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５月１６日㈮、今年の体育祭は天候と気温に

短大最後の体育祭ということで真剣に競技に

恵まれ、とても活気にあふれた素晴らしいも

取り組む２年生クラスもありました。また多

のになりました。学友会のメンバーがいない

くの先生方に、各種目の競技運営をサポート

ところから準備が出発しましたが、結果的に

していただいたことでクラスの応援にも先生

８名の学友会メンバーと体育委員による体育

方の姿が多く見受けられ、短大が一体となっ

祭実行委員会を結成し、体育祭を遣り遂げる

て体育祭を行っている感じが出ていました。

ことができました。開会式では、幼児教育学

来年もまた良い運営をしてくれると期待して

科の２年生男子が堂々と誓いを述べ、競技が

います。総合成績は、優勝幼児教育２Ｂ、２

スタートしました。どのクラスも団結して競

位幼児教育２Ａ、３位ビジネス１Ａでした。

技を楽しみ、中には練習をしてきたクラスや
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平成26年度

入

学

式

４月２日㈬、松任文化会館において、平成
２６年度金城大学短期大学部の入学式が挙行さ
れました。ビジネス実務学科、幼児教育学科、
美術学科、専攻科福祉専攻、美術学科研究生に、
新たに３７
６名の仲間を迎え入れることができ
ました。式では、学長式辞、来賓２名のご挨

拶に引き続き、幼児教育学科村田梓さんによ
る新入生宣誓が行われました。午後からは、
新入生は学生部からのガイダンスとクラスで
のミーティング、保護者の方は学科ごとに保
護者会が行われました。若干の緊張感のなか
にも、２年間の短大生活に期待を持つ素晴ら
しい顔がそろっていました。あっという間の
２年間ですが、充実した日々を送ってもらい
たいです。

平成25年度

卒

業

式

３月１６日㈰に、平成２５年度（第３７回）卒業証
書・学位記授与式が白山市松任文化会館にお
いて挙行されました。多くの来賓や保護者の
方々から祝福を受ける中、幼児教育学科１５６名、
美術学科６９名、ビジネス実務学科１３３名、専攻
科福祉専攻２０名、留学生別科１名、美術学科

卒業証書を受け取り、理事長表彰、学長表彰、

研究生１２名、総計３９１名が本式に臨みました。

免許状、認定証、各賞など、多くの学生が立

幼児教育学科の安部磨理奈さんが代表として

派に表彰を受けました。式の終わりには、在
校生のビジネス実務学科の永原茉実さんが送
辞を述べると、卒業生代表として美術学科の
宮島ゆりあさんが２年間の思い出を語り、親
への感謝、恩師への感謝、友達への感謝を述べ、
新たな出発の決意を誓いました。式典終了後、
クラス毎に控え室に移り、担任が１人ひとり
の名前を呼び、
「おめでとう」
という一言にそれ
ぞれの思いを込めて卒業証書を手渡しました。
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新任教員紹介
美術学科
大谷

