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金城から世界を歩こう。
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三日月や童話めきたる月と星
国語を専門とし、言葉の発達や絵本の読み
聞かせ、俳句の実作などを通して学生たち
の豊かな言語感覚の育成に努めていらっしゃ
る太田先生にお話を伺いました。

国語教師を目指したきっかけは？

元 あ々がり症で、人前で話すことが苦手でし
た。高校生の頃は心理カウンセラーを目指し
ていたのですが、大学に入り進路を決めるに
あたり、家庭を持ってもずっと働ける職業と
して教職を目指そうと思いました。また、当
時の国語学の講義で、言葉が伝達機能だけ
でなく、世界を認識する手段であり、言葉は
文化であるという考え方に感銘を受けて、国

語の教師になることを決めました。

国語の魅力とは？

日本人にとっての国語
は日本語ですが、日本
語には季節を表す言葉
（季語）がたくさんあり
ます。桜は春の季語ですが、葉桜だと夏、
桜紅葉は秋、返り花は冬の季語で、桜だけ
でも四季を表現することができます。これは日
本の風土や文化が言葉として表されているか
らで、これらを知るだけでも感性が豊かにな
ります。

金城短大に来られて
ご自身に変化はありましたか？

高校で教員をしている時から、意欲や忍耐力、
協調性等の非認知能力を養うためには幼少
期の保育・教育が大切だと感じていました。
金城の幼児教育学科でそのことを伝えること
ができるのが幸せです。

幼児教育における絵本の読み聞かせの魅力は？

大好きな大人が絵本を読んであげることで、
子どもとの心の絆が深まることが大きな魅力
です。ある研究結果では読み聞かせを行うと
子どもの脳の情動を司る大脳辺縁系が活性
化することが分かっています。つまり心が満
たされ、安心感を与えられます。一方、読
んでいる人は大脳の前頭前野が活性化しま
す。ここは考えたり、記憶したり、アイデアを
だしたりと、人間にとって重要な働きを担っ
ています。絵本の読み聞かせは、読む方も
聞く方も双方にメリットがあるコミュニケー
ションツールなのです。

高校生や大学生が言語
感覚を磨くのにおすすめ
なことは？

ずばり、俳句です！五七五のわずか十七音
からなる短い詩で奥深い世界を表現すること
ができます。俳句を読むことで世界をより繊
細に捉えようとするため、日頃の生き方が変

わり感性が豊かになります。プレバト !! とい
う俳句を題材にした TV 番組がとっても面白
いのでオススメですよ。

これから「１歩踏み出す」若者にメッセージ
をお願いします。

ぜひ身につけていただきたいのが共感力
（empathy）です。相手の立場になって考え
たり感じたりできる力は、多様性の時代には
大切だと思います。また、人生の中でいろい
ろなことに挑戦する機会があると思います。
そんな時は失敗を恐れないでください。どん
なりっぱな人も失敗から学び成功に変えてい
くのですから。そして、変化を恐れずいろい
ろな人と出会って楽しく生きていきましょう。
変わることって楽しいですよ！変わることので
きる人が生き抜いていけるのですから。

Twitter ＆ Instagram で金城短大の今をお届けしています。アカウント @kinjo_tandai をぜひフォローしてね♪欄外の　  マークの記事はツイートから抜粋。学生Blog「もぎたてORANGE！」にはもっとディープな学生生活が…

＜プロフィール＞
太田淳子（おおた じゅんこ）　幼児教育学科長。
石川県出身。奈良女子大学 文学部 国語国文学
科卒。長年県内の高等学校教員、校長として勤務
後、2017年より本学着任。言葉の発達や絵本の
読み聞かせ、俳句の実作などを指導している。

太田淳子　
幼児教育学科

体育祭2019
月11日 汗ばむ
ような晴天のも

と、短大全学生が参
加する一大イベント
「体育祭」を行いまし
た。今年は新たな試
みとして、ムカデ競争、パン食い競争、
借り人競争、大縄跳びなど、誰でも参加
しやすい競技を行いました。3学科17ク

ラスの拮抗し
た勝負に観客
も大盛り上が
り！最高の体
育祭となりま
した！
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親善友好都市交流30周年記念
ペンリス市訪問団来学

月7日白山市の親善友好
都市であるオーストラリ
アのペンリス市からロ
ス・ファウラー市長を
はじめ7名の訪問団の
方々が本学に来学
されました。本学
の幼児教育学科

は、海外研修プログ
ラムで2008年３月
から８回にわたりペ
ンリス市で保育園
訪問やホームス
テイ等の研修を
実施しており
ます。歓迎式の
後 は、大 学・
短大の紹介、
短期大学の授業
見学、昼食懇談会

を行 い、互いの理解
を深める有意義な時
間となりました。
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Interv iew

私になる！
踏み出す

3学科合同学生リーダー研修

金短サミット
2019開催！

月18日～19日　グランドホテル白
山にて、学生リーダー組織「Shinny 
Leaders」の50名が、3学科合同研

修「金短サミット2019」に臨みました。自
分たちの壁を「K:こわして」、新しい仲間と
「T:つながり」、自分のこと、他人のこと、金
城のことを改めて「S:しる」ことが「KTS(金
短サミット)」のテーマです。
ファシリテーターとして発創デザイン研究
室の冨永先生をお迎えし、1日目はグルー
プワークや、ダンスを通したコミュ
ニケーションスキルアップを行い
ました。また、チーム毎にシンボ
ルマークやキャッチコピーを制作
し発表しました。その他にも「金城
短大の魅力をどのよう に 伝 え
るか」についての
ディスカッション
や、リーダー缶バッジの
制作、金短に関する
クイズ大会など盛
りだくさんの
内容でした。
2日目は、1日
目から考えて
きた「金城短大
の魅力」につい
て、グループ毎に
寸劇として発
表！どれも趣
向が凝らされ
ていました。ま
た、楽しさだけで
なく問題を乗り越え
ていく勇気を教えて頂き、自分
自身がどんなリーダーになっていきたいか
を考え共有しました。
２日間で少し成長することが出来たShinny 
Leaders。今後もスキルアップを図り、本学
の学生リーダーとしてオープンキャンパス
などで活躍していきます！
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K I N J O
［ウォーク］
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出身高校：富山県立桜井高等学校
趣　　味： 絵・散歩
希望進路： やりがいを感じられる仕事

出身高校： 石川県立金沢辰巳丘高等学校
趣　　味：ハンドメイドアクセサリー
進　　路： 保育教諭

出身高校： 石川県立大聖寺高等学校
趣　　味：カメラ・アニメ
進　　路：EIZOエンジニアリング株式会社
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出身大学： 大阪大学
出身大学院： 京都府立大学大学院
専門分野： 環境農学 
趣　　味： 篠笛、香道、鉱物鑑賞
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背景は、本波葵さんの作品。

