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５月１３日、体育祭が行われました。早朝ま
で続いた雨のため、開会式はアリーナで行わ
れましたが、屋外での種目は、晴天の下で開
催することができました。本年度は学友会メ
ンバーが少ないということもあり、各クラス
の体育委員が体育祭実行委員として、プログ
ラムの作成から、当日の運営、後片付けまで
担当し、無事終了することができました。ま
た、今年は、男子と女子の種目を分け、男子
はすべての学生がフットサルとソフトボール
に参加しました。リレーも男子チームが学科
対抗で行うなど、大いに盛り上がりました。

E-mail:tandaikinjo.ac.jp

体
祭
育 祭
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総合成績は優勝幼児教育１、２位幼児教育
２、３位幼児教育２でした。
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平成23年度

入

学

式

平成２３年度入学式が、４月２日析、白山市
松任文化会館で来賓と保護者を迎えて挙行さ
れました。美術学科７７名、幼児教育学科１５９名、
ビジネス実務学科１１５名、専攻科福祉専攻２８名、
留学生別科３名、美術学科研究生７名の合計
３８９名が学生生活の期待に胸を躍らせました。
中山治男学長は、まず、３月１１日に東北・

方との新しい出会いを大切にし、多くのこと

関東地方の太平洋沿岸を襲った、巨大地震と

を学び私たちの人生にとって大きな力になる

大津波による犠牲者の方々への哀悼の意なら

よう努力します」と力強く宣誓しました。

びに被災者の皆様へのお見舞いのことばを述

引き続き、新入生への歓迎、激励をこめた、

べられました。続いて、新入生に「専門的な

金城大学短期大学部の校歌が披露されました。

知識や技術をしっかり学び、自分にどんな適

昼食を挟み、午後からは新入生・保護者を

性や潜在力があるのか、自分が社会にどう繋

対象とした「新入生・保護者説明会」を実施し

がっていくのか考えていただきたい」と式辞

ました。会場を保護者と新入生との二手に分

を述べられました。

け、約１時間の内容で行いました。入学式後

それに応え、新入生代表、幼児教育学科の
涌村真衣さんが「大学生活で、よき友達や先生

に実施したこともあってか、大勢の保護者に
ご参加いただきました。
大勢の来賓、保護者の祝福の中、幼児教育
学科１４６名、美術学科６７名、ビジネス実務学科
１４４名、専攻科福祉専攻３６名、美術学科研究

学生生活の思い出を胸に 408名

生１０名、留学生別科５名、総計４０８名が学窓を
巣立ちました。式の終わりを締めくくって、
在校生代表ビジネス実務学科１の木村江里
さんが送辞を述べると、卒業生代表者として
美術学科２の藤本智帆さんが先生方への感
謝の気持ちと大震災を受けた方々への思いを
語り、
「これまで積み上げた記憶を胸に旅立と
う」と新たな出発を爽やかに誓い、式典は厳か
に終了しました。
式典終了後、クラス毎に控室へと場所を移
し、担任が一人ひとりの名前を呼び、それぞ

平成２２年度（第３４回）卒業証書・学位記授与
式が、３月１６日戚白山市松任文化会館にて挙
行されました。

れ言い尽くせない思いを「おめでとう」という
一言に込めて、卒業証書を手渡しました。
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紹

