監督の声
に直接触れることができたほか、一般からの参加を含む
150 名近くがオンラインで講演を見守った。
監督ご自身の大学生時代の映画評論家・蓮実重彦氏と
の出会いから、その背景をのぞいてみたいと飛び込んだ
映画界での駆け出しの助監督時代、さらに監督として一
本立ちしてから現在へいたる半生を振り返るユーモア
に満ちた語り口に、聴衆は自然と引き込まれていった。
とりわけ、監督デビューが決まった際のテーマ選択に関
する自由と責任への気づきや、さまざまな世界との出会
いの「驚き」を核に作品を作り続けてきた姿勢が印象

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

佐藤都喜子（著）9月25日刊行

『ドストエフスキー

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

出版会

下ろし評論によって構成されていますが、研究が緒についたばかりのカリグラフィー解析や表象と
しての映画・演劇・オペラ・絵画に関する論考は学術的意義が高く、各紙書評で好意的に取り上げ
られています。

〈世界文学の小宇宙2〉『囚われて』
沼野充義・藤井省三（編）11月30日刊行
〈世界文学の小宇宙〉は、世界文学を若い皆さんに届けたいという思いに端を発した翻訳シリー
ズですが、今回も世界各地の厳選された 12 作品を収録しました。編者は、世界教養学科の沼野充
義先生と中国語学科の藤井省三先生、訳者はすべて名古屋外国語大学の講師の皆さんです。各作品
の巻末には、著者と主要著作紹介、作品の基本的解説、各国の歴史的・文化的背景や作家の文学史
的な位置づけ、さらに幅を広げて読むための読書案内、訳者の個人的な思い入れや感想といった、
詳しい解説が付けられていますので、作品をより深く味わっていただくことができます。カバーデ
ザインは、名古屋学芸大学デザイン学科の冨安由紀子先生が製作してくださいました。
【収録作品】 ポーランド：パヴェウ・ヒュレ「初恋」沼野充義
中国：王蒙「木箱にしまわれた紫シルクの服」船越達志
アイルランド：メアリ・ラヴィン「ブリジッド」吉本美佳
ブラジル：ミルトン・ハトゥーン「大自然の中の東洋人」鈴木 茂
アメリカ：ウィリアム・フォークナー「ドライ・セプテンバー」梅垣昌子
韓国：李孝石「蕎麦の花が咲く頃」斎藤 絢
ロシア：ヴェリミール・フレーブニコフ「虜囚」亀山郁夫
フランス：ジュール・シュペルヴィエル「女の子」大岩昌子
エジプト：ムハンマド・タイムール「子供だった彼は、そして青年になった」松山洋平
イタリア：グラツィア・デレッダ「夜に」石田聖子
イギリス：ラドヤード・キプリング「ヨール嬢の馬番」甲斐清高
台湾：李昂「モダンダンス」藤井省三

2022 年も名古屋外国語大学らしい良書の製作に努めてまいりますので、引き続き、出版会をご支援くださいますよ
う、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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名古屋外国語大学出版会編集長
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大岩昌子（出版会 HP

https://nufs-up.jp）

新サテライトキャンパスと世界をつないで
WLAC 企画「地球にちりばめられて―多和田葉子の世界」
2021年12月18日、WLAC では作家の多和田葉子さんを
迎えて名駅キャンパスでハイフレックス式イベントを開
催した。多和田さんはベルリンからオンラインで参加、
会場には討論者と学生が集まり、さらに 295 名の視聴者
がオンラインで参加した。海外からの視聴者もいて、文
字通り「地球にちりばめられた」人々が、ヴァーチャル
とリアルの交錯するなかで一堂に会する不思議な空間が
実現した。
冒頭、沼野充義副学長よりビデオメッセージがあり、
続けて多和田葉子の朗読パフォーマンスを10か国で撮り
つづけてきたソン・へジョン氏の映像作品が上映された。
世界各地に響く多和田さんの声の余韻のなかで、今度は
多和田さん自身が大きなスクリーンに登場し、
「文学は
創作の立場から語れるか」と題して作者と作品の関係を
めぐるカジュアルで、かつ奥の深い話をされた。作品は
作者の内に「受胎」され、それ自身の力で出来上がってい
くのであって、生まれた作品について作者は一人の読者
としてしか語れないのだと多和田さんは訴えた。それは
母親がどんなに出産の経験について語っても生まれた子
供について語れないのと同じだと。このことは、裏を返
せば多和田さんがいかに鋭敏に周りの世界を感じ取り、
固定観念や先入観を捨て、自身の生そのものを世界に晒
しながら執筆しているかを示唆するものであろう。

講演のあと、学生と
教員による詩の朗読、
沼野教授の多和田文学
論（代読）
、齋藤由美子
氏による文学と音をめ
ぐる論考、白井准教授
による多和田文学の映
像化をめぐる問題提起
など密度の濃い発表が
続いた後、最後に亀山
学長が多和田文学の豊
とう とう
かさについて滔々と語
られた。その豊かさの
根底にある深い喪失感
と責任の意識の重さゆえに、それは「震災後文学」である
ことを拒み、根源的な文明批判に通じる壮大な想像力の世
界に我々を誘うものであるとする亀山学長の弁は、国際的
な鎖国化が進む現在を生きる私たちへの問いかけでもあ
り、多和田さんは、
「ことばには分断をうち壊す力がある」
と応じた。すべての参加者がなんらかの自分自身への問
いを持ち帰ることのできる刺激に満ちた 3 時間であった。

（ワールドリベラルアーツセンター副センター長

エリス俊子）
Feb.2022 Vol.92
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管理栄養学科

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

現代国際学部

第 15 回学生通訳コンテスト
The quest for humanity’s“new normal”
「新たな日常」と人間性に向かって

2019 年度より、予備的に活動を開始しており、今年度、正式に協定を結ぶことにな
りました。具体的な活動は、地域の食・健康に関する課題を解決するために、食育イ
ベントや教育媒体の作成、飲食店のヘルシーメニュー開発などを連携して行います。


（管理栄養学部

管理栄養学科

塚原丘美）

調印式

あいちサラダめしをローソンとコラボで開発
2021 年 8 月 31 日から 9 月 27 日、コンビニエン
スストアのローソンにて、あいちサラダめし※

Ｓ

Ｓ

として、
「ドン！ビビンパ」が販売されました。
このビビンパ丼は、管理栄養学部食生態学研

Ｃ

Ｃ
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2021 年 9 月 1 日（水）、イオンモール長久手 A ホールにて、イオンモール株式会社
（イオンモール長久手）と名古屋学芸大学管理栄養学部は、連携協定を締結しました。

Ｎ

Ｎ
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面上の皆さんも感動されたことと思います。コンテスト
の採点の間には、名古屋学芸大学ヒューマンケア学部教
授のミッシェル・モローネ先生に「コロナからの教訓：
人間を超える自然の智恵」と題した講演をして頂きまし
た。モローネ先生は、長年、多文化共生をベースとした
教育の在り方についてのご研究をされており、経験も大
変豊富なことから、ポストコロナの社会に向けて、とて
も興味深いお話しを語って頂きました。
2007 年当時の大学事務局よりの依頼で、全国の通訳
教育を行っている大学に呼び掛ける形で学生通訳コンテ
ストを開催してきましたが、今年で 15 回目を迎えるこ
とができ、とても嬉しく思います。コンテスト中にも
ヨーロッパや北米から観覧してくださった方々から応援
のメッセージが届くなど、通訳コンテストの将来に向け
て、新たな可能性を示唆して頂いたような気がしており
ます。今年度のコンテストでは、昨年に続き、審査委員長
には、神戸市外国語大学元学長の船山仲他先生にお務め
頂き、審査員には、西太平洋米海軍統合法務局、国際法
首席顧問の関沢紘一先生にお願い致しました。なお、ご
都合により今年度は審査員をご辞退されました鶴田知佳
子先生に代わり、急遽、講演者のミッシェル・モローネ
先生に審査員をお務めいただきました。毎年音響面で協
力して頂いている、姉妹校である名古屋学芸大学の森幸
長先生、運営に携わった事務局の皆様、有難うございま
した。また、本年は 2 年ぶりに、中日新聞社、The Japan
Times、愛知県教育委員会、そして愛知県からのご後援
を頂くことができました。皆様方のご支援を心より感謝
申し上げます。お手伝いをしてくれた学生たちも良く頑
張ってくれました。これらの経験は必ず将来に生きると
信じています。通訳コンテストは人生の通過点です。こ
れを機会に、グ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ております。
 （学生通訳コンテスト コーディネーター 浅野輝子）