毛糸を貼って作られた、

色や感触を楽しめる「遊」という

作品（2019年制作）です。

学長のMy水晶も登場した今年の対談。お互いに普段は聞けないことを質問しあえる貴重な機会となりました。2

学長：その方が、人生が豊かになると思
うからです。新しいことを知ることで自
分の世界が広がる。目の前が開かれて成
長を実感できる。これが生きているとい
うことじゃないのかなと思います。この
対談も私にとっては新鮮な発見があっ
て、新しい世界が開けたと今まさに実感
しています。
前田：これから社会へと１歩目を踏み出
す私たちに、エールをお願いします。
学長：「思うように、やりたいようにやっ
たらええんちゃうか！」もし20歳の自分
に一言伝えるなら、そう言うでしょうね。
その後に失敗することが分かっていて
も、その時に悩んだことや得た経験が大
切だし、その積み重ねで今の自分がある
わけだから、下手に止めたりはしません。
逆に私から皆さんに質問させてくだい。

　 今、どんなことをやりたいと
思っていますか。
　西村：いつか絶対にオー

ロラを見たいと思っています。
テレビで見ていて美しいと
思ったものを生で見たいと
思っています。
前田：私が保育士を目指したの
は、私が幼稚園に通っていた時
に全力で関わってくれた担任の先

生に憧れたのがきっかけでした。今度
は私がそんな風に思ってもらえるよう
な先生になりたいと思っています。
本波：家族、特に母を大切にしたいと
思っています。学費を貯めてくれたり
色々な支援をしてくれたのでそう思って
いて、自分の絵も母との思い出をテーマ
に描いていけたらいいなと思っていま
す。それを見た母がにっこり笑ってくれ
たら嬉しいです。
学長：それぞれ個性があって面白いです
ね！今までの生き方も見えてきますね。
どうもありがとう。

金城短大に来ると
「1歩踏み出す私」に
なれますか？

前田：私はこの度成人式を迎え、春からは
社会人になるのですが、学長先生が学生の
時に1歩を踏み出したなと思ったことは
ありますか？ 
学長：大学を卒業し、初めて就職を決めた
25歳の時にそう思いました。大学では哲学
を学んでいて、思索の世界に没頭していま
したが、就職は身体を動かす仕事がしたい
と思っていました。そんな時、求人情報を
見ていて造園業の仕事が目に留まり即電
話、その日のうちに面接をして、そのま
ま採用されました。在学中は、「将来こ
れがしたい！」というはっきりした目標
はなく、ただひらすら学問的な追究を
していました。卒業というきっかけが
あったことで、一歩踏み出す決意がで
きました。
本波：何かに挑戦してうまくいかなかっ
た時はどうしますか？
学長：その時に自分自身がどうしたいの
か？を問うてみるのが、いいのではない
でしょうか。その時の自分の気持ちに素
直に従って行動してみることが大事だと
思います。あきらめられないのであれば、
とことん突き詰めてみるのもいいし、一
旦その課題から距離を置くのもいいで
しょう。どちらにしても自分で決めるこ
とが大事だと思います。
西村：私はグループの中で皆をまとめら
れるような人が素敵だなと思うのです
が、どうしたらそのような人になれます
か？ 
学長：グループのメンバー一人ひとりを
よくみることが大切だと思います。それ
ぞれに気を配り、引っ張っていく場面か、
見守っていく場面かを見極めながら、柔

軟に対応していくことで皆をまとめてい
けるのではないかと思います。
前田：園芸の仕事をされていたと伺った
のですが、学長先生の一番好きな植物は
何ですか？
学長：観葉植物だとポトスが好きです。
葉っぱのしっとりとした手触りが好き
で、ずっと触っていられます。花は藤が
好きです。５月の連休前あたりに花を咲
かせるのですが、そばを通るとほのかに
いい香りがして、思わず振り返りたくな
るそんな花です。金城短大には藤棚が４
か所あるので探してみてください。
前田：趣味は鉱物鑑賞とのことですが、
その理由を教えてください。また、一番
好きな鉱物は何ですか？
学長：私の好きな鉱物は水晶です。今日
も持ってきましたよ。二酸化ケイ素が結

晶して水晶となるのですが、結晶面は必
ずこの美しい角度を形成します。水晶以
外にも鉱物によってまったく違う色や形
があるのが魅力で、とてもロマンがある
世界なのです。

本波：「遊学の精神」、「金城から地球を歩
こう」など、これまでにも外へ向かって
歩んでいくこと、挑戦していくことを大
切にしていますが、なぜですか？

学長：なれる！それは日々一歩を踏み出
そうと頑張っている先生が、金城短大に
はたくさんいるからです。どうすればよ
りうまく学生を支援できるのかを日々も
がきながら考え続けている先生方の姿を
見ていただければ、それが刺激となり、
自分も頑張ろう！と思ってもらえる気が
します。
西村・前田・本波：今日はどうもありがと
うございました。

学
長

学
生

対　談

一歩踏み出す、私になる！一歩踏み出す、私になる！
019年は平成が終わり、令和の時代が始まりました。2020年は東京オリン
ピック開催、小学校におけるプログラミング教育必修化、５Gサービスの

スタートなど、変化が加速する年になりそうです。そこで「１歩踏み出す、私に
なる！」をテーマに、加藤博学長と、各学科を代表する学生が対談を行いました。

019年は平成が終わり、令和の時代が始まりました。2020年は東京オリン
ピック開催、小学校におけるプログラミング教育必修化、５Gサービスの

スタートなど、変化が加速する年になりそうです。そこで「１歩踏み出す、私に
なる！」をテーマに、加藤博学長と、各学科を代表する学生が対談を行いました。
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32020年の金城祭は10月17日（土）18日（日）です。ぜひお越しください！
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大の2年間を振り返ると、入学前の自分からは想像
できないくらい積極的にたくさんの挑戦をしてきま

した。クラスでは2年間体育委員として体育祭の運営に携わり、
カフェテリア履修では「アウトドア演習」で一泊二日の白山
登山に挑戦、また学生ブログ「もぎたてORANGE！」のブ
ロガーとしても活動するなど様々な活動に参加することがで
きました。
　また、検定試験にも力を入れました。努力して検定に合格
することで、一つひとつが自信に繋がり、さらに上を目指す

ことで多くの検定に合格す
ることができました。この
ことは就職活動の際に自分
の強みにもなりました。
　そして、短い2年間の学
生生活で何か成長できたら
いいなと思って加入した学
生リーダー組織「Shinny 
Leaders」での活動は、自分