介

二郎

より、養成校である金城大学短期大学部幼児教育

今年度より遊学館高等学校か

学科に勤務することになりました。これまでの体

ら異動となりました。私の専門は、

験を活かして学生に現場で大切なことを伝え、自

油絵やデッサンを中心とした絵

分で考えて自分の力でやり遂げていく力を身に

画表現の探究にあります。学生に

つけていって欲しいと願っています。 本学の卒

対しては、制作活動を通してやりがいを見つける

業生として、これまでのよき伝統を大切にし、後

ことと、社会の中で美術が果たす役割と意義を実

輩の学生育成に努めていきたいと思います。どう

感して美術活動に携わる喜びを見つけることを

ぞ、宜しくお願い致します。

サポートしたいと考えています。
美術学科 和田

また、これまでの高校の現場での経験を生かし

絋樹

て、高大連携を目指した提言ができないかと考え

金沢美術工芸大学大学院を修

ています。皆さんに教えを頂きながら自分の役割

了し、金城大学短期大学部の教員

を見つけたいと思います。宜しくお願い致します。

として戻ることが出来ました。修
了することが出来たのも大学の

幼児教育学科 山田


紀子

幼稚園現場でクラス担任をし

先生方、特に美術学科の先生方にご協力していた
だいたお陰です。本当にありがとうございました。

ながら、副園長をしてきました。

今年度は就職進学指導部の担当ということもあ

保育の現場が何よりも大好きな

り、美術学科の就職率アップに努めたいと考えて

人間です。ご縁があってこの４月

います


幼
幼児
児教
教育
育学
学科
科
新入生合宿研修
新入生合宿研修
４月５日惜・６日戚に合宿研修を国立能登

ビジネス実務学科
ビジネス実務学科
新
新入
入生
生合
合宿
宿研
研修
修
４月１７日隻・１８日席、今年で７回目となるビジ

青少年交流の家で実施し、１年生１５８名（全員）

ネス実務学科「新入生合宿研修」が、国立能登青少

２年生リーダー２５名が参加しました。入学当

年交流の家において行われました。今年は、新入

初のガイダンスを兼ねた内容で、学科の教育

生１１４名、上級生リーダー１２名、教員１３名が参加

方針や展開、保育者としての心得、修学への

しました。合宿前の天気予報では、雨天の可能性

姿勢等の早期理解とクラスの交流・親睦を目

もあり、２日目のウォークラリーや野外炊飯の活

的に、
「身体表現」
「美術共同制作」
「２年生との

動に支障がでるかと心配しましたが、参加者の日

合同ミーティング」
「クラスミーティング」
「学

頃の行いがよかったのか、両日とも天候に恵まれ

習についての講義」等を行いました。２年リー

無事合宿研修を終えることができました。新入生

ダーの献身的な協力に１年生も感激の面持ち。

参加者からは、
「行く前は不安だったが、合宿を終

手作りのしおりからも思いが伝わり、実りあ

えてみてクラスのみんなとも仲良くなれてとて

る研修になりました。

も楽しかった」という感想が多く得られました。
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「特化教育」活動報告及び交流研究会開催

〜３ヵ年の教育GP取組の集大成として〜
去る２月１９日析、松任文化会館大ホールに、
幼児教育学科１、２年生全員、県内保育関係

「子どもの見方を変えて保育を楽しく」とのタ
イトルで、本会の趣旨そのもの、保育の本質
に深く鋭く迫るものでした。多数参加下さっ
た白山市の保育関係者より、とりわけ大きな
反響が届いております。一方、何にも増して
幼教が誇りにしたいことは、ポスターセッ
ション、シンポジウムと学生主体の報告会と
なり得たことです。
（詳細は本年３月発刊の最
終報告書掲載）これも偏に多くの方々のご支
援の賜物と厚くお礼申し上げます。今後とも
幼教へのお励まし、よろしくお願い致します。

各位、東海短大をはじめとする保育者養成校
教員諸氏が一同に会し、表記研究会を開催し
ました。社会全体が改めて保育の質を問うべ
き時を迎えている今、本学ゆかりのあらゆる
場のあらゆる方々との交流を縦横にしつつ、
この取組を総括しました。
ピアノ演奏で開会の扉を開き、中山学長の
ご挨拶を皮切りに、９：００〜１６：００までの開
催でした。福島大学大宮先生の基調講演は、

教育GP「特化教育」学生成果発表

〜 学ぶ者 から 働く者 へ〜
平成２３年２月１０日斥、１２日析の２日間、幼
児教育学科２年生の「特化教育」
（乳児保育、障
害児保育、音楽、美術）の学びの成果が披露
されました。保育現場からは助言者・共同研
究者として多数参加頂き、また他大学からの
参加もあって充実した発表会となりました。
保育実習とは異なり実践の仲間として現任
保育者と交わらせて頂き、 学ぶ者 から 働
く者 への滑らかな接続も果たしたと言えま
す。「特化教育」の今後の事業（出張講座、リ

カレント教育）にもご注目下さい。
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ビジネス実務学科
アメリカ研修報告
２月１８日から８日間、アメリカ研修に１１名の
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い行動し、オーランドではディズニーワール
ド、セントラルフロリダ大学訪問と、これま
た旅の疲れも忘れ、大いにアメリカンライフ
を満喫してきました。

学生が参加しました。
今回の研修は世界経済の中
心地ニューヨークと世界一のテーマパーク・ディ
ズニーワールドのあるフロリダ州オーランドで
おこないました。マイナス１５℃
の真冬のニュー
ヨークと、
３０℃
近い真夏の陽気のオーランドでは、
温度差以上の刺激をたくさん受けてきました。
ニューヨークでは、ウォール街、ブロード
ウェイ、ミュージアムと休む時間がないくら

幼児教育学科
海外研修旅行
３月４日〜１２日の９日間、学生１８名、引率２

あり、国や文化の違い、立場を超えて全員が大
きな家族のように感じられ、ゆったりと美しい
ペンリスの光景、保育現場での学びとともに生
涯の思い出・宝物になりました。