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2021 年 11 月 27 日（土）、名古屋外国語大学主催、全国
外大連合連携事業として、第 15 回学生通訳コンテストが
新型コロナウイルス感染防止のため、オンラインで開催
されました。昨年は、Zoom で関係者のみの開催でした
が、本年は、Zoom 及びウェビナーでのオンライン開催
ということもあり、世界の各地よりご観覧頂けることに
なりました。愛知淑徳大学、神田外語大学、京都外国語
大学、神戸市外国語大学、国際基督教大学、椙山女学園
大学、高崎経済大学、獨協大学、長崎外国語大学、明海
大学、名古屋外国語大学の 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、日ごろ研鑽を積んだ通訳スキルを
競いました。今年のトピックは「新たな日常と人間性に
向かって」というテーマでした。コロナ禍も 2 年目を迎
え、今年は、社会現象を直視して参加者の学生さんや観
覧してくださる皆様と、これからの世界はどうありたい
かを共に考えるコンテストとなりました。また、通訳は
常に人と人とのコミュニケーションの橋渡し役を担いま
す。出場学生の皆さんには、AI の自動翻訳では伝えるこ
とが出来ない人の心の温かみを訳に込めた通訳を目指し
て頂きました。今年も Zoom での開催で不安の中でのス
タートでしたが、実際にお呼びかけを致しましたら、全
国11の大学からの参加がいただけ本当に嬉しく思ってお
ります。本年度のテーマは、まさに今私たちが直面して
いる数々の問題を取り上げ、ポストコロナの社会に向け
て皆さんと共に考える機会になればと思い設定いたしま
した。
このような難しいテーマでしたが、Zoom 画面上で
の学生たちのパフォーマンスはいずれも素晴らしく、
年々、通訳スキルの向上が見られるのが、とても嬉しい
驚きでした。日本語スピーカーは昨年に引き続き、本学
の吉見かおる先生、英語スピーカーはルーシー・グラス
プール先生が務められ、11 のサブトピック「はじめに－
コロナ禍を振り返る」「医療システムにまつわる諸問題」
「新たな教育」「ワクチン開発とその運用にまつわる諸問
題」「政治と民意」「コロナ差別問題」「スポーツの在り
方」「環境への影響」「エンターテイメント（余暇の過ご
し方）」「コロナ禍における芸術の意義」「おわりに－
「新
たな日常」と人間性に向かって」について語っていただ
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
も頼もしく見えました。その中で、本学の外国語学部 中
国語学科 3 年 伊藤愛梨さんが準優勝の栄誉に輝きまし
た。優勝は国際基督教大学の小松あろはさん、第 3 位は
京都外国語大学の田中陣さん、審査員奨励賞に神田外語
大学の鈴木詩乃さんが選ばれました。全ての学生が素晴
らしいパフォーマンスを見せてくれたと思います。学生
のパフォーマンス終了後、恒例になりました神田外語大
学講師で NHKBS 放送通訳者の柴原智幸先生による同時
通訳デモンストレーションが会場である 701 教室より披
露され、長文で難しいトピック「メディアとジャーナリ
ズムの役割」に臨むプロのパフォーマンスに、Zoom 画

イオンモール長久手と連携協定を締結

究室4年生6名が、ローソンの商品開発担当者の
方と討論と試食を重ね、開発されたものです。
社会人 1 年目の男性、松田光希という架空の人

発売されたドン！ビビンパ

物を想定し、購入してもらうための商品を考えました。
学生たちは実際の商品開発に関わり、大変さ、難しさ

なく、大きな自信にもなったと思います。
※あいちサラダめしについては、https://www.minsala.
jp/aichi/index.html

を感じながらも、自分たちが関わった商品が販売され、
多くの人に購入してもらえたことは、多くの学びだけで

討論の様子



（管理栄養学部

名城大学女子駅伝部、全日本女子大学駅伝

管理栄養学科

安達内美子）

5 連覇達成 ！！

ゼミ活動として名城大学女子駅伝部の食事サポートを
参加者の声
今回の学生通訳コンテスト
を通して通訳の技術に加え、大
切な事にも気づくきっかけに
なりました。
「通訳は元の言語での内容の忠実さにこだわるのでは
なく、違う言語で相手に伝えるように通訳する」という
アドバイスが印象的で、日々翻訳をする際にも心がける
ようになりました。
また各トピックの多様な事柄の背景や事実から、関心
の幅が広がり、世界で起こっている様々な事を自分事と
して捉えるようになりました。
最後にこの場を借りて浅野先生始め、ご支援いただい
た全ての方に感謝を申し上げたいと思います。本当にあ
りがとうございました。

（外国語学部 中国語学科 3 年 伊藤愛梨）

行っています。ゼミ生たちは選手に適した献立の作成や
調理、栄養指導を行うなど同年代の選手の傍で実践的な
スポーツ栄養学を学んでいます。女子駅伝部は今年も全
日本大学女子駅伝対校選手権大会に出場し、5 年連続 6 回
目の優勝を果たしました。5 連覇はこの大会での連勝記
録として史上2校目の最多タイであり、さらに全6区間の
うち 5 区間で区間賞を獲得、3 区間で区間新記録を樹立す

女子駅伝部の皆さんと5 連覇の記念撮影

る快挙の完全優勝でした。

名城大学女子駅伝部の米田監督

女子駅伝部の米田勝朗

した。以後、田村先生、南先生のゼミ生さんには全面的

監督はゼミ活動について、

にサポートをして頂き、今のチームに成長しました。他

「田村先生と出会い、アス

に例をみないこのプロジェクトが 5 年連続日本一の秘訣

リートのパフォーマンス

です。今後も更なる高みを目指してお互い頑張りましょ

向上には食べることがい

う。」と信頼を置いて下さっています。

かに大切かを再認識しま



（管理栄養学部

管理栄養学科
Feb.2022 Vol.92

南亜紀）
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遊びの交流会

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

子どもケアセンター主催

笑顔あふれる NUAS ちびっこ探検隊！

「NUAS ちびっこ探検隊！」を
大学構内で実施しました！

6

（土）

晴天に恵まれ、大学図書館前など屋外での遊びの交流会だったので美しい紅葉が背景を彩りました。
地域の親子53組が参加し、遊びの交流会を開催することができました。うち5組は卒業生が子連れで参加してくれま
した。父や母の顔になっている卒業生と交流するのも感慨深いものです。

10：00～12：30

子どもケアセンター長

渡辺 桜

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

ヒューマンケア学部附属

11

S

NUA

ぼうけんのもり
落ち葉の上をぎゅっぎゅ

11 月の交流会に向け 6 月から始動
春と秋、年 2 回実施する遊びの交流会では学生ボランティアが企画・運営をします。
秋の交流会では、幼稚園実習前の 6 月、3 年生の総括 （3 名）とブースリーダー（5 ブース× 2 名ずつ）が決まり、実
習後には何度も話し合いを重ね、具体的な企画案を検討しました。

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

思考力・協働力の向上へ

Ｃ

Ｃ

学生ボランティア 272 名の参加！

学生ボランティアの参加を募ったところ、1～3 年生で 272 名（幼児保育専攻学生の 8 割近く）が参加を希望しました。
コロナ禍において様々な制約がある中で、
「実際に体験できる」ことを多くの学生が求めていることがよくわかりまし
た。屋外で 5 つのブースに分かれた交流会といえども、これだけ多くの学生が同時に参加することは感染リスクが生じ
ると判断し、学生を 2 部制入替にしたところそのシフトを組むことも学生が工夫して行いました。
後期の授業開始と共に、授業後に各ブースで集まり、作業を進めていました。ほぼ毎日です。1～3 年生が
「子ども達
が喜んでくれるかな」「安全面はよいだろうか」「先輩や後輩と交流できることが嬉しい」と作業に参加していました。
遊びの交流会準備の様々な場面では、授業では見られない学生の表情・交流、大人数での共同作業だからこその自己統