が2年間で一番大きく変われた経験だと思います。私はもと
もと消極的な性格なので、自分の意見を主張することや人前
に立って話すこと、初対面の人とコミュニケーションをとる
ことなどは苦手でした。しかし、意識の高い仲間達と研修や
オープンキャンパスを重ねていくにつれ「自分もこんな風に
なりたい」と強く思うことができ、努力をすることで、苦手だっ
たことが「楽しい！」と思えるようになりました。上手くい
くことばかりではなく、むしろ失敗ばかりしていた私達です
が、失敗する度に意見を出し合いまた挑戦し、みんなで頑張
ることが本当に楽しかったです。さらに私は、愛知県で開催
された「短大フォーラム」という全国の短大生が集まる研修
にも参加させていただき、他の短大で活躍している学生と話
をすることでいい刺激を受けることができました。自分に自
信が持てなかった私ですが、2年間の活動を通して、自分の
意識を変えることができ、これからもたくさんの人と関わって
いきたいと思うよ
うになりました。
　Shinny Leaders
の最初の研修で講
師の方から学んだ、
「出会いはとても大
事であり、出会わ
ないのはもったい
ない」という言葉
をその日からずっ
と忘れないでいます。この2年間で多くのことに挑戦し成長
できたのは、励まし合い一緒に頑張ってきた友人や様々なチャ
ンスを与えてくれた先生方との出会いがあったからです。あっ
という間でしたが、とても充実した2年間を過ごすことができ、
感謝の気持ちでいっぱいです。これから社会人になっても、2
年間で培ったものや出会いを大切にし、日々成長していける
ように前を向いて頑張っていきたいと思います。

は元々デザインを学びたかったので、デザイン・ビ
ジネスコースがある金城短大に入りました。このコー

スでは、市や企業から依頼されたものをデザインすることも
多く、実際にデザインを通して社会と関わることができまし
た。
　金城短大では課題を与えらるだけではなく、自分で企画す
る事もあります。特に、公開オーディションという授業では
自分で企画や取材も行い、最終的には先生やプロのデザイナー
の方の前でプレゼンテーションを行います。初めは何を作れ
ばいいのか中々思いつかなかったのですが、次第にやりたい
ことが見えてきてなんとか４回あるオーディションをやりき
ることができました。

　その中で特に印象に残っているものは、猫に関することわ
ざを題材にした「猫に小判」というカードゲームです。これ
は猫に関することわざを揃えるゲームで神経衰弱と同じ形式
なのですが、そこに行き着くまでに先生方にも協力していた
だき、何度も試行錯誤しました。カー
ドを1枚ずつ手作りし、実際に友
達とも遊んでみたのですが、とても
盛り上がりました。また、この作品
を石川県デザイン展に出展したとこ
ろ、最高賞である石川県教育委員会
賞をいただくこともできました。
　私は金城に入学する前はデザイン
やイラストに全く触れてこなかった
のですが、短大生となり自立する機
会を持ったことで、主体的に自分が
興味のあることに取り組む事ができ
ました。その中で視野が広がり、デ
ザインやイラストの力も身につけ
ることができました。
　将来は学んだことを活かし、１
人前のデザイナーになり様々な人
を笑顔にできるものを作っていき
たいです。

は、「バレーボール部が強い」という理由で金城を
選びました。入学前は、バレーボールが出来れば

それでいいと思っていましたが、実際入学してみるとそん
なに甘くはなく、毎日びっしり入っている授業、ハードな
練習で体も心もくたくたでした。さらに私はピアノが初心
者だったので、みんなについていくのに必死で、部活動ま
での空いた時間に友達にピアノを教えてもらい、よく練習
をしました。また、短大の行事も試合と重なることが多く、
なかなか参加できず寂しい思いをしたこともありました。
しかし、私はバレーボールがしたくて金城短大に入学した
ので、寂しい気持ちに負けずに一生懸命練習に励みました。

　２年生の夏には２回膝の怪我をし、２回とも手術をし
ました。その時は本当に辛く、大好きなバレーボールが
出来ないもどかしさがある中で、実習もあり、今まで生
きてきた中で一番辛い時期だったかもしれません。その
ような時に元気をくれたのは、部活動やクラスの仲間で
す。毎日たわいのないことで笑わせてくれ、相談に乗っ
てくれ、実習中も電話で励ましてくれました。友達がい
たからこそ、私は怪我に負けず、リハビリも頑張り、何
とか部活動に復帰し、私のバレーボール人生に終止符を
打つことが出来ました。
　私は、この２年間で友達の大切さや、最後まで物事をや
り遂げることの大変さ、またやり遂げた後の達成感を知る
ことが出来ました。４月からは小学生と関わることになり
ますが、本当の友達とは
どのような友達なのか、
また、やりたいと思った
ことを最後までやり遂げ
ようとする強い意志を持
つことの大切さなどを伝
えていきたいと考えてい
ます。そして、私自身も
このことを忘れず、子ど
も達と関わっていきたい
です。　

池
田 

野
乃
花

端
田 

涼
花

キラキラのキャンパスライフを

歩む学生たちをご紹介します KINJO WALKER

私

13

14

15

短 私

Bビジネス実務学科（11名）

BUSINESS

C幼児教育実務学科（13名）

CHILD

ビ/井戸 健敬 ビ/井上 克洋ビ/井戸 健敬 ビ・長/ 藺森 喜美 ビ/越野 裕美子ビ/加藤 博

ビ/瀬戸 就一 ビ/中原 亜紀美 ビ/廣瀬 元

ビ・補/藤元 宏一

ビ/矢澤 建明 ビ/若月 博延 幼・補/朝倉 喜裕 幼/石野 友子幼・長/太田 淳子 幼/水上 和子

A美術学科（8名）

ART幼/吉岡 利恭幼/村上 知子 幼/森田 ゆかり 幼/山田 紀子 幼/米川 祥子

幼/百海 智 幼/中村 明成 幼/三浦 哲志幼/ガート・ウエスタハウト

美/新井 浩 美/大谷 友理美・補/権田 宜子美・長/東田 修一 美/本山 二郎美/堀 一浩 美/和田 紘樹美/大場 新之助

カードゲーム「猫に小判」石川県教育委員会賞

「輪」ポスター
第10回ポスターグランプリ

入賞作品

「RAINBOW PANDA」
オーディション作品

教員紹介
平成 31年度

3月末日まで在職の3学科の
専任教員をご紹介致します（五十音順）

やりたいことを
最後までやり遂げる
やりたいことを
最後までやり遂げる
やりたいことを
最後までやり遂げる

積極的に挑戦して
成長できた私
積極的に挑戦して
成長できた私
積極的に挑戦して
成長できた私

好き！に
チャレンジできた２年間
好き！に
チャレンジできた２年間
好き！に
チャレンジできた２年間
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平
  入学式

成31年度の入学式が4月2
日（火）白山市松任文化会
館にて行われ、幼児教育学
科、美術学科、ビジネス実

務学科、美術学科研究生、留学生別科の学
生が希望に胸をふく
らませ本学の門をく
ぐりました。式典で
は、新入生代表とし
てビジネス実務学科
の島野 真歩さんが、今後の学生生活への
抱負を述べました。また入学式終了後は、
本学にて新入生オリエンテーションと保