友理

金城短大の時代に美術学科

母校に帰って参りました。私自身まだまだ未
熟ではありますが、精一杯務めて参りますの
で、今後とも宜しくお願い致します。

で学び、卒業後テキスタイル
幼児教育学科

デザインの職に就き、その後独立。デザイン

吉岡

事務所を立ち上げ、１０余年デザイナーとして、

利恭

また非常勤講師として石川県立寺井高等学校

この３月に県立学校を定年

と本校にて務めて参りました。専門はアート

退職し、４月より縁あって本

ディレクション、グラフィックデザイン、イ

学幼児教育学科に着任しました。今年度前期

ラストレーション、WEB等で、企画・提案段

は、２年生の歴史学を担当しています。高校

階からクライアント様と共に考え悩み、たく

までの通史的な授業ではなく、時代や分野に

さんの専門家の方々に助けられ、たまにはケ

偏りがないようにテーマをいくつか設定して、

ンカしながらひとつのモノを作り上げて行く

主題学習的な授業を行っていきたいと思って

…そんな仕事が好きで、何よりお客さまの「あ

います。その中で、若い皆さんが、歴史のお

りがとう」がエネルギーの源でした。沢山のモ

もしろさや現在とのつながりを感じ、保育者

ノに溢れる現代、よりクリエイティブな人材

として必要な教養を身につける一助となれば

が求められています。これからの若きクリエ

と願っています。

イター達の活躍に期待を込めて、ご縁もあり

幼児教育学科
新入生合宿研修

新入生たちからは、
「入学早々の宿泊研修は不
安でしたが、今は毎日の大学生活がとても楽
しみになりました」
「挨拶もしっかりしていて、

４月４日㈮〜５日㈯に国立能登青少年交流

行動も早くて、私も１年後には先輩のように

の家で行われ、１年生１５７名と２年生リーダー

なりたい。先輩たちの教えのおかげで、夢を

２４名が参加しました。入学当初のガイダンス

叶えてくれる金城短大だと思いました」など

を兼ねた研修であり、本学の「建学の精神」や

の感想が聞かれ、１年生の修学姿勢が深まっ

本学科の「教育方針・内容」
「幼児教育の意義や

た有意義な研修会となりました。

責任」などを早期に理解させること、またクラ
スの親睦を深め相互に修学への努力や協力を
図るために必要な信頼関係を構築することを
目的に行いました。昨年同様、この研修では
２年生リーダーの育成にも力を注いでおり、
積極的な挨拶、徹底した目配り・気配りによ
るきびきびとした行動で研修が行われ、レク
リエーション研修では、授業で学んだ体操、
手遊び、パネルシアターなどを紹介しました。
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ビジネス実務学科
新入生合宿研修
４月２０日㈰〜２１日㈪の２日間、ビジネス実

野外炊飯を行いました。二日目は雨に降られ
ることもありましたが、まだ残っていた桜の
花が地面に美しい模様をつくり、野外散策の
私達を楽しませてくれました。

務学科１年生の「新入生合宿研修」が行なわれ
ました。参加者は１年生９８名・２年生リーダー
１８名、教員７名の１２３名でした。今年度で１０
回目となる新入生合宿研修では、
「ビジネス実
務における自己表現と基本マナーを身につけ
る」
「友達ネットワーキング」をテーマとし、学
科長の講話にはじまり、レクリエーション、
キャリアデザイン総論、SNS、喫煙、飲酒に
関する講義、野外散策などの研修、最後には

第9回 地域子育て支援フォーラム

の取り組みについて参加者が考え合いました。
後半のグループディスカッションから全体の

２月２２日㈯「地域で支える子育て〜子育て

シェアリングでは、有効なグループワークの

支援を実践していく中でどのようなスキルが

在り方について熱心な話し合いが行われ、予

有効か〜」をテーマに、近隣地域の保育士を中

定時間を大幅に延長しました。出された課題

心とした子育て支援従事者２０名の参加のもと

は引き続き

開催されました。本フォーラムでは、本学主

来年度の委

催の「地域子育て支援研究会」での話題をもと

員会で話し

に、
「白山市」という地域の子育て支援につい

合われるこ

て取り上げました。今回は、子育て支援にお

ととなりま

けるグループワークの有効性をテーマに、当

した。

事者同士をつなげる・支援者がつながるため
短大とも初めて１年生２年生が合わせて参加

幼児教育学科国内研修

でき、短大・学年を超えて幼児教育を学ぶ学

３月１２日㈬〜１４日㈮に、４回目となる東海

生が交流できました。なお、今年度は石川に

大学短期大学部児童教育学科との国内研修が

お迎えして交流を深めたいと考えています。

行われました。東海大学短期大学部から１８名、
本学からは１年生１８名２年生８名と例年より
も多くの学生が参加しました。１３日に短期大
学部を訪問し、お互いの挨拶の後、静岡市静
岡中央子育て支援センターの見学をしました。
昼食後、東海大学山中湖セミナーハウスに移
動し、グループ討議の研修を行いました。両
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「リカレント教育」
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成果を発表、総仕上げをされました。
本年度は、
「障害児」に２名、音楽１名、美

「特化教育」に、卒業し社会人となっておら

術２名の計５名の方々が受講されます。美術

れる方々をお迎えして学んでいただく「リカ

リカレント生は、障害施設の指導員、利用者

レント教育」は、４年目を迎えました。

の方と共に受講されます。また、音楽の横田

昨年度の受講生は７名でした。１月３０日㈭
にそれぞれの研究テーマに基づいて一年間の

小松市との連携

「わくわくサイエンス」３年目
幼児教育学科

和泉・百海ゼミ

さんは、初めての２期連続の受講生となられ
ます。
ゼミ生は２０人程度ですが、連携保育園は、９
園と増加しました。テーマは、“市民力・地域
力を活かした幼児期教育の実践”
《〜こまつの