子どもが自分で服を作りました。
帰宅後、その服を着てご近所に見せ
に行ったとか
（o ＾―＾ o）

この門をくぐるときのこの世界が

制・協同が見受けられ、まさに本学の建学の精神である「人間教育と実学」であると感じています。

リハーサルでのアクシデント “ピンチはチャンス”
5 つのブースが実際に物的環境を大学構内に設置しての全体リハーサルは 2 回でした。10 月末に実施した最終リハー
サルでは、図書館前を吹き抜ける強風に学生達が一生懸命作成した物的環境が倒れてしまうというアクシデントに見
舞われました。リハーサルは授業後にしかできなかったため、交流会会場の周辺が薄暗くなっていくなか、
「どうしよ
う…」と不安の声が漏れていました。
「考えるきっかけがもらえた！ピンチはチャンス。あと一週間で知恵を出し合おう」と励ましました。

学生が作ったトロッコに乗って

そして、当日…
おたからのもりで学生からもらった
双眼鏡をのぞいて…

以下、参加者アンケートの一部をご紹介します。

23

こちらは学生振り返りアンケートの一部です。

ストーリーがあり、子どもたちが各テーマご

遊びの説明をしたときに、「隊員」という言葉を使ったら、4 歳の女の子に、

との世界に入り込めた。それぞれの場面でお兄

「隊員ってなに？」と聞かれました。とっさになんと答えればよいかわからず、

さんお姉さんから、名前を呼んでたくさんの声

困ってしまいました。なんとなくわかるだろうと思っていた言葉でも子どもに

「楽しい！」
「また来るね！！」といった生の声により、よりよい実践に向け試行錯誤

をかけてもらい、嬉しそうだった。遊び内容は、

とってはなんだろう？と疑問に思ったり、不思議に感じたりすることがあるん

自分でできるもの、ヒントや手助けを得ながら

だなあと改めて感じました。また、双眼鏡を通して子どもたちが楽しんでいる

をするためにたくさんの人とつながることの意味や重要性を体感しました。300 人近

できるもの、少しチャレンジするもの…バラン

様子を見て、子どもにとって自然と触れ合う楽しさや遊びを通して気づいて楽

スが良かった。とても充実した時間でした ！！

しむ様子が見られました。
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遊びの交流会を通して、学生達は地域の親子の方々のドキドキ・ワクワクの反応、

い人々とかかわりながら考え、悩み、知恵を出し合う体験により社会人になってから
も必ず「仲間と共によりよいものを創造する人材」になると期待しています。

交流会を終えて…
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2021 年度 3 年次制作展『ゼミ展』
2021 年 10 月 29 日（金）～31 日（日）の 3 日間、映像

形学部生・保護者・卒業生のみの来場となりましたが、

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

映像メディア学科

コロナ禍での授業風景
コ ロ ナ 禍 に お け る 昨 年 度 の 授 業 運 営 は、

運営・広報など実行委員の学生たち主体で行われ、たく

Zoom を活用した「リアルタイム遠隔」の授業

ました。昨年から領域が 1 つ増え、8 つの領域（映画・

さんの方に見ていただきました。

が中心となっていました。しかし、今年度はそ
の経験から得た手法を生かし、映像メディア

TV・フォト・サウンド・3DCG・アニメーション・イン

後日、講評会を実施し教員からの意見や、ゼミ展サイ

スタレーション・パフォーマンス）で学んだ 3 年次生 110

トにてアーカイブ動画等公開し、一般の方からの意見も

学科としては大学という場で学ぶ重要性より、

名の 85 作品が発表されました。

いただき、今後学生にとって制作活動の励みとなる展覧

「対面授業」を中心に行いつつも、
「遠隔受講」

本年度はコロナ禍による入場制限のため、メディア造

会となりました。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

メディア学科 3 年次制作展「ゼミ展」を本学にて開催し

と「対面授業」とを学生が状況よって選択でき
る「ハイフレックス型」の授業方法を取り入れ
て実施してきました。また、大学環境において
は、昨年に引き続き、座席の距離、サーキュ

Ｓ

Ｓ

アルコール設置など、できる限り安心して受

Ｎ

Ｎ

レーターによる空気の循環、各教室における

Ｃ

Ｃ

講できる環境を整えた教育現場にて、下記の
写真の通り進めています。

学生受賞
イメージフォーラム・フェスティバル 2021 SHIBUYA SKY 賞

「戯れ子ばこ」


うえだ城下町映画祭

「平成居酒屋～月の光～」


KLab Creative Fes’21

「Rene」

ノミネート
動画部門

上島大和

グランプリ

NAGOYA NEW クリエイター映像 AWARD

「平成居酒屋～月の光～」


平野汐音

株式会社コングレ賞

NAGOYA NEW クリエイター映像 AWARD

Maker’s Pier 賞

「Rene」

NAGOYA NEW クリエイター映像 AWARD

「サナダドレッシング＃ 01」


第 19 回中映協映像コンテスト

「現場の声

学生部門

～リニアと大鹿村と～」
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3位

テレビ CM 部門

第 17 回 AC ジャパン学生広告賞

新聞広告部門

「傷つけてない？その一言で」

25

グランプリ

第 17 回 AC ジャパン学生広告賞

「心からのいいねをもらえる行動を」


西尾秋乃

上島大和
平野汐音
中原有紀
新居進乃介

奨励賞

山田茉穂、水谷優李、村上未来、野口響、山﨑響暉、水野新太朗

奨励賞

小沼亜未
Feb.2022 Vol.92
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職 場 紹 介

の

わたし

Japan Quality を日本から世界へ

日進市大学連携講座
「まるごとピアノの話―生演奏とともに―」

株式会社 ANA Cargo
貨物サービス部運送課
名古屋外国語大学

学連携講座を行いました。24名の方にご参加いただきま

じながらピアノの世界に浸っていただけたのではと思い

した。ピアノの誕生や歴史、また成り立ちや機能、日本に

ます。講座終了後にはご質問やご好評をいただき、私自

おけるピアノ誕生秘話など様々な角度からピアノについ

身も新しい発見があり楽しい学びの機会となりました。

てお話しました。受講者の方々は意外と知らないピアノ



講座風景

子どもケア学科

岡田暁子）

2017年3月卒業

います。
現 在、 私 は 成 田 空 港
で働いています。航空
貨物の基幹空港である成田空港
は多種多様な貨物が搬入されます。それらの貨物の輸
出業務を行っているとともに、貨物便のロードコント
ロール業務を行っています。ロードコントロールとは、
航空機の重心位置を定め、離陸時や飛行中に航空機が
安全に飛行するために必要な業務になっています。
今は空港で働いていますが、今後は貨物の営業や、お
客様がさらに満足するサービスの開発にも携わりたい
と思います。航空機を通じて、お客様に笑顔を届ける、
また、日本の高品質のサービスを届ける、そんな存在に
なりたいと考えています。
学生生活は有限です。今しかできないことを悔いな
く全力で楽しんでください。それが社会人でも経験と
して必ず活きてきます。

ANA と聞いたら、みなさんが思い浮かべるのは、あ
の青い機体ですよね？あの制服を着た客室乗務員や整
備、グランドスタッフを思い浮かべると思います。皆
さんが普段座る客室の床下には何が積まれているので
しょうか？
ANACargo は、ANA グループの貨物部門の中核を担
う会社です。ANA グループの航空ネットワークを最大
限に活かし、お客様に貨物を迅速にお届けすることを目
指しています。また、私たちが運ぶ貨物は、普段皆様が
座る客室の床下に搭載しています。ANACargo では、旅
客機だけでなく、貨物機も保有しており、客室にも貨物
を搭載することが出来ます。
普段は半導体や、皆さんが普段着るようなファスト
ファッションブランドをはじめ、車や飛行機のエンジン
も搭載します。またコロナ禍では、マスクやワクチン輸
送にも従事しており、人々の生活に貢献出来ていること
に誇りを感じています。ちなみに某お寿司チェーンの
海外店舗へのマグロの輸送にも ANACargo が使われて