護者説明会を行
い、新入生は慣
れないながらも
本学の一員とし
て一歩を踏み出
しました。

平成31年度
第 44回

城短大の冬の風物詩「金城イルミ
ネーション」。太陽光で発電し発

光する「ペットボタル」が、夜の学園に優
しく輝きました。オープニングイベント
では幼児教育学科学生によるミュージッ
クベルの演奏や、美術学科学生が制作し
た映像をみんなで楽しく鑑賞しました。

金

季節を感じる
玄関ホールの
飾りつけ

城短大では季節を感じ、楽しめる
ように環境委員の学生が定期的に

玄関ホールに飾りつけを行っています。今
年は七夕、ハロウィン、クリスマスに飾り
つけを行い学園生活を彩りました。

金

※詳しくは、金城学園ホームページ
　http://www.kinjo.ac.jp/をご覧下さい

業式が令和2年3月16日、本学
で開催されました。新型コロナウ

イルス拡大防止に配慮し、学生と教職員
のみで、マスクの着用や検温、手の消毒

を徹底しての
開催となりま
した。そんな
中、幼児教育
学 科105名、
ビジネス実務

学科107名、そして美術学科48名の合
計260名と、留学生別科12名、美術学
科研究生14名が希望を胸に本学から巣
立ちました。全学科を代表して幼児教育
学科の谷島 和奈さんに卒業証書・学位
記が授与され、理事長表彰は、ビジネス
実務学科の西村 祐香さんに贈られまし
た。卒業生一同は、喜びをともに分かち
合いました。

卒
平成31年度
第 43回

ご卒業おめでとうございます
  卒業式

ご入学おめでとうございます 第4回短大フォーラム
「ミライ」

月6日～7日の
日程で香蘭女子

短期大学（福岡県福
岡市）にて開催され
た「第4回短大フォー
ラム『ミライ』～そ
れぞれの「ミライ」から共通の「未来」へ～」
に本学Shinny Leaders から代表学生6
名が参加しました。全国から20短大、
200名の参加者がありました。学生と教

職員が集い、「未
来」をテーマに
熱く語り合いま
した。学生たち
によるプレゼン
テーションコン
テストでは、
Shinny Leaders

を含むグループが「糸島賞」を受賞！さ
まざまな短大の学生と交流し、自らの、
また短大の「未来」を考える良い機会と
なりました。

9

一人暮らしの不安を解消

～Kinjo Cafe～
宅外通学の学生対象の生活支援
ミーティング「Kinjo cafe」を 5

月 21 日、本学食堂で行いました。50 名
を超える学生が集まり、自宅外通学のア
ドバイスや注意点の共有を行いました。
また、参加者全員でのワークショップや

美味しい食事を共
にいただくこと
で、お互いに打ち
解け合うことがで
きました。

自

～Heartwarming
KINJO～

新・金城イルミネーション2019

北三体育大会
月 6 日、7 日
の 2 日間に

わたり、富山短期
大学において、第
52 回北陸三県私立
短期大学体育大会
が開催されました。バレーボール、バス
ケットボール女子、バスケットボール男
子、卓球、バドミントン、ソフトテニス
の6競技に計45人の本学学生が参加しま
した。他の短大とスポーツを通じて交流
し、充実した2日間を過ごしました。

7

金城大学と金城大学短期大学部の共催で行う公開講座。本学が持つ教育資源を広く地域社会に開放し学習の機会を提供するとともに、交流を深める事業として開催しています。詳しくは本学サイトよりご確認ください。

金城短大（全体）
2019.04 2020 .03

平成29年度 金城学園財務概要

金城祭
in2019
今年も、10 月 19 日と 20 日の 2日間、44

回目を迎える金城祭が開催されました。
大学短大の学生が協同して企画した様々な
イベントや模擬店、展示には、オープニン
グと同時にたくさんの方に足を運んでいた
だき、活気に満ちた金城祭となりました。
今回のテーマは、「Heartwarming～笑顔
で広がる想いの輪～」。テーマにふさわし
く、老若男女問わず、会場全体に笑顔が
広がっていくような2日間となりました。
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B
月24日～ 25日の1泊2日で、本学
科の集中講義「アウトドア演習」の

「野外炊飯（火おこし体験）」と「手取りキャ
ニオンロードサイクリング」を実施しまし
た。1日目は白山青年の家で火おこし体験
です。新聞、薪、炭の燃え方を学び、火お
こし器を利用するグループ、薪と炭だけで

火を起こすグ
ループ、新聞
紙を着火剤代
わりに火をお
こすグループ
などに分かれ
て火おこしを
体験し、その
火を利用して
バーベキュー

を楽しみました。2日目は「道の駅瀬女」
を目指してサイクリング。授業でのサイク
リングは今年で5回目となります。朝から
天気が良く、熱中症が心配される気温でし
たが、サポートカーが運ぶドリンクで細か
く休憩を取りながら、全員が「道の駅瀬女」
まで登りきりました。

5

期と春
期 の2

回、インターン
シップを行って
います。夏期は
1年生90名の学
生が、春期は45
名が参加しまし
た。夏期では前
期に学んだことを実践してみるインターン
シップ、春期は夏期に不安の残ったことへ
の再挑戦や就職を意識してのより実戦に近
いインターンシップが行われます。普段、
学校では決して経験できないことの連続で
す。担当者からの評価は厳しいこともあり
ますが、前向きな言葉を多くいただき、参
加学生はより高い意識を持って今後の学修
に、そして就職活動に取り組めています。

年度の「国内旅行研修」は、例年実施されているホテル・
観光コースに加えフードビジネスコースの学生も合わせ

て39人が参加しました。都内で一流のサービスを提供している
ウェスティンホテル東京で1日目の研修を行いました。レストラ
ン、宴会場、結婚式場、インペリアルスイートルームなどの施設
を見せていただいたほか、リネン室、従業員の方が作業する部屋
など普段見られない施設、設備も見学することができました。    

2日目は東京ディズニーシーでの研修でした。
事前にテーマパークのビジネスについてレク
チャーを受けていたおかげで理解が深まって
いたようです最終日はコース別に分れて、ホ

テル・観光コースは浅草界隈などの東京の定番観光地を巡り、
フードビジネスコースは新しくなった東京都中央卸売市場（豊
洲市場）の見学を行い、3日間の国内研修を終えました。