昨年、２５年度は、矢田野第二保育所を参加

持つ力を子どもたちへ〜》と定め、里山自然学

園として、統合児と健常児が「食にまつわる科

校、大杉みどりの里の活用、みどりのこまつ

学」を通して、
「共に学ぶ」ことをテーマに取り

スクスク会とのタイアップ、第６６回植樹祭に

組みました。
「浮くもの沈むもの」
、
「マヨネー

向けてのモチベーションの高まりなどを視野

ズづくり」
「あぶり出し」等々、多彩なプログラ

に、学生の

ムを配置しました。統合児の持つ素直な疑問・

もつ力を地

科学的な発見の芽ばえのすばらしさにゼミ生

域活性化に

は大きな感動を得ました。３月、金沢東急ホ

反映させて

テルで開催された成果報告会では、昨年同様、

いこうと考

聴衆から力強い励ましをいただきました。

えています。

さて、今年は活動の３年目を迎えています。

「子育て支援者のためのファシリテーター
養成プログラムの開発」

自らが、既存の「ファシリテーター養成プログ

（野田・米川ゼミ）

あるプログラム内容を確認する作業を行いま

本研究は、白山市における「子育て支援者の

ラム」を受講体験し、その中から、効果性の
した。今年度は、市内の１〜２地域を選定し、

ためのファシリテーター養成プログラムの開

その地域の保育者及び子育て支援関係者を対

発」をねらいとしています。２５年度は、第一

象とした「ファシリテーター養成研修」を実施

段階として、
「地域子育て支援研究会」
（大学教

する予定です。

員、白山市職員、市内保育士、子育て支援機
関職員をメンバーとする）を母体として「ファ
シリテーター養成プログラム策定委員会」を
設置し、そこでの話し合いから、親支援・地
域支援には、親同士、地域の子育て支援活動
同士を結びつける役割が必要であり、その役
割を担う者には、つながりを築ける能力が求
められることを確認しました。そして、委員
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第35回 金城大学短期大学部幼児教育学科
ミュージックフェスティバル

全員による英語ステージ「バイリンガルソン

Kinjo Waku Waku World

りました。授業、クラブ活動において皆が力

2014年1月18日㈯、 金沢市文化ホール 18時開演

生特化音楽履修生は６ステージ中４〜５ス

グ」。若さ溢れる感激いっぱいのステージとな
を合わせ企画、練習、準備に励み、特に２年

この時期としては大変良いお天気に恵まれ、

テージに出演し、大舞台での発表を立派に成

開幕前のロビーでは１年生による着ぐるみが、

し遂げました。観客からは、日頃は見ること

多くのお客様をお迎えしました。

のできない、学生達の頑張る姿に対し、盛大

プログラムは、２年生全員出演のクラス別

な拍手と感嘆の声を沢山いただきました。

ステージ。１年生３名による二重唱。２年生
３名によるピアノ独奏、連弾。西南幼稚園の
かわいい園児と、特化音楽履修学生との協演
ステージ。操演部による着ぐるみ操演「赤いリ
ボンのおくりもの」。特化音楽履修生・マーチ
ングバンド部、賛助出演の遊学館高校吹奏楽
部によるマーチングステージドリル。２年生

美 術 学 科
企業見学報告

た内容を組みました。
実際の仕事についての説明はもちろん、企
業が求めている人材について今後の就職活動

美術学科１年生は２月２０日㈭に、企業見学

に役立つ情報やご意見をいただき、仕事の現

を行いました。９社（ニッコー株式会社、株

場に触れる機会がほとんどない学生たちに

式会社リュウテック、株式会社中央メディア

とって大変良い刺激になりました。また引率

プロ、柴舟小出、前田印刷株式会社、株式会

した教員に

社北陸サンライズ、賀谷セロファン株式会社、

とっては今後

株式会社イノセンス、株式会社ミュージック

の就職支援に

クラブ）にご協力いただき、一人につき２社見

対する取り組

学しました。これから就職活動を始める１年

みを見直す良

生により実感を持ってもらうことを目的とし、

い機会になり

OBや企業の方々の講話や施設の見学といっ

ました。

金城学園白山美術館行事予定

餌叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡営
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰 ○平成２
嬰
５
年度短期大学部美術学科
○アカデミア金城
２
０
１
４
展＋研究生展
嬰
嬰
嬰
嬰
第３６回卒業制作選抜展
１０月９日㈭～１０月２７日㈪ 火曜日休館
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
４月２４日㈭～７月２８日㈪ 火曜日休館
○地域美術演習成果展
嬰
嬰
嬰
嬰
１１月６日㈭～１１月２４日
（月・祝）
嬰 ○第９回公募白山日創展
嬰
嬰
嬰
９月４日㈭～１０月５日㈰ 火曜日休館
火曜日休館
嬰
嬰
嬰
嬰
影叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡映
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うことで、多くの発表で、地元企業・団体と