売れる商品を創り
「ありがとう」の声を聞くために、日々奮闘！
サンラリーグループ
名古屋学芸大学

ブリスト株式会社

ファッション造形学部

企画・営業

深貝 悠

ファッション造形学科

私の勤めているサンラリーグループのブリスト株式
会社は、アパレルメーカー・卸売業の会社です。私は営
業職で入社し、今現在は企画・営業という業務をしてい
ます。
アパレルメーカーの営業職は、一言でいうと世の中で
売れているトレンド商品の情報を掴み、その商品を弊社
の場合は中国で生産し、お客様（小売店）に企画提案し
て納品するという業務内容です。
営業といえば「商品を売る仕事」ですが、アパレル
メーカーの営業は「提案する商品を自分で発案してその
商品を売り、納品する」という仕事もしていますので、
自分が動かなければ何も始まらない、売る商品さえ無い
という非常に自主性が問われます。厳しい仕事ですが、
自分が提案した商品が得意先のお店で売れたら追加受
注等が増え業績が上がり、得意先のバイヤーさんから
「売れる商品作ってくれてありがとう」という声を聞く
のは本当に嬉しい気持ちになります。
学生時代の私は、勤勉な学生とは言えず、何となく地
元岐阜で土日休み、私服勤務だからといういい加減な理
由で今の会社に就職しました。
元々服が好きで学芸大学ファッション造形学科に入
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Ｃ

Ｃ

耳を傾けられたりしていました。驚きと実際の音色を感

中国語学科

Ｓ

Ｓ

ごとピアノの話―生演奏とともに―」と題し、日進市大

外国語学部

Ｎ

Ｎ

の話にどよめいたり、随所で行ったピアノ演奏に熱心に

成田ウェアハウスオペレーションセンター
さん

滝島 致遠

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

2021 年 12 月 17 日、日進市民会館小ホールにて、
「まる

（ヒューマンケア学部

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

ヒューマンケア学部

さん

2008年3月卒業

学し、バイト代をほぼ服購入に費やすという生活をして
いました。入社後、自社が作っている服をみて何も可愛
いと思えず、しばらく仕事が楽しいと思えませんでし
た。就職してから「思っていた仕事と違う」という事
はすごく多いと思います。ただ仕事をしていくうちに、
自分の担当業務の中でより改善できる部分を見つけて
周りの役に立てたり、自分の考えた企画が得意先で売れ
たりした時、
「深貝さんが営業担当でいてくれて良かっ
た。
」というような声を頂いた時は嬉しく、自分でより
良い提案できないか？などと考えるようになりました。
就職し、最初は辛いことが多いと思いますが、「その
仕事の中で楽しみ・嬉しいと思うポイントを見つけて、
自分ができるベストを尽くす」とまた違った面白さが発
見できるのではないかと思います。
私自身、正直仕事辛い、と思うことはよくありました
が、
「仕事だるい。適当に怒られないようにやる人」と
「自ら能動的に動いて試行錯誤する人」では数年後に大
きな差が出ると思います。会社の為ではなく、自分自身
の人生を豊かに楽しく生きる為に貪欲に動いてみてく
ださい！

Feb.2022 Vol.92

28

第 95 回「装苑賞」と「PR01. TRADE SHOW 賞」
長谷川里紗さんがダブル受賞！

「ナゴヤファッションコンテスト 2021」
高木陸仁さんが奨励賞を受賞！
さん

PLOFILE
1999年生まれ、愛知県立瑞陵高等学校出身
2018 年 に 名 古 屋 フ ァ ッ シ ョ ン 専 門 学 校
ファッションマスター科入学
2021年3月卒業後、サンラリーグループサン
フォード株式会社にデザイナーとして入社

テクニカルクリエーション科 1 年

高木 陸仁

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

長谷川 里紗

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

さん

テーマ「SHEEP」
羊の質感とトレンチコートを融合させたデザイン

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ

「NIPPORI FASHION DESIGN CONTEST 2021」
大島詩穂さんが入選！
テーマは「emerge ～浮かび上がる立体～」
正面からは立体に、側面からはフラットに見えるトリック的

ファッションマスター科 3 年

な視覚効果を表現した作品です。ネットの普及やコロナ禍によ
るオンラインでのコレクション開催などを踏まえ、
「2D と 3D で

卒業生でミラノコレクション「ATSUSHI

楽しめる作品を」と直線と曲線、影で構成された平面図を布で表

NAKASHIMA」デザイナーの中島篤さんに

現しました。審査員からは「過去の入賞作品にとらわれず、独

外部コンテストでも直接ご指導をいただき

自のテーマを貫いている」と高い評価をいただきました。

ました。

第 95 回装苑賞の長谷川さんを含め、4 名の学生が入選！

大島 詩穂

さん

1 年次に同じコンテストで独立行政法人
中小企業基盤整備機構理事長賞を受賞

一次審査通過

ファイナリスト

ファイナリスト

「文化服装学院連鎖校協会主催
第 36 回全国ファッションデザイン画コンクール」
長澤由依さんが奨励賞を受賞！
ファッションマスター科 2 年

長澤 由依

さん

テーマ「世界の衣料廃棄量」
2021 年ファッションマスター科卒業

金井 祐季

さん

テーマ「モスクを着る」
（株）
ASHLEY & BROS
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企画

ファッションマスター科 3 年

檀原 百合香
テーマ「Coral

さん

reef」

名古屋商事
（株） 内定

2021 年ファッションマスター科卒業

三輪 侑那

さん

テーマ「Space」
瀧定名古屋
（株） 企画

Feb.2022 Vol.92
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再開はしましたが…

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

土曜講座、オープンキャンパス
も「お麩の家庭料理」
「西洋菓子講座」
「フランス郷土料

後半に入り、少し落ちついた感がありますが、第 6 波、変

理とクリスマス」などをテーマに開催しました。また

異株の問題など、まだまだ警戒を解くわけにはいきませ

オープンキャンパスもオンラインや調理実習をしない

ん。しかしながら、少しでも状況がよくなれば栄養士の

で行ってきましたが、このたび感染防止対策を徹底した

スキルアップや学生募集のための活動もできる範囲で

上で再開しました。

ていた土曜講座を再開することにしました。
10 月 30 日の土曜講座では「フランス郷土料理とハロ

いずれも貴重な課外授業です。多くの学生が参加し料
理のレパートリーを増やし、技術向上のきっかけにして
欲しいと思います。

ウィン」をテーマに多くの学生が集まりました。その後

Ｎ

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｃ

Ｃ


  
  
 



 
 
  

 



なぜ増えた？「応募者数」

本校を選んだ理由（授業に関して）
オンライン授業の条件が整備

2020 年度は定員を上回る応募者があり、2021 年度も昨
年同様の応募者数となっています。
急になぜ増えたのか。理由を分析する為に新入生にア
ンケート調査を行いました。結果の一部はグラフの通り
です。

土曜講座など
座学が充実
コンピューターの時間が多い
調理技術が身につく
献立作成のスキルが身につく
実習・実験の時間が多い

0.0

「調理技術、献立作成のスキルが身につく」「実習の時
間が多い」「教員に相談しやすい雰囲気」などは従来から
聞こえていましたが、新しいキーワードとして、
「管理栄
養士へのサポート体制」が明らかになりました。第 35 回
の国家試験では 42 名の卒業生がチャレンジし、16 名が合
格しました。合格率 38.1 ％は全国平均の 24.3 ％を上回っ
ています。学生の要望に応えてさらに合格率のアップを
目指していきたいと思います。
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

吹き荒れた新型コロナウィルス感染症も 2021 年度の

再開したいところです。そこで長らく中止に追い込まれ











 
名古屋製菓専門学校
 


 に






て

菓子店



京都の洋








京都研修
 
 












2021 年 10 月 28 日（木）～29 日（金）に卒業年














度の洋菓子技術マスター科 2 年生の希望者
76 名
















が、京都研修とテーブルマナー研修を京都プリン
















スホテルにて実施しました。近年、和と洋の文化


















 