学科の2年生3名が難関「秘書検
定１級」に見事合格しました。「秘

書検定１級」は、受験者の多くが現役秘書
をはじめとする社会人であり、短大生に
とっては非常に難易度の高い検定試験で
す。北陸（新潟県を含む）の短大では、過去
10年以上合格者がいなかったと言われる1
級に、本学は6年連続して合格者を出すと
いう快挙を達成しました。本学科では対策
講座を設け、筆記試験対策から面接試験対
策まで個別指導を含めた充実の指導体制を
敷いています。また、2018年度より秘書検
定の面接指導に携わる学生組織「team”ヒ
ショケン”」も立ち上げ、秘書検定準１級以
上に合格した学生たちが、面接対策講座で
担当教員と共に受験者にアドバイスをして
います。今回合格した3名も、このteam”
ヒショケン”のメンバーであり、仲間たち
にサポートしてもらいながら練習に励みま
した。学生一人ひとりの努力と、互いに励
まし支え合う仲間たちの存在が「合格」と
いう素晴らしい結果につながりました。

新入生合宿研修
月13日～14日、羽咋にある国立
能登青少年交流の家で本学科の
新入生合宿を実施しました。新
入生全員と2年生のリーダー、

そして学科の教員が参加する恒例の行事で
す。この合宿の目的は、①キャンパスマナー
とコミュニケーション、②友だちネット
ワーキング（クラス内外、上級生との交流）、
③チームワー
ク（チームで
働く力）の向
上にありま
す。1日目の
プログラム
は、ビジネスマナー研修、クラス別グルー
プワーク、そしてレクリエーションなどを
行いました。2日目は、ウォークラリーと野
外炊飯を行いました。慣れないスーツ姿で
集合し、クラス内でもまだ話したことのな
い仲間も多く、不安と緊張で始まった研修
でしたが、２日間のプログラムを通して少
しずつ緊張がほぐれ、研修後のレポートに
は「ネットワークが広がった」「今後の学生
生活に生かしていきたい」などの感想が多
くみられました。

4 本

今

夏
年生5名が「フードコーディネーター
資格認定試験3級」に挑戦し、見事全

員が合格しました。フードコーディネー
ター資格認定試験は、文化、科学、デザイン・
アート、経済・経営の4つの分野から出題
されます。このため、各国の料理の歴史や
特徴をはじめ、マナー、栄養素、店舗の設計
やマネジメントまで広範囲に学ばなくては
なりません。本学では、2018年度にフード
ビジネスコースを開設し、合格した2年生
がフードビジネスコースの1期生となりま
す。今回の受験には、ホテル・観光コースの
学生も加わり、直前に実施された試験対策

講座にも参加
して広範囲に
及ぶ内容の試
験対策に臨み
ました。

2

「火おこし体験」と
「サイクリング」 

ホテル・観光コース+フードビジネスコース

国内旅行研修!!

月8日（土）、「金城ビジネ
ス学会」第10回 年次大会

を開催しました。金城ビジネス
学会では、本学科の2年生 が1
年間にわたって行った研究活動
の成果を発表します。研究活動
は産業界の協力を得ながら行っ
ており、夏に一度「中間発表会」
を行い2月の金城ビジネス学会
で最終報告を行います。学会に

は、発表者の2年生をはじめとして、ビジネス実務学科1年生、
地域の方々、行政・産業界の方々などから大勢の参加をいただき
ます。発表件数は30件で、2会場に分かれて開催。学長による基
調講演「金城ビジネス学会10年の歩み」に続いて、学生の発表が
行われました。各会場100名を超す聴衆の中、2年生は緊張しな
がらも立派に発表をこなしました。また、多くの発表が地域の団
体・ 産業界と連携したこともあ
り、外部の方々からも多数の質問
が出ました。全発表終了後、別会
場でのポスターセッションも盛況
に終わりました。のポスターセッ
ションも盛況に終わりました。

第10回「金城ビジネス学会」
2

和元年度、越野ゼミは上記の事
業に採択され、能美市の国造柚

子の付加価値をPRしました。おもな活
動内容は次の通りです。①11月3日(日) みつばちの詩工房直営
店　金澤やまぎし養蜂場大桑店の企画した『石川柚子まつり』イ
ベントの中で能美市国造柚子の販売と試食を通して付加価値を
PR。②11月9日(土)、10日(日)『国造ゆず祭り』において国造柚
子の直売、能美市のゆるキャラ「ゆず美ん」「ひぽ能ん」の撮影会
の手伝い・展示ブースにて国造柚子の付加価値PR。③11月18日
(月)柚子の収穫のお手伝い。④11月24日(日)、金沢駅東もてな

しドーム地下広場で学生が
柚子をイメージする黄色い
着物姿で「ゆず茶」の試飲イ
ベントを実施。⑤12月22日
(日)、いしかわ動物園ふれ
あい広場で「国造柚子の入っ
たお味噌汁と温かいゆず茶」
のふるまいイベント実施。

越野ゼミ
令

ビジネス実務学科
2019.04 2020.03

アウトドア演習

インターンシップ
研修

フードコーディネーター3級に

受験者全員合格！

大学コンソーシアム石川 2019
「地域課題研究ゼミナール支援事業『付加価値強化枠』」に
かかる研究：国造柚子付加価値PR活動

秘書
検定 ３名合格！１級

令和 2年度版　2020 年 3 月末日　発行

2019/11/29　     ビジネス実務学科 1年生の 「キャリアデザイン演習Ⅰ」で 卒業生座談会を行いました。現在の仕事内容や学生のうちにしておいた方が良いことなどについて 6名の卒業生が語ってくれました。
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本学サイトの「NEWS Topics/トピックス」にもキャンパスライフがたくさん載っています。過去のトピックスも見ることができますよ。ぜひご覧ください！

児教育学科では、学生の主体的な
学びにつながるよう「学外活動」
を勧めています。５月から１２月
まで、子どもや障害を持った方と

関わる催しなどに、一人４回以上を目標に参加
しました。

学外活動は次のような学びにつながります。
●自分自身が「何を」「なぜ」学ぶのか考えること
●自分で選び、決めて、行動し、「身につく」こと
●学びをふりかえり、自分の次の「課題」を見つけること

ほとんどの学生にとって、特に障害を持った方と関わることは初めてでした。初めはどの
ように関わればよいか分からず ‘棒立ち’ だった学生もいましたが、自分から積極的に関
わろうとする気持ちが大切であることに気づき、分からないことがあったら聞きながら、
笑顔で話を聴き、相手の気持ちに合わせた対応を心がけていたようです。学生のレポート
からは「体験してみて初めて分かることがある」「人の温かさを感じた」「声掛け、コミュ
ニケーションの大切さを実感した」「これからも多くのボランティアに参加して、臨機応
変に対応できるようになりたい」などと、多くの学びを得たことが伝わってきます。

幼
学外活動

児教育学科では「初年次教育 KINJO ベーシック」に力を入れています。「コミュニケーション力を高め、自ら考え、
自ら学ぶ意識を育てる」ことが目的です。受動的な学びを「主体的な学び」に転換できるよう、おもに「アクティブ
ラーニング」の手法を使っていること、「学外活動」を勧め、２年生と学び合う「チュートリアル」を組み込んでいる