金城ビジネス学会

のコラボレーションがありました。当日は１０
名の企業・団体の方が、出席されました。ま

２月１３日㈭に、毎年恒例となった金城ビジ

た、ポスター

ネス学会第４回年次大会が開催されました。

セッションも

ビジネス実務学科２年生が１年間の研究成果

大変好評で、

を発表する場で、全員がメモを見ずにスライ

活気のある発

ドを使って発表を行うという本当の学会さな

表会となりま

がらの催しです。
「産学連携ゼミナール」とい

した。

ビジネス実務学科

春季インターンシップ報告

は、参加学生全員と担当教職員でインターン
シップにおいて取り組んだ業務内容や学んだ
こと、今後スキルアップが必要と感じたこと

２月下旬から３月末までの春休み期間、計

などについて報告会を行いました。全員が一

２５名のビジネス実務学科１年生（現２年生）が

回り成長した面持ちで、充実した実習期間を

インターンシップに取り組みました。イン

過ごしたことを報告していました。中には、

ターンシップに参加しておくと、それまで外

既にインターンシップ実習先の企業に就職

部からしか見ていなかった業種や職種の内容

内定した学生も出てきておりますが、是非こ

を直に体験でき、自分のイメージに合うか、

の貴重なインターンシップ経験を全ての学

適性はあるかなどが判断できるようになりま

生が就職活

す。さらに、その後の就職先選びにも大いに

動に活かし

役立ちます。また、企業担当者に学生が直接

ていって欲

アポイントメントを取って訪問、打ち合わせ

しいと願っ

を行うことで、就職活動に必要なスキルも身

ています。

についていくことになります。４月１日㈫に

ビジネス実務学科

はじめての「就活合宿」
ビジネス実務学科では、１年後期から就職
支援講座を組み入れ、さまざまなサポートを
していますが、今回はじめて合宿して研修を
行いました。４月初めの週末、２年生の希望
者８８名が、緊張・期待・満足がいっぱい詰まっ
た２日間を過ごしました。研修のテーマは二
つ。一つめは、「好印象を与えるための身だ
しなみ・立ち居振る舞い」。女子学生が圧倒
的に多い本学科では、大変な盛り上がりよう

でした。スーツ姿も爽やかに身に付いてきた
ようです。二つめは、
「就職活動体験」。エン
トリーから最終面接に至る場面の体験は、緊
張いっぱいでしたが、学生達の自信につなが
ると大いに期待しています。
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金城大学短大だより

美術学科卒業制作展

北川
茜
「di
eAl
i
ce」

林
佳奈
「朝」

山本 紗織
「てんしのすみか」

北市木の実
「ROCK」

中川
舞
「t
oot
h」

平成２５年度

堀口 菜摘
「死への直面」

大学案内・募集要項
ht
t
p:
/
/
t
el
emai
l
.
j
p
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。
I
P電話 058－8601－0101
●資料請求番号 160794 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 ht
t
p:
/
/
www.
ki
nj
o-dosokai
.
j
p/

美術学科卒業制作展

優秀賞
北川
茜（デザイン・映像）
中川
舞（デザイン・映像）
堀口 菜摘（ファッション・工芸）
北市木の実（マンガ・キャラクター）
山本 紗織（マンガ・キャラクター）
林
佳奈（油画・日本画）

di
eAl
i
ce
t
oot
h
死への直面
ROCK
てんしのすみか
朝

努力賞
浅田 里穂（デザイン・映像）
宮本さつき（デザイン・映像）
安崎 有香（ファッション・工芸）
磯田美那子（マンガ・キャラクター）
上木 里紗（マンガ・キャラクター）
西谷 勇人（マンガ・キャラクター）
松本 実穂（油画・日本画）
高田奈都美（油画・日本画）

浅田本舗
ロケット宅急便
眠れる森の美女
魔女森ライフ
キミと逃避行
LI
VELI
FE
おめでたい図屏風
大切なもの

編集後記

美術学科では新入生がバタバタ

と動き回って、２年生は公開授業（オーディ
ション）でアワアワしています。毎年の光景で
すが微笑ましいかぎりです。学生も教員も忙しい時期
ではありますが、楽しく充実した日々を過ごしており
ます。
艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶艶 （和田）