が融合した洋菓子店が多くなり、業界において






















も注目されている京都の洋菓子店を見学しまし

























た。夜ホテルではテーブルマナーの基本について












  










講義を受け、美味しい料理をいただきました。翌




























日、京都で大手洋菓子店のマールブランシュを見













  


学し、現場で働いているスタッフの方の話を聞か

















 
せていただき、卒業をしていく学生には大変良い















刺激になったと思います。
    
    
    
    
    
    
    

神戸研修


にて
 マ

ールブランシュ
 


  


2021 年 11 月 11 日（木）～12 日（金）
に洋菓子技術
 


マスター科 1 年生と製パン科の希望者
82 名が神戸
研修を行いました。1 日目には幅広い知識を持っ

てもらいたいため、繁盛店が多い兵庫県の洋菓子

店・製パン店を中心に見学をしました。夜には宿

泊場所のホテルプラザ神戸で本校名誉講師であ

る阿部先生の様々な種類のデザートをいただき、

四季を感じるデコレーションを目で見て味わって
有意義なひと時を過ごす事ができました。2
日目

には業界でも有名なエスコヤマへ行きました。こ

こは広大な敷地にケーキや焼き菓子、パンなどの

店舗に多くの商品が並んでおり、お客様への心遣

いや丁寧な対応、プロ意識等を学びました。

学校内では感じとれないお店の雰囲気や活気

を見て、お菓子づくり・パンづくりの喜びや厳し
エスコヤマにて
さを認識することができました。
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5.0

本校を選んだ理由（学生支援に関して）
管理栄養士へのサポート体制
専門実践教育訓練給付金制度
コロナ緊急支援に魅力
高等教育の就学支援制度
教員に相談しやすい雰囲気
就職の実績がある

0.0

5.0

マスクをするのも「自分のため」と「誰かのため」だと幼

…とできる対策も日常のこととして身につけ、幼いけれ

稚園児がちゃんと理解しているのだとすると、秋から初冬に

ど大人並みに、もしかすると大人以上に感染防止対策を

かけて日本の感染者数が激減した理由のひとつに「マスク

行っているかもしれません。

着用率」があげられることも納得できます。これも日本人の

「うつらない・うつさない」という感染防止対策の基本

美徳にあげられるのか、視点を変えれば同調圧力に弱い国

理念は、子どもたちの行動にも浸透しているようです。

民性なのか、などと思いを巡らせながらも、どんな状況下に

運動会や遊戯会などクラスが一丸となって取り組むとき

あっても、正しいことを正しいと言える強さや、変化を厭わ

も、がんばるのは自分のためだけではなく、
「クラスみん

ず受け入れる柔らかさを身につけることが、この先を生きる

なのために」という思いが見られます。

上での底力になると信じ、子どもたちと向き合っています。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

コロナ禍の幼稚園では、マスク、手洗い、消毒、黙食

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

野
稚
菱
幼
園

だより

10

９

運動会は日進キャンパスで！

14

菱野幼稚園

菱野幼稚園

12

瀬戸市南公園にビオラの苗を植えました♪
幼稚園のある瀬戸市萩山台に隣接する位置に、瀬戸市の南公園が
あります。年長組の子どもたちが、公園入口の花壇に、萩山台のボ

菱野幼稚園の運動会を、はじめて名古屋外国

ランティアさんに誘っていただき花苗を植える活動に参加するよ

語大学・名古屋学芸大学の第 1 グラウンドで実

うになって3年になります。もともとその方が一人で始められた自

施することができました。第 1 グラウンドを使

主的な活動です。始まりは、犬の散歩に立ち寄っていた南公園の

用させていただいたことは、かねてからの駐車

花壇が雑草だらけだったことを残念に思い、草抜きを日課にした

場のある広いグラウンド確保という課題が解消

ことからだったそうです。その活動を知った市が、花苗代を補助

されることになったばかりではなく、同じ学園

して華やかな花壇となったというわけです。

内の大学に園児が立ち入ることのできる好機と
なり大変うれしく思っています。
この依頼に快く応じていただき、準備を進めて
くださった大学職員の皆様には深く感謝申し上げ
ます。多くの皆様のご協力があって実現したこと
と思っています。
子どもたちは、はじめての大学での運動会を大

子どもたちにとっては、直接花の苗を植えることで、公園に行くたび
に自分が植えた花の生長を楽しみにしたり、その花を知らない人が「き
れいだね」と言ってくれることに喜びを感じたり、これまでそんなに関

いに楽しみました。コロナの影響はまだまだ続いて

心がなかった街の花や木に目を向けるようになったり、

いますので、学年ごとの分散開催となりましたが、

と心豊かになっていく体験となっています。人の価値観

どの学年も練習を積み、この日に臨みました。泣い

はそれぞれですが、花を見て美しいと思える感覚はこう

ても笑っても経験が大切。楽しみにしていた運動会

いった取り組みから養われるのかもしれません。

も、思い通りになることばかりではなく、自分の気

この日は、この話を聞きつけた地域の方々やデイサー

持ちに折り合いをつけながらも、自分のために、みん

ビスの職員さんと利用者さんが応援に来てくれました。

なのために力を発揮しました。
子どもたちを応援してくれているような青い空と
白い雲が印象的な秋の一日でした。

「上手に植えることができたね。」という言葉にやる気が増
して、うれしそうな子どもたちを見ると、人との関わりの
大切さを実感しました。冬を越え、この子たちが 1 年生に
なる頃の南公園が楽しみです。
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第 5 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：2021年10月11日（月）～11月19日（金）






会場
上映トークを
3
か月連続で
応募作品：103点（外国語大学77点、学芸大学26点）






開催しました
授 賞 式：2021年12月20日（月）






コロナ禍の影響もあり、昨年に続きオンライン募集＆授賞式となり

中央図書館新装記念と銘打ち、上映トークシリーズ「世

ました。今回は「推薦図書部⾨」と「自由図書部⾨」の 2 部⾨で募集、

界の映画を見て語る」（WLAC 共催）を 2021 年 10～12 月に

両大学から合計 103 点の作品が寄せられました。推薦図書の 19 冊は、名

中央図書館1階 N-BASE にて開催しました。同年3月に刊行

古屋外国語⼤学と名古屋学芸⼤学の先生方による「学生に今こそ読んで

された『世界は映画でできている』（名古屋外国語大学出版

欲しい」珠玉の 1 冊です。

会）の執筆陣により厳選されたアジア、ヨーロッパ、アメ

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

リカ各地域の映画を 110 インチの大型モニターにて鑑賞し、

ので、ぜひチェックしてください。

続くトークイベントではオンライン聴講の方々も加わりコ

各賞の受賞者は以下の通りです。

ポスター

ロナ禍ならではのハイブリッドによる得難いひと時となり
ました。

展示

上映したのは、台湾最大のヒット作『海角七号－君想う、

賞 名
大賞
最優秀賞
図書館特別賞

ペンネーム
なつ
e
白湯
豆大福
出版会賞
ほっとけーき
推薦図書部門賞 shoko
わき
たらちゃん
奨励賞
はる
れいや

国境の南』（藤井省三図書館長選定）
、戦後ドイツ映画第 1
作『殺人者は我々の中にいる』（外大・白井史人先生選定）
、
2015 年アカデミー賞主要 4 部門受賞作
『バードマンあるいは
（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（学芸大・柿沼岳志先生選
定）と多彩。専門家の解説で理解を深めた後、次への興味
につながるよう会場の一角に関連図書・論文・映画も展示
しました。

藤井省三 図書館長
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白井史人 先生

柿沼岳志 先生

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

書名（シリーズ名）
赤い高粱
もし僕らのことばがウィスキーであったなら
夏物語
人間失格
人間失格
スワン家の方へ 1（失われた時を求めて）
舟を編む
深い河（ディープ・リバー）
酒国：特捜検事丁鈎児（ジャック）の冒険
人間の土地