ことも大きな特徴です。グループワークなどを通して人間関係を広げ、いろいろな思いや考えを「話す」「聴く」「受けとめる」「考える」
「書く」「発表する」演習も重ねています。取り組みの一部をご紹介します。

幼

年生３クラス、２年生３クラス混合で実施しました。２年生は６，８，９月に３回
の実習があります。１年生は12月の「保育実習」に向けて、夏季休暇中に３日間の
「体験学習」があります。「自分の実習として主体的に学んでいけるよう、２年生

と１年生が共に語り合い、自らの思いや考えを整理し実習に向き合う」という目的がありま
す。２年生手づくりの「パネルシアター」で、最初は表情も硬く、気恥ずかしそうにしてい
た１年生も子どもの世界に引き込まれ、すっか
り笑顔になりました。教室内が和やかな雰囲気
になったところでグループワークです。実習に
対して漠然とした不安を抱えていた１年生は２
年生から具体的な話を聴き、少しイメージ
できるようになり、２年生は１年生に伝
えたいことを懸命に伝え、充実した学び
合いになりました。２年生とのチュート
リアルは11月にも行われました。

1

5月17日

２年生とのチュートリアル
学年やクラスの枠を超えての学び合い

４月13日
コミュニケーション
セミナー
「保育者に求められるコミュニケーション
能力とは何だろう  はじめの一歩」

師は専修大学の小峰直史先生
です。１週間前に一泊二日の
「新入生合宿研修」を終え、

短大での授業が始まったばかりのこの時
期に行うことに大きな意味があります。
まだ関係が浅い新入生同士がワーク
ショップをとおして関係をゆっくり紡い
でいき、コミュニケーションが生まれる
楽しさ・豊かさと、難しさを味わいま
す。このセミナーで「グループワーク」
の基本的な考え方と「ブレーンストーミ
ング」の手法についても体験しながら学
びます。「ブレーンストーミング」の
ルールのひとつは「批判厳禁！」。否定
されないことにより安心して話すことが
でき、多様な思いや考えを聴き、受けと
め、共感や発見が生まれます。学生は、
楽しみながら「一歩踏み出す勇気」を得
たようでした。

講

書館の活用を通して「情報
リテラシー」について考
え、「大量の情報の中から
自分の目的に合った情報を

収集する」ための入口です。１クラスの
学生がさらに３グループに分かれ、１グ
ループずつ実際に図書館へ行き、職員の
方から図書館の概要や利用方法について
聞きました。図書館には、保育・幼児教
育に関する専門書もたくさんあり、大型
絵本、紙芝居、楽譜、保育雑誌などには
目が輝きました。スマートフォンから金
城大学図書館ホームページへアクセス
し、全員がOPAC（図書館蔵書検索シス
テム）を利用できるようになりました。

図

５月10日
主体的な学びのすすめ
図 書 館 を
活 用 す る

幼児教育学科2019.04 2020.03
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K I N J O ［ウォーク］

7

令和 2年度版　2020 年 3 月末日　発行

A
山ロータリークラブ様との共同プロジェクトとして【「千
代女と白山市をキーワードに新しい地域文化を創造す

る」プロジェクト in2019】が行われました。この企画は、新し
い千代女の創造を通し
て白山市の地域発展を
目指すものです。6 年目
を迎えたこのプロジェ
クトは、4 年目以降続け
ている「千代女キャラ
クターコンテスト」の

最終年にあたり、美術学科 2 年生全員がキャラクター制作に取
り組みました。11 月 17 日に松任市の聖興寺で展示を行った際
にはプロジェクションマッピング映像に合わせてピアノの即興
演奏をしました。ピアノ演奏は国内外で活躍されているピアニ
ストの田中裕士さんが行い、映
像制作はゲーム映像コースの学
生が行ないました。キャラク
ターは市民の皆様の投票により
優秀作品 6 点が選ばれ、今後
は商品化などに活用されます。

月 28 日～29 日の 1 泊 2 日で、1 年生を対象に小松市で
合宿研修を行いました。美術の力を使って、地域の魅力

を社会に伝えることが課題です。小松市の文化遺産、自然遺産
への理解を深めることをテーマに、
野外スケッチや取材を行いました。
その成果展として 11 月 10 日～24
日にかけて白山美術館にて 7 コー
ス 71 名で制作した企画や絵画など
を展示しました。さらに同展示を
1 月 14 日～17 日の期間、小松市
役所庁舎エントランスホールでも
展示し、多くの方にご覧いただく
ことができました。

金城祭では美術学科主催のART SHOPで、学生制作のオリジナルグッズを販売しました。ステッカーや缶バッジ、アクセサリーにイラストなど沢山の商品が並び、売り切れ多数の大盛況でした。

 美術学科 卒業制作展
年の卒業制
作 展 は、新
型コロナウ
イルスの拡

大防止に配慮し、学生と教
員・関係者のみ公開として
3月10日と14日、21世紀
美術館B1F市民ギャラリー
Bにて開催いたしました。
5コースの2年生48名と、
研究生14名の力作が並び
ました。多くの方に直接見
ていただけないのが残念
ですが、会場の様子や作品
は本学のサイトやSNSで
発表いたしました。一般公
開をご期待されていた
方々には心よりお詫び申
し上げ
ます。

今

白

17th KINJO
ART SHOW CASE 

小松市
地域美術演習合宿研修

キャラクタークリエイター
片桐裕司氏講演会

第43回 金城大学短期大学部

Project in 2019千代女アート千代女アート
月 1 日、金沢２１
世紀美術館シア

ター２１にて、卒業制作
フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ー
「17 t h  K I N JO  A R T  
SHOWCASE」を開催しま
した。新型コロナウイル
スの拡大防止に配慮して多くのイベントや展示が中止や延期す
るなどを余儀なくされる中、本イベントは学生と教員・スタッ
フのみによる、無観客での実施としました。ショーではモデル
の多くが本学の学生がつとめ、メイクやアク セサリーなどの小

物もデザイナーがコーディネートしました。演
出にはゲーム・映像コースの学生が制作した
映像をステージ後方の壁面に投影し、それ
ぞれの世界観を表現しました。観客のい
ない、少し寂しいショーでしたが学生た
ちはリラックスしながらも程よい緊張感を
持って終えることができました。このよ
うな形ではありましたが、実施できて良
かったと学生たちも話していました。

3

2019 9.11_15

令和元年度

海外研修旅行
in イタリア

VENEZIA
ヴェネツィア

FIRENZE
フィレンツェ
FIRENZE
フィレンツェ

ROMA
ローマ

術学科 2 年「美術文化研究」にてイタリ
アに研修に訪れました。古都ローマ、芸

術の都フィレンツェ、2 年に 1 度の国際芸
術祭が開かれたヴェネツィアの 3 都市を
巡りました。伝統ある文化と美しい街を
堪能し、審美眼を養いながら多くの刺
激を受けることができました。

ITALIA
美

Sketch in Italia.