名でオーストラリア研修に行きました。
白山市の親善友好都市ペンリスでは私たちを
温かく受け入れてくださり、４泊のホームステ
イをしながら様々な文化体験、プレスクール訪
問、３グループに分かれての保育実習など充実
した研修を行うことができました。市の関係者
やホームステイ先の家族とは何度も交流の場が

幼児教育学科
国内研修旅行

の携帯電話からパソコンへ接続してアンケート

初めての試みとして、静岡、山梨への２泊３

を深め、相互に刺激し合おうと確認して終える

日の国内研修を企画しました。これは本学が選
定された文科省
「教育」
で研究交流のある東海
大学短期大学部児童教育学科（静岡市）の学生さ
んとの交流を目的とするもので、見事な富士山
を眺めながら、静岡と東海大学山中湖セミナー
ハウスでの合同研修がメインのプログラムでし
た。両学科の学生とも、実習で学んだことやこ
れからの学びの課題をグループで話し合い、
テーマに沿って発表し意見交換しました。学生

をまとめる
ポートフォリオも活用しながら有
意義な研修となりました。今後も継続して交流
ことができました。
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しぶりに７０体を超える手作りの着ぐるみがス
テージいっぱいに並び色鮮やかで壮観でした。
も大勢訪れ、変わらぬ金城のエネルギーに

恒例の定期演奏会「








 」が１

多くの賞賛の声をいただきました。

月２９日析金沢市文化ホールにて開催されまし
た。近年は、幼児教育学科２年生の英語によ
るミニミュージカル、クラスごとの音楽表現、
特化音楽等のマーチング、付属西南幼稚園と
の合同発表、着ぐるみ表現、ダンス部のステー
ジと定着したプログラムで構成され、今年も
充実した発表が展開されました。今年は、久
金魚をテーマとして生地を自分で染めた作品、
着くずした浴衣などバラエティーにとんだ作
品が披露されました。
今回で１０回を数える、美術学科ファッショ

またダンス部

ンコースによるファッションショーが３月７

のパフォーマン

日、金沢市民芸術村パフォーミングスクエア

スや、学生の制

において、開催されました。

作による映像が

ファッション専攻学生６名と染色専攻４名
の計９名、約５０点の作品発表を行いました。

舞台を盛り上げ
ました。

モノトーンを基調としたクールな作品や、
平成23年度 金城学園白山美術館行事日程
開館時間 １２：００〜１６：００（一部変則時間）

○大絵巻物展
５月２６日斥〜６月１５日戚まで

毎火曜日休館

○藤を描く展
６月１９日隻〜６月２６日隻まで ６月２１日火曜日休館
６月２６日隻コラボレーション「藤に舞う」
出演：藤間紫穂先生一門 １４：００〜
○吉田ときお 色鉛筆の世界展
６月２７日席〜７月３日隻まで ６月２８日火曜日休館
○館長の描くカブト虫とクワガタの絵展
７月６日戚〜７月１５日昔まで ７月１２日火曜日休館
○カブト虫とクワガタの絵展
７月１６日析〜７月３１日隻まで

○白山を描こう展
９月１１日隻〜１９日（月・祝）
表彰式：９月１１日隻１４：００〜

会期中無休

○白山日創展＆新院展作品展
９月２４日析〜１０月２日隻１４時終了

会期中無休

○石田亜希子展
１０月３日席〜１０月１０日（月・祝）

会期中無休

○アカデミア金城２０１１展＋研究生展
１０月１４日昔〜１０月３１日席

毎火曜日休館

○地域美術研究成果展
１１月１１日昔〜１１月２３日（水・祝）

毎火曜日休館

美術学科卒業生展覧会等の近況
毎火曜日休館

○館長の描く白山展
８月３１日戚〜９月９日昔まで ９月６日火曜日休館
９月３日析コラボレーション「白山に舞う」
出演：藤間信乃輔先生 １４：００〜

第６７回現代美術展
洋画
次賞・金沢北ロータリークラブ賞
「Madrigal−幻影の詩」
益田 恭行（油 画 卒 業 生）
日本画

佳作賞

三宅

厚史（日本画卒業生）
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１年生の就業力育成

最初の一歩
ビジネス実務学科が、昨年秋、文部科学省大
学生の就業力育成支援事業「就業力（










）
」に北陸の短期大学の中で唯一採択され
たことは前号でご報告しましたが、
新年度に入り、
１年生に対しても本格的に取組を開始しました。
新１年生「一歩目」のテーマは、
「対人スキル」
と「人のネットワーク作り」の基本です。理論
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野外散策、野外炊飯など、新しいクラスメート
との協力行動を通して、仲間作りに大いに役立
ち、楽しくて充実していたと、学生達から好評
を得ました。
キャンパス・マナー ☆三つの実践☆
①自分から先に挨拶する。
②授業の開始・終了時には、自ら立って挨拶
をする。
③話し手を見る。