ジャンル
書名（シリーズ名）
情報科学
一般意志2.0：ルソー、フロイト、グーグル
哲学
ニーチェ・セレクション
歴史
日本人と日本文化：対談
政治
台湾とは何か
社会
タテ社会の人間関係
教育
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
風俗習慣
食と栄養の文化人類学：ヒトは何故それを食べるか
風俗習慣
「共食」の社会史
芸術
カンマの女王：「ニューヨーカー」校正係のここだけの話
芸術
音楽の危機：「第九」が歌えなくなった日
日本文学
個人的な体験
日本文学
ヘヴン
日本文学
彼岸花が咲く島
日本文学
弱いつながり：検索ワードを探す旅
中国文学
遅咲きの男
中国文学
神秘列車
中国文学
年月日
フランス文学 カンディード
フランス文学 スワン家の方へ 1（失われた時を求めて）

著訳者名
莫言［著］；井口晃訳
村上春樹著
川上未映子著
太宰治著
太宰治著
マルセル・プルースト著；鈴木道彦訳
三浦しをん著
遠藤周作著
莫言［著］；藤井省三訳
サン・テグジュペリ著；堀口大學訳

編著訳者名
東浩紀著
フリードリヒ・W. ニーチェ著；渡邊二郎編
司馬遼太郎，ドナルド・キーン著
野嶋剛著
中根千枝著
ブレイディみかこ著
ポール・フィールドハウス著；和仁皓明訳
原田信男著
メアリ・ノリス著；有好宏文訳
岡田暁生著
大江健三郎著
川上未映子著
李琴峰著
東浩紀著
莫言著；吉田富夫訳
甘耀明著；白水紀子訳
閻連科著；谷川毅訳
ヴォルテール著；斉藤悦則訳
マルセル・プルースト著；鈴木道彦訳

Feb.2022 Vol.92

36

第 5 回 NUFS ＆ NUAS 読書コメント大賞に寄せて


名古屋外国語大学長・出版会長

亀山郁夫

恒例となった読書コメント大賞だが、今年もまたすばらしく質の高い作品に恵まれ、驚きの
念を覚えている。とりわけ、大賞を射止めた莫⾔『赤い高粱』のコメントは、過去、何年かに
わたる本コンクールでも、一、二を競う出色のレベルだと思う。若干、ジャーナリスティック
な書きぶりが気にならなくもないが、何より文章のメリハリの良さが、高評価につながった。
最優秀賞『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』では、村上文学との出会いの喜びが
素朴につづられており、作品とのまさに「ハルキ」的な距離感が心地よく感じられた。図書館
特別賞の川上未映子『夏物語』は、内容性という点では、トップをうかがう出来栄えだが、で
きれば段落を細かく切らず、一気に書きとおしてほしかった。出版会賞の二点、太宰治『人間
失格』コメントは、甲乙つけがたい高いメッセージ性に富む内容である。豆大福さんのコメン
トは評者の「脱力感」がとてもよく出ているし、ほっとけーきさんのコメントは、読解の深さ
が行間から窺えた。太宰が今の時代にあっても「古典」たりうることを証する好コメントであ
る。推薦図書館部門賞のプルースト『スワン家の方へ

1（失われた時を求めて）
』、4 点の奨励

学内資料と学外資料を一括検索！
新検索サービスシステム nünü DISCOVERY 導入
図書館では、7 月より新たな検索サービスシステム
nünü DISCOVERY を導入しました。今までは、図書
館所蔵、各種契約データベース等は個別に検索する
必要がありましたが、nünü DISCOVERY を使うこと

キーワード

で、ひとつの検索ボックスにキーワードを入力するだ
けで、学内資料と学外資料をまとめて検索できるよう
になりました。契約データベース以外にも、オープン
アクセスのデータベースや電子ジャーナルも検索対
象になっているので、より幅広く必要な資料に当たっ
ていただけます。是非一度、nünü DISCOVERY に触
れていただき、その便利さを実感してください。
● 全
 ての契約データベースが nünü DISCOVERY で検索できるわけではありません。nünü DISCOVERY で必要な文献がなかった場合
は、個別のデータベースをご利用ください。
● 学外からも nünü DISCOVERY を利用できますが、検索結果から契約データベース等へアクセスする場合は、VPN 接続サービスにログ
インしている必要があります。
● 発行された論文情報等が nünü DISCOVERY で検索できるようになるまで一定期間がかかります。最新の情報などは、各データベース
をご利用ください。

賞『舟を編む』『深い河』『酒国』
『人間の土地』についてはとくに言及しないが、
「読書コメン
ト」というコンセプトへの、型にはまらない自由なアプローチが印象に残った。来年の本コン
クールでは、コンセプトそのもののさらなる進化を期待した。

名作のブレンド

―第 5 回 NUFS ＆ NUAS 読書コメント大賞に寄せて


名古屋外国語大学・学芸大学図書館長

藤井省三

今年の晩秋も多くの読書コメントを読みながら、楽しい週末を過ごしました。

図書館ウェブサイトリニューアル

データベース利用拡大

システムの変更にともない、図書

国内医学文献情報データベース「医中

館ウェブサイトをリニューアルしま

誌 Web」および、医学文献全文データ

した。これまでよりも、情報にアク

ベース「メディカルオンライン」の契約

セスしやすいデザインを心がけまし

を見直し、アクセス数フリー、文献出力

た。2021 年 7 月に導入した文献検索

申込不要で利用していただけるようにな

システム「nünü DISCOVERY」や図

りました。学内ネットワーク上からのア

書館資料を探す「OPAC」の検索窓

クセスであれば、自由に文献情報の検索、

も設置し、図書館ウェブサイトから

全文の閲覧が可能です。授業課題、論文

ダイレクトに文献の検索ができるようにしました。図書館からの様々

作成の資料収集にご活用ください。

な情報を発信していますので、ぜひブックマークしてください。

学生さんたちによる、私にとって未読既読の名作・新作へのコメントが、私の限られた読書
の世界に新味をもたらしてくれるからです。
たとえば村上春樹（1949―）と中国作家の莫言（モーイエン、ばくげん、1955―）とは不思議
に響き合う作品を書いておりますが、今回は素適なスコッチ・アイリッシュ・ウィスキーの旅
行記『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』と、一党支配下における恐怖のグルメを
描く魔術的リアリズム小説『酒国』とがブレンドされて、私は紙上で酩酊してしまいました。
名作のブレンドと言えば、今秋、外大出版会より刊行された『囚われて』（※注）は、韓国
からエジプト・フランス…とユーラシア・アフリカを横断して南北アメリカまでに到る世界文
学短篇集です。来年は同書もコメント対象作の一つとしてみて下さい。
※注
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沼野充義・藤井省三編（2021）『囚われて（世界文学の小宇宙 2）』名古屋外国語大学出版会

看護図書室テーマ展示
2021.6～9「メンタルヘルスを整えよう」
新型コロナ感染拡大の影響によ
る行動自粛に伴い、他者との関り
が減少し、先の見えない閉塞感か
らストレスを感じることも多い状
況が続きました。看護の現場では
自分だけではなく、患者さんが抱
えるストレスにも対処が必要にな
る場面があると思います。日常生
活、看護の場面でどのように自分
のメンタルヘルスを整えれば良い
か、患者さんに対応すればよいか、
参考となる資料を紹介しました。

2021.9～11「看護図書室 FAQ」
授業やゼミ活動で、文献を調べる機会が多くなっ
た学生の皆さんに役立つ、文献検索ツールの紹介
や、入手の方法などを資料にまとめて紹介しまし
た。展示終了後も、図書室内に掲示しています。

2021.12～「第 5 回 NUFS&NUAS 読書コメント大賞
受賞作品紹介」
読書コメント大賞の受賞作品と図書を展示しています。
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CO L UMN

わが町日進


日進に村立小学校ができた

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。元長久
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