8

イレーツ・オブ・カリビアン／生命の
泉」など、ハリウッド作品で多くの特

殊造形を手がけているキャラクタークリエイ
ターの片桐裕司氏
による講演会が９
月２０日夕方に金
沢２１世紀美術館
シアター２１にて
開催され、大盛況
のうちに終えるこ
とができました。
特殊造形を志すきっかけとなる高校時代のエピ
ソードやご自身が影響を受けた先人の言葉を受
け、自分を信じて突き進む術を教えていただき
ました。「悩んでいたことの答えが見つかった」
と、ポジティブに生きることの大切さに多くの
学生が胸を打たれる会となりました。

「パ

令和 元年度 美術学科受賞・採用・連載一覧
第 14 回 白山日創展 テレビ金沢社長賞 岩崎つばさ（2 年生）
 日創会会長賞 中野航太郎（2 年生）
 たち画材賞 松山史佳（研究生）
 奨励賞 余門美晴、中野舞奈（2 年生）
第 43 回 北國新聞社社長賞　　　北嶋健太（2 年生）　
公募日創展＆新院展選抜金沢展 石川県知事賞 木下邑名（研究生）
 金沢市議会議長賞 中野航太郎（2 年生）
 小松市議会議長賞 岩崎つばさ（2 年生）
 白山市議会議長賞 早川知里（研究生）
 石川県教育委員会賞 松山史佳（研究生）
 金沢市教育委員会賞 余門美晴（2 年生）
 白山市教育委員会賞 中野舞奈（2 年生）
 北陸放送社長賞 松木実穂（2 年生）
 たち画材賞 口村葵（1 年生）
 特選 酒井里歌、小川美羽（1 年生）
 入選 松木実穂、早川知里、松山史佳、木下邑名（研究生）
  北嶋健太、中野航太郎、岩崎つばさ、
  余門美晴、中野舞奈（2 年生）
  口村葵、酒井里歌、小川美羽（1 年生）
第 19 回  福知山市 佐藤太清賞公募美術展 入選 松井優菜（2 年生）
第 34 回 石川の現代工芸展 北國銀行頭取賞 柏 揚羽（1 年生）
第 10 回 ポスターグランプリ グランプリ（中部経済産業局長賞） 吉田日向子 (2 年生 )
 入選　 齋藤夏海、端田涼花 (2 年生 )
第 46 回 石川県デザイン展 学生部門 石川県教育委員会賞 ( 最優秀賞 ) 端田涼花 (2 年生 )
 銀賞 吉田日向子 (2 年 )
 奨励賞 信木普合 (2 年生 )
白山ロータリー加賀 採用 窪田榛名、田川夢咲、西原瑞葵、木戸口優衣、
千代女イラストコンテスト  田中帆乃可、中井真実 (2 年生 )
石川県民大学校ポスター等図案 入賞 田邊怜生、忠田すみれ、ヨン ギョン モ (1 年生 )
白山市笠間地区ウォーキングマップデザイン 採用 忠田すみれ、吉田皐 (1 年生 )
手話でコミュニケーション（白山市） 採用 福田菜々花 (1 年生 )
冊子用手話イラストレーション 

第 75 回 現代美術展 入選 米川遥香（研究生）、山本馨（2 年生）
第 25 回 記念マスターズ大東京展 東美賞 早川知里（研究生）
 新人賞 中野航太郎、北嶋健太（2 年生）
 優秀賞 木下邑名、松木実穂（研究生）
  奨励賞　 余門美晴（2 年生）
 佳作 松山史佳（研究生）
  秀作 岩崎つばさ、中野舞奈（2 年生）
第 24 回 七尾日創展 七尾市長賞 松木実穂（研究生）
 七尾市教育委員会教育長賞 木下邑名（研究生）
 中能登町長賞 北嶋健太（2 年生）
 中能登町教育委員会賞 中野航太郎（2 年生）
 北陸放送社長賞 早川知里（研究生）
 テレビ金沢社長賞 余門美晴（2 年生）
 満願寺美術館館長賞 岩崎つばさ（2 年生）
 たち画材賞 松山史佳（2 年生）
 特選 中野舞奈（2 年生）
第 51 回 国際公募 新院展 新人賞 木下邑名（研究生）
 優秀賞 松木実穂（研究生）
 優秀奨励賞 早川知里（研究生）、北嶋健太（2 年生）
 秀作賞 中野航太郎、余門美晴（2 年生）
 入選 松山史佳（研究生）、岩崎つばさ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野舞奈（2 年生）
第 4 回 石本正日本画大賞展 入選 松木実穂、早川知里、松山史佳（研究生）
第 14 回 白山日創展 北國新聞社社長賞 木下邑名（研究生）
 白山市議会議長賞 松木実穂（研究生）
 白山市教育委員会賞 北嶋健太（2 年生）
 北陸放送社長賞 早川知里（研究生）
 テレビ金沢社長賞 岩崎つばさ（2 年生） 

第 35 回 スクウェア・エニックスマンガ大賞 特別大賞 窪田榛名（2 年）
いしかわデイズ〈イラスト部門〉 優秀賞 丸山和花（2 年）、田中帆乃可（2 年）
 審査員特別賞 大尾嘉直樹（2 年）
白山市議会だより　表紙イラスト 採用 能川愛美華（2 年）、内藤彩乃（2 年）、
  吉田幸加（1 年）、高橋玲音（1 年）
白山市紙芝居「白山を追われた仏たち」 採用 西村日菜子（2 年）

美術学科
2019.04 2020.03
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もぎたてMIKAN　その2

どーーも　かりこ@ORANGE
です～。今回はですね！以前
ブログに書いた「もぎたて
MIKAN」のあのみかん      た
ちを収穫して参りました～～。  
ｲｴｪｪｪｪｴｲ                ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ

金城コースはどうですか？

こんにちは！りょ＠ORANGEです。紅葉も散っ
てきて、雪もちらつき始める時期になりましたね。
今回は、遊学館高校に行ってきたことについて話
したいと思います！遊学館高校では、2年次から
コースに分かれるのですが、その
コースに「金城コース」というも
のがあります。そこで、金城短大
の魅力を伝えるために美術学科の
代表のひとりとして、お話に行か
せていただきました！！！

今年のオープンキャンパスは、6月 14日（日）、7月 19日（日）、8月 5日（水）、８月６日（木）、８月 22日（土）、９月 13日（日）です。お待ちしています！