最初の一歩の手応えを感じ、一歩ずつ前進、
就業力を培っていきます。

を知り、実践を積み、自己成長の度合いを確認
し、また実践する。学習活動に（










 ）
サイクルを活用し、就業力を身に
付けていきます。
２日間の合宿研修は、学習講座だけでなく、
先輩達とのレクリエーション、ウォークラリー、

意外と大変な就職情報の収集

「KINJO就活情報」で強力に支援！
現在、一般企業への就職を希望する学生達

就職進学指導室では、学生の情報収集支援

が精力的に活動しています。一般企業の就職

にも取り組み、
「

就活情報」を毎週発行

活動ではインターネットを活用するケースが

し、その都度説明もしています。本学に届く

多く、情報収集も容易にできるイメージがあ

求人票以外の求人情報や説明会情報なども調

りますが、実際には各種就職情報サイトや企

査して掲載しているので、希望求人を探すに

業のホームページなどに掲載されている膨大

はとても便利だと思います。学生には、必要

な情報から必要情報を探し出す必要があり、

情報を素早くキャッチし、積極的な行動へ繋

相当の労力を要する作業となります。

げてくれることを期待しています。

日本ビジネス実務学会

第30回記念全国大会

全国学生プレゼンテーション大会入賞!!
日本ビジネス実務学会中部ブロック研究会

６月５日、兵庫県で開催された全国大会に出

（．
２３年１月）
における学生プレゼンテーショ

場し、見事「優秀賞」に選ばれました。出場学

ンコンテストで、金安真奈さん（ビジネス実務

生は、北海道から九州まで各ブロックからの

学科）が、
「社会人への第一歩〜インターン

代表者６名で、大学４年生が３名、短大２年

シップを通して得たこと」と題して発表しま

生が３名でしたが、年齢差を感じさせないほ

した。その結果、中部ブロック代表に選ばれ、

どに素晴らしい発表でした。
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第34回 金城大学短期大学部

美術学科卒業制作展受賞者

竹倉綾由香
「もみじのきせつ」

東 布優佳
「FReE DaYs」

林
真美
「KUTANI COLLECTION」

杉森 彩菜
「MONOCHROMATIC EXTERMINATION」

新保 朗代
「TWINS・DATA」

美術学科卒業制作展

平成２２年度第３４回卒業制作展は平成２３年２月９日戚〜１３日隻まで金沢２１世紀美術館にて
開催されました。平成２３年度第３５回卒業制作展も同美術館にて開催される予定です。

大学案内・募集要項

第34回卒業制作展受賞者
学 長 賞
ファッション・工芸 「FReE DaYs」 東
優

努

布優佳

秀 賞
マンガ・キャラクター 「もみじのきせつ」 竹倉綾由香
デザイン・映像 「MONOCHROMATIC EXTERMINATION」 杉森 彩菜
デザイン・映像 「KUTANI COLLECTION」 林
真美

力 賞
デザイン・映像
デザイン・映像
ファッション・工芸
ファッション・工芸
マンガ・キャラクター
マンガ・キャラクター
油画・日本画

「SWEETS SHOP RUU RUU」 國枝 瑠理
「食品少女」 上乗まりな
「切断」 久保 佑佳
「金魚」 正保 良恵
「対岸から手をふりながら」栗原 沙綾
「no dreamer the Dutch act」 中
香澄
「IMAGE or REAL」
 小川 美佳

研究生特別賞
マンガ・キャラクター 「TWINS・DATA」 新保

朗代

http://telemail.jp
テレメール／資料請求受付（24時間）
●音声ガイダンスに従って資料番号を入力して下さい。
IP 電話 050−8601−0101
●資料請求番号 160793 2〜3日程で資料が届きます。
※お急ぎの場合は、本学へ直接ご連絡下さい。
金城大学短期大学部同窓会
http:///www.kinjo-dosokai.jp/

編集後記

第１号（１９８６.１０）から２５年。１
号の編集後記に、
「学内の動的なものをと
らえ、特に焦点を学生との係わりにおいた、
学園だより にしようとの企画で創刊し
た。」と記されていました。創刊の意図を心
して、３.１１を忘れず、明るい未来を信じて５０号をお
届けいたします。 （編集委員）