元岩崎城歴史記念館館長

Napre 前号「日進城址を漫歩する」で米野木城址を取材
の際、約半世紀前にはこの辺りに東小学校があったことを

人目から半額の十二銭五厘ということになっていた。」
（日
進町誌）

思い出しました。今回は東小学校の思い出を膨らませ、さ

この出原佃の一文から、当時の小学校はまだ公教育始ま

らにそれ以前の日進に村立小学校が成り立つまでの昔をた

りの頃と同様、寺院などが学校として使用されていたこと

どってみることにしました。

が分りますし、授業料の徴収があったことも窺えます。ち

日進の公教育の始まりは、明治 5 年（1872）「学制」の公

なみに明治 33 年（1900）小学校令が改正され、市町村立小

布によります。この教育制度によって現日進市にあたる各

学校は授業料を徴収しないことを原則とするようになりま

村に学校が設置されたのは明治 6 年（1873）のことでした

すが、出原佃の通学した香久山高等小学校は香久山村他五

が、学校名には番号が付されて呼ばれました。その「第七

ケ村組合香久山高等尋常小学校であって村立ではありませ

番小学」として、同年 3 月、岩崎村慈眼庵（現慈眼寺）に

んでした。

開かれたのが「第七番小学清水学校でした。同年 9 月に米

その後、明治 39 年（1906）、香久山村・白山村・岩崎村

野木村薬師寺に「第八番小学文照学校」が、10 月に梅森村

が合併して日進村となるまでにも各学区、各学校の統廃合

眺景寺（別説石川勇家土蔵使用・梅森の歴史）に「第七十

があり、同年 12 月に当時の香久山尋常小学校・白山尋常

一番小学精究学校」（註 1）が、12 月に野方村市川松三郎宅

小学校・岩崎尋常小学校は組合立を解かれ、統合されて、

に「第九番小学峻徳学校」が、翌年 12 月は平針村（現名古

日進村全域を学区とする日進尋常高等小学校となったので

屋市天白区平針）の小島新右衛門宅に「第十六番小学勧導

す。この時の学校の規模は学級数 15、児童数 695
（男 448 女

学校」が設けられました。当時の赤池村の学区は勧導学校

247）
、教職員数 16 とされています。この時代、県は就学奨

だったのです。その後、各村の合併などや、国、、県など

励、向学心の喚起に熱心でしたが、一般の家庭では児童に

の政令、県令などの改正、学制改革につれて、学校も統廃

も労働力を期待していたので出席率は高くはありませんで

合や校名変更などがありました。当時、日進村はまだ存在

した。また女子に教育は不要との考えも根強く残っていた

せず、現市域に当たる所には梅森、浅田、折戸、野方、蟹

ために就学率は高くありませんでした。
明治 45 年 2 月 1 日、日進北部尋常小学校と日進東部尋常

甲新田、岩崎、岩藤新田、北新田、本郷、米野木、藤島、
藤枝、三本木、赤池の村々が存在していました。明治 21 年

小学校が日進尋常高等小学校より分離独立し、昭和 48 年

（1888）4 月市町村制が公布され、愛知県では翌 22 年 10 月か

（1973）南小学校が新設されるまで、67 年に及ぶ 3 小学校体

ら施行されて、香久山村・白山村・岩崎村となります。野

制ができあがったのです。

方・浅田・折戸・蟹甲新田・梅森の各村に、それまで現名
古屋市昭和区内のグループにあった赤池村が加わって香久
山村となり、学校は香久山尋常小学校となりました。米野

註 2：出原 佃（つくだ） 明治 17 年生。現日進市野方町出身。愛知一

白山尋常小学校となりました。岩崎村・岩藤新田・北新田
の各村が岩崎村となり、岩崎尋常小学校となったのです。
明治 27 年（1894）香久山高等小学校に進級した出原佃
（註 2）はその著『出原佃』に次のように記しています。「（香
久山高等小学校は）浅田の性海寺の建物に硝子戸を入れて
教室にしたものである。（中略）そのころ高等小学校の授
業料は二十五銭であった。一軒で二人以上在学の場合は二

中・東京帝大卒。南満州鉄道社員、新京工業大学教授、北京高
等工業高等学校校長、名城大学教授、日進町教育委員を歴任し
た。昭和 52 年没・93 歳

参考・引用文献
『日進村誌』日進村役場
『日進町誌本文編』日進町役場
『長久手町史本文編』長久手町
『愛知郡誌』愛知郡役所
『梅森の歴史』梅森の歴史発行委員会

大正末期の 3 小学校（閑院宮殿下御台臨記念写真帖・岩崎城歴史記念館蔵）
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日進北部尋常高等小学校

日進東部尋常高等小学校

学園各校

で見る

の出来事

2021 年 5 月 16 日 ▶▶2021 年 12 月 15 日
日付・媒体

5月21日
5月22日

中日新聞（夕刊）

所属
外大

中日新聞
外大
（市民総合・なごや東）

記事内容等
「米中の橋渡し

日本再び出番」

〈川村範行名誉教授〉

「コロナ禍でも…外国語で話したい」

〈英米語学科4年 日下部愛さん、国際交流課

鈴木梨理子さん〉

5月23日

日本経済新聞

外大

「米中覇権の主戦場」

5月24日

日本食糧新聞

外大

「イオンモール


6月10日

信濃毎日新聞
京都新聞

外大

「五輪大義

6月14日

共同通信社

外大

6月16日

中日新聞

外大

「コロナ下の恋愛事情


6月16日

日経産業新聞

外大

「社会人と交流機会増やす」 コロナ禍の就職支援

〈浅野昌章キャリアサポートセンター部長〉

6月23日

中日新聞

外大

「大学オンライン授業の現状」

6月27日

中日新聞（なごや東） 外大

「模擬国連



7月7日

中日新聞

外大

「新イオンモールはノリタケガーデン」 名古屋ノリタケガーデンに外大サテライト
キャンパス
〈外大 名駅キャンパス〉

7月15日

中日新聞

学芸大

「エンタ目」寄稿 「カンヌで「ユリイカ！」叫ぶ」

〈映像メディア学科

7月21日

中日新聞（なごや東） 法人

「学生や教職員ら8500人

7月29日

CBC

学芸大

「チャント！」 ローソンとの共同開発「あいちサラダめし」の紹介

〈管理栄養学科 安達内美子准教授ゼミ〉

8月1日

CBC

学芸大

「健康カプセル！ゲンキの時間」 ご当地健康料理コメント

〈健康・栄養研究所

8月2日

中日新聞

外大

「留学再開へ

8月2日

PR TIMES

NSC
ファッション校

8月3日

中日新聞（なごや東） 学芸大

「多様性考えデザインで表現」 障害者事業所にデザインを使ったアイデアを提案

〈デザイン学科長 冨安由紀子教授、
デザイン学科2年 大塚仁威也さん、阿田朱莉那さん、釈永 怜さん、野尻雪乃さん〉

8月12日

中日新聞

学芸大

「エンタ目」寄稿 「“敗戦”の教訓


8月24日

CBC

外大

「チャント！」 プロスケートボーダーとして活躍

〈英米語学科2年

長江寅之介さん〉

8月27日

朝日新聞

外大

「イスラム法での女性の扱い」解説

松山洋平准教授〉

8月28日

CBC

学芸大

「花咲かタイムズ」 ローソンとの共同開発「あいちサラダめし」紹介

〈管理栄養学科 安達内美子准教授ゼミ〉

8月29日
9月1日
9月7日

中日新聞（岐阜・近郊）
NSC
中日新聞（市民）
ファッション校
中日新聞（なごや東）

註 1：愛知県教育史第 3 巻には「精究学校」の記載がない（日進町誌）

木村・三木木材・藤島村・本郷村・藤枝村は白山村になり、

日進尋常高等小学校

マスコ ミ

〈中国語学科

産学連携を強化

ノリタケの森プロジェクト」
〈外大

真家陽一教授〉

響かぬ説明」コメント

名駅キャンパス〉

〈世界共生学科

高瀬淳一教授〉

“FOCUS: G-7 to be tested in following up on big promises to counter
China” コメント
〈世界共生学科 高瀬淳一教授〉
オンライン交流に活路」
〈世界共生学科3年