表 

祐
弥

（
２
０
１
８
年
卒
業
）

南
陽
幼
保
園

走り続ける金城短大卒業生のご活躍やメッセージをご紹介します K I N J O  R U N N E R

松市の南陽幼保園に就職して2
年目です。5歳児ゆり組の副担任
をしていますが、日々の保育を

通して、先輩方から多くの事を学ばせて
いただいています。まだまだ失敗するこ
とばかりですが、失敗から学ぶ事もたく
さんあります。１年目は、まだ何も分から
ない私を先輩方が優しく、時には厳しく
指導してくださいました。何もかもが初
めてで、あまり自信を持つことができま
せんでしたが、園に行けば子ども達がい
て毎日自然に笑顔になり、心から楽しい
と思いました。最近は、男性保育士として
どう動いたら良いかという事も考えなが
ら保育をしています。子ども達は体を動
かして遊ぶことが大好きです。自分は何
が得意か、どうすれば子ども達と楽しく

活動出来るかと考えた時、頭に浮かんだ
のが「サッカー」でした。私は小学校１年
生からサッカーを始め、現在も社会人チー
ムに所属しています。「これだ！」と思い
ました。自分の「強み」を保育に取り入れ
ることで、次第に自信が生まれ、子ども達
も「先生サッカーしよう！」「教えて！」
などと言うようになり、保育に変化が表
れてきました。現在は１年目より自信を
感じながら子ども達と関わり、共に成長
しています。

　私が伝えたい保育の魅力・やりがいは、
子どもの成長を感じられることです。「で
きない」事に一生懸命取り組む姿、なかな
か上手くいかず落ち込んでしまう姿など、
全ての過程をいちばん近くで見守り、関
わることができ、できなかった事が「でき
る」ようになった時や、目標を達成し喜び
を共感できた時には本当に嬉しい気持ち
になります。今年度担当している5歳児ク
ラスは、短大1年の初めての「保育実習」
の時に担当したクラスで、当時は2歳児で
したが、その時の一人ひとりの姿と今を
比べると見違えるほど大きく成長したこ
とが実感でき、とても感慨深いです。また、
子ども達のために一生懸命に取り組んだ
時や、行事の後、保護者から「ありがとう
ございます」「素晴らしかったです」「感動
しました」など嬉しい言葉が返ってきて、
達成感と共にやりがいを感じる瞬間です。

　金城では、同じ夢を持った仲間たちと
励まし合いながら頑張り、楽しく毎日を
過ごしました。大変な事、つらかった事、
楽しい事も全て共有し、笑い合い、時には

制作/窪田 榛名（マンガ・キャラクターコース）
4コマ漫画のコーナーは、美術学科学生の有志によっ
て制作されています。同コースでは遊学館高等学校
ホームページ「遊Yuコミック」での4コマ漫画の定
期連載やイベントでの似顔絵描き、加賀千代女をテー
マにしたアニメーション制作（YOUTUBEにて配信）
等、幅広く活動しています。

小

本フードコーディネーター協会
は、この春、本学ビジネス実務学

科を認定校に指定します。本学科のフー
ドビジネスコースが、フードコーディネー
ターとしての資質、能力、知識の向上を
図るために、必要な教科を履修する条件
を充たしていると判断されたのです。認
定校になりますと、定められた科目を履
修し単位を取得するとフードコーディ
ネーター3級の試験が免除されることに
なります。あなたもフードコーディネー
ターになれるのです！

日

05

男性保育士の奮闘記

おいしいトコどり♪
とは金城大学短期大学部の公式学生ブログです。各学科の授業やイ
ベント、日々の雑記などのキャンパスライフを学生ブロガーが日々
お届けしています。その中から選りすぐりの記事をご紹介します♪

年間PICK UP

金沢伏見高校へ
行ってきました！

こんにちは！のん@ORANGEです        今日
は石川県立金沢伏見高等学校に行き、3年生
を対象に「面接マナー講座」を行いました！！
「面接試験で相手にいい印象を与えて、高評価
を得るため立ち居振る舞いをマスターす
る！」を目的とし、面接試験での基本姿勢、座
り姿勢、お辞儀、歩き方、話し方・表情などを
説明しながら実際に練習しました！

白山市民（18歳以上）の方であれば本学図書館
の資料が閲覧できます。ご利用可能な日時は主
に土曜日（10時～14時）ですが、短大行事や点
検作業等ありますので、詳しくは図書館
（076-276-4412）までお問い合わせください。

図書館の一般開放 フードコーディネーターになれる！
日本フード
コーディネーター協会の
北陸初の認定校に

涙を流すこともありましたが、全てが最
高の思い出で、今でも宝物です。また、金
城の先生方には保育の事からその他の事
まで相談に乗っていただき、とてもお世
話になりました。感謝しています。

　私は子どもが好きだったので、高校で
進路を決める際、「保育士になりたい」と
思いました。この決断に、家族も高校の先
生も背中を押してくれ、「保育の仕事は大
変だけど、やりがいのあるいい仕事だよ」
と応援してくれました。確かに「保育士」
という仕事は大変な仕事ですが、本当に
やりがいのある仕事です。やりがいは人
によって異なり、実際に働いてから実感
すると思います。今、皆さんが持っている
「子どもが好き」という気持ちがあれば、
実習や保育現場に出た時、きっと「楽しい」
と感じることができるはずです。学生生
活ではつらい事などたくさんあると思い
ますが、一人で抱え込まず、周りの仲間や
先生に話し、頼ったらいいと思います。学
生時代の「人との関わり」や思い出は宝物
になります。保育の事を学生の間にしっ
かり学び、保育現場で大いに発揮してほ
しいです。皆さんの活躍を願い、楽しみに
しています。同じ夢を持った皆さんを、心
から応援しています。

奇跡のコラボ！
2学科3コース
合同授業

どーーも　かりこ@ORANGE
です！本日、ブログに書かせて
もらうことはぁ……染色・陶芸
コースとインテリア・コーディ
ネートコース、そして、ビジネス
実務学科のフードビジネスコー
スの1年生の皆さんと合同授業
がありました！！この、授業は
美術学科1年生の「地域美術演
習」の一環で行いました！！ 

暖簾をつくるなり。
どーーもかりこ@ORANGEで
す☆   早速ですが、皆さんｯ!!!!
最近何か美術棟で変わったな
～って思うとこありません
か？？そうｯ!!!!染色陶芸コース
の扉に新しく
暖簾（のれん）
が加わりまし
た！

心も身体も激アツ！！
サマーフェスティバル2019☆

みなさん！！こんにちは～      seasae@ORANGEです！！       ご
無沙汰してます！お盆が過ぎて、だんだんと涼しくなってきまし
た！みなさん夏休みは満喫していますか～？？私
は本日！！楽しみにしていた夏のイベントである、
サマーフェスティバルHAKUSAN2019 へ行って
きました～なんと、このフェスにビジネス実務学
科の 3つのゼミが携わっているということで、取
材をしてきました！！

こんにちは！ネコ@ORANGEです。5月末に
美術学科の2年生による新入生歓迎会BBQ が
行われました！まず初めに、1・2年生でバレー
をしました。

BBQ         カ、カルシファ～…！