〈世界共生学科3年

新井沙耶香さん〉

新井沙耶香さん〉

英語で問題議論」 外大生がカンボジア代表として参加
〈国際コミュニケーション研究科2年 加藤すばるさん、
世界共生学科3年 青木寧々さん〉

仙頭武則教授〉

来月末までに接種へ」 中西学園職域接種

下方浩史教授〉

思い重ねて」 外大はワクチン接種が渡航条件

第95回装苑賞＆特別賞 W 受賞『長谷川里紗』の意外な素顔とは ！？

〈名古屋ファッション専門学校卒業生 長谷川里紗さん〉

描き続けて」
〈映像メディア学科

〈世界教養学科

長谷川里紗さんが「装苑賞」と「特別賞」を W 受賞

〈名古屋ファッション専門学校卒業生

仙頭武則教授〉

長谷川里紗さん〉
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日付・媒体

HOTEL

所属

記事内容等

9月2日

中日新聞（夕刊）

9月3日

中日新聞（なごや東） 学芸大

「地域の食育


9月9日

中日新聞

学芸大

「エンタ目」寄稿 「製作の全てを把握せよ」

9月10日

中日新聞

学芸大

「関心刺激し味覚育てる」コメント

9月11日

日本経済新聞

外大・学芸大

「中部の主要10大学の学生

9月14日

中日新聞（なごや東） 学芸大

「認知症理解広がれ
レー展示


9月15日

ひょうごの福祉

「文化を超えたつながりづくり」

10月3日

中日新聞（なごや東） 外大・学芸大

「留学

10月13日

中日新聞

外大

「「こども六法」著者に聞く」

10月18日

産経新聞（大阪）

外大

「ノーベル文学賞にタンザニア出身グルナ氏」コメント

〈現代英語学科長

10月19日

日本経済新聞

外大

「特別支援学校に初の設置基準」コメント

10月20日

中日新聞

外大

「買い物、仕事


10月24日

産経新聞

外大

「中小の技術が奪われる」コメント

10月28日

中日新聞

外大

「買う、学ぶ、働く


10月28日

NHK 総合

学芸大

「まるっと！」 選挙啓発活動紹介

〈デザイン学科

外大

外大

「愛するボドゲ

父娘で自作」

〈フランス語学科

ヤニック・ドゥプラド准教授〉

産学が連携」 管理栄養学部・イオンモール長久手が産学連携協定締結
〈管理栄養学部長 和泉秀彦教授〉
〈映像メディア学科
〈管理栄養学科

仙頭武則教授〉

髙田尚美准教授〉

2回接種、最高で7割完了」

オレンジ色の展示」 世界アルツハイマー月間に合わせディスプ
〈映像メディア学科 齋藤正和准教授、
映像メディア学科2年 櫛田千凪実さん、栗本志乃さん〉
〈世界共生学科

吉富志津代教授〉

〈世界共生学科3年

新井沙耶香さん〉

オンラインか渡航か」

木村茂雄教授〉

〈国際教養学科

竹内慶至准教授〉

一つの施設で」 イオンモール名古屋ノリタケガーデン内覧会
〈外大 名駅キャンパス〉
〈中国語学科

真家陽一教授〉

大集結」 イオンモール名古屋ノリタケガーデン開業
〈外大 名駅キャンパス〉
井垣理史准教授、「DP 基礎Ⅱ」受講生〉

「「投票所は←（あっち）」デザイン」

〈デザイン学科

11月1日

中日新聞（なごや東） 学芸大

11月3日

中日新聞

11月8日

中日新聞（なごや東） 外大

「中国の学生と「おうち居酒屋」」 新しい日本文化をオンラインで紹介

〈英米語学科3年 柴田怜奈さん、田中歩美さん〉

11月18日

中日新聞

学芸大

「エンタ目」寄稿 「幕末と現在

11月21日

朝日中高生新聞

外大

「ロシアの文豪

11月22日

産経新聞

外大

「文豪ドストエフスキー生誕200年」

〈亀山郁夫学長〉

11月28日

日本経済新聞

外大

「世界とドストエフスキー」

〈亀山郁夫学長〉

11月29日

中日新聞

外大

「ドストエフスキー生誕200年」

〈亀山郁夫学長〉

11月30日

朝日新聞（夕刊）

外大

「外国人の入国停止

12月4日

中日新聞

外大

「11大学の学生


12月5日

中日新聞（なごや東） 学芸大

外大

井垣理史准教授、デザイン学科学生〉

塩見治人名誉教授が瑞宝中綬章を受章

〈塩見治人名誉教授〉

結びつける」 〈映像メディア学科

ドストエフスキー生誕200年」

留学や就職、しぼむ夢」〈別科留学生

仙頭武則教授〉

〈亀山郁夫学長〉

ニコラス・シェルさん〉

通訳技術競う」 第15回学生通訳コンテスト開催
〈中国語学科3年

伊藤愛梨さん〉

「笑顔テーマ うんどうかい」 プライムツリー赤池で『ワハハうんどうかい』開催
〈デザイン学科

尹成濟准教授、デザイン学科3年 石井珠理さん、寺本和香菜さん〉

マスコ ミ

で見る

学園各校

の出来事


 
  
   
   
   

HOTEL















※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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2021 年度

後期

中西学園

C

A

L

E

N

D

A

R

名古屋外国語大学

NSC

学生春期休暇…………………… 2022年 1 月18日㊋～ 3 月31日㊍
卒業式…………………………… 2022年 3 月22日㊋

卒業式…………………………… 2022年 3 月17日㊍

名古屋ファッション専門学校

名古屋外国語大学大学院

名古屋ファッションファッションフェスティバル2022……2022年 2 月19日㊏
学生春期休業…………………… 2022年 3 月19日㊏～

学生春期休暇…………………… 2022年 1 月 7 日㊎～ 3 月31日㊍
修了式…………………………… 2022年 3 月22日㊋

名古屋栄養専門学校

名古屋学芸大学

学生春期休業…………………… 2022年 2 月19日㊏～

学位記授与式…………………… 2022年 3 月20日㊐

名古屋製菓専門学校

名古屋学芸大学大学院

名古屋製菓祭…………………… 2022年 2 月20日㊐～ 2 月21日㊊
学生春期休業…………………… 2022年 3 月19日㊏～

学位記授与式…………………… 2022年 3 月20日㊐

菱野幼稚園
作品展覧会……………………… 2022年 2 月11日㊎㊗・12日㊏
卒園式…………………………… 2022年 3 月17日㊍
修了式…………………………… 2022年 3 月24日㊍

表紙の言葉

編集後記

今回の表紙は、名古屋学芸大学管理栄養学部が担当です。管理栄養士の主
な業務は人に対して栄養の指導をすることです。その指導対象は、子どもから

管理人さんが「おはようございます。」と声を掛けています。
「挨拶」という
漢字は、仏教用語で自らの心を開いて接するという意味があるようです。

高齢者まで多岐にわたります。またその指導内容は、研究成果をもとにした

語源は「お早うございます」で、自分より先に出てきた人に対する、ねぎら

事象でなくてはいけません。つまり研究あっての栄養の指導ということになり

いや感謝の気持ちが込められた言葉です。人とのつながり、コミュニケーショ

ます。そこで、本学部の栄養の学びが研究ベースであることをイメージとして

ン、人間関係を良くする魔法の言葉だと思います。

伝えたくこの写真を選択しました。

返答のない人もいるようですが、声掛け（挨拶）を続づけているそうです。

名古屋学芸大学

管理栄養学部長

和泉 秀彦

「管理人さん、もうお昼ですよ。」と返しました。
（ビビデバビデブー）

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

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

https://www.nsc.ac.jp/

■名古屋栄養専門学校

TEL：052-251-7392
FAX：052-265-0502

■名古屋製菓専門学校

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

■発行所

■名古屋ファッション専門学校

TEL：052-241-7381
FAX：052-242-2746

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

〒460-0007 名古屋市中区新栄一丁目9番6号
TEL：052-241-7241 FAX：052-264-4976

学校法人中西学園

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

■発行者

https://www.hishino.ed.jp/

中西学園報編纂委員会

〒 470-0197 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-74-1111 https://www.nakanishi.ac.jp/
・読者の皆様からのご感想やご意見・ご要望、また、些細なことでもお気づきの点がございましたらお寄せください。
〈メールアドレス napre_np@nakanishi.ac.jp 〉
・napre Vol.82 Feb.2017 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。

