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も大変です。ダンス部の舞台は、チケット
販売はもちろん、部員達が企業をまわりス
ポンサーを集めてくることで経済的に何と
か成り立っています。その他、経費削減のた
めに衣装を自分たちで一から作ることも少な
くありません。
　先生自身も大変なのではありませんか？
　大変といえば大変です。でもダンスを通し
て学生の頑張りを見ていると、大変というよ
りも学生を支えたいという気持ちの方が強く
なりますね。人とコミュニケーションをとる
ことが苦手だった学生が、大きな声で挨拶を
するようになり、目力がついてくるのをみて
いると、やりがいを感じます。また、OGOBと
してダンス部を支えてくれている卒業生が数
多くいてくれることも力になりますね。
　ダンス部の魅力って何ですか？
　何といっても皆で一つのものをつくり上げ
ていくということです。企画から、振付、広報、
資金集めといった運営にかかわる仕事を全員
で行います。皆が一体となって何かを成し遂
げるというような経験が今では少なくなって
きていますので、公演後の達成感には格別の
ものがありますね。そんな人間関係を築いて
いくには、give & takeの精神ではなく、give 
& give の心が大切だと思っています。
　昨年は陛下御臨席の植樹祭でも演舞を披露
されましたね
　県から、踊れる若者を200名ほど集めてほ
しいと言われましたので、卒業生や金城以外
の大学ダンス部、高校生にも声をかけました。
4月に入社したばかりの卒業生も、天皇陛下の
前で演舞を披露したいと会社に伝えると、ほ
とんどの会社が練習のための便宜を図ってく
れたそうです。20～ 30分の演舞でしたが練

習には３ヶ月以上もかかりま
した。
　植樹祭の演出で工夫された
点はどんなところでしょう
　石川の里、海、川、森をテー
マとした振付を依頼されま
した。海のパートでは、き
らきら光るバトンの動き

と、アクロバティックなブレイクダンス
を合わせ、大海原に見えるイワシの群れを表
現しました。また、森の高い木々を表現するた
めにチアリーディングを取り入れました。
　今後の抱負を聞かせてください
　あと3年でダンス部も20周年を迎えます。
20周年の記念イベントをどうするか、今から
頭を悩ませています。それから私自身、肉体的
に40歳、50歳で今の動きを維持できるのは難
しいので、一緒にダンス指導をしてくれる方
を探さなければと思っています。20年という
のは、ダンス部の卒業生が親となって、その子
どもがまた金城のダンス部に入るというよう
なことが起こりえます。親子でダンス部を語っ
てもらえるようになると、嬉しいですね。

年に一度の
Festival!
模擬店数は
県内一! 2日間でのべ3,000名を越える

来場者数がありました。お越し
いただいた皆様ありがとうござ
いました！

やかな秋風
の中、10月
24日（土）

～ 25日（日）の日程で
第40回金城祭が開催されました。 今回の
テーマは、40回目にちなみ、「Happy 40
(フォト) ring」。キャンパス内に並ぶ数々
の模擬店、医療健康学部棟・社会福祉学
部棟・短期大学部棟内の企画展、そして
屋外メインステージでのパフォーマンス
…会場は、学内外の学生、家族連れの
OB、近隣の方々で大いに賑わいました。
メインステージのゲストライブには、シ
ンガーソングライターの「ダイスケ」が

来場。「せかいにひと
つのフタリ」、「あな
たにしかできないこ
と」などを熱唱して
くれました。その
他、学生によるコ
スプレ、ライブコンサー

ト、落語、クラシック演奏に着ぐるみ劇、
美術学科によるライブペインティングな
ど多くの催し物で盛り上がりました。模
擬店では、
焼きそば、
ギョーザ、焼き
鳥、串 カ ツ、フ
ランクフルト、
唐揚げ、チュロ
スなど約50店舗
が軒を連ねました。

祝辞が寄せられました。

　当日の17時からは、金城大学看護学部
及び大学院リハビリテーション学研究科
開設並びに加藤晃学園長回顧録出版記念
を兼ねた祝賀会が金沢市内のホテルで開
催されました。学内外から270名が参集
した祝賀会は、金沢工業大学学園長・総
長で日本私立大学協会副会長の黒田壽二
氏が乾杯の音頭を務め、東京五輪・パラ
リンピック大会組織委員会会長として大
会成功に向けて東奔西走中の森喜朗元内
閣総理大臣をはじめ、県選出の全国会議

員のほか、石川県副知事、白山市
長、野々市市長、県議会・市議会
議長が来賓として出席して祝辞
を述べました。

　なお当日午後、義本博司大臣官
房審議官（高等教育局担当）を講
師に迎えて、「未来を担う学生へ

の期待～これからの大学教育を展望して
～」と題した創立110周年記念特別講演
会も開催し、金城大学及び同短大部の学
生約300名が聴講しました。

建学の精神―「遊学の精神の涵養」、「良
妻賢母の育成」―を継承発展させ、時代
の要請に応えうる学園の創出に努める

金城学園創立110周年
記念式典・祝賀会等を挙行

城学園は、7月4日、創立110周年
記念式典を挙行し、1,500名を超

える関係者が110年の節目を祝いました。
　午前、会場となった石川県立音楽堂で
は、開式に先立ち、金沢に本拠を置き日
本で最初の常設プロフェッショナル室内
管弦楽団として広く全国に知られている

「オーケスト
ラ・アンサン
ブル金沢」に
よる弦楽四重
奏が披露され
ました。

　記念式典のはじめに、加藤真一理事長
が、1904（明治37）年に加藤廣吉・せむ
夫妻によって創設された金城遊学館を淵
源とする学園の建学の精神-遊学の精神
の涵養と良妻賢母の
育成-に基づく110年
に及ぶ教育実践を振
り返り、今後も、建学
の精神を継承発展さ
せ、時代の要請に応え
うる学園の創出に努
める旨の式辞を述べた後、文部科学省義
本博司大臣官房審議官（高等教育局担
当）、谷本正憲石川県知事（代読：黒野嘉
之総務部長）及び山田憲昭白山市長から

「give&giveの心」
ダンス部定期公演

「ARIGA　　」を終えて

年創部のダンス部。これま
での17年の間に500名以

上の卒業生がダンス部から巣立っています。
中には、プロのダンサーとして活躍している
卒業生たちもいるそうです。部員約60名、年
間40回を超えるイベントの参加を指導してき
た廣瀬先生のお話を伺いました。
　13回の定期公演「ARIGA13」はいかがでし
たか？
　今回は13回目ですので、感謝の気持ちと13
（とおさん）をかけて、「ありがとおさん」とい
うタイトルにしました。感謝の気持ちが伝わ
るような振付を考えました。部員に卒業生も
加わり総勢100名が舞台に立ち、1,500人を超
える多くのお客さんに来ていただきました。
　100名の舞台となると準備は大変だったの
ではないでしょうか？
　振付をおぼえたり練習をしたりすることも
もちろん大変ですが、運営資金を集めること
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［学友会員募集中♥］学友会では体育祭や学園祭などの行事の企画運営を中心に、より良いキャンパスライフを楽しんで頂けるよう、様々な取組を行っています。興味のある在学生の方はどうぞ、お気軽に教学支援部まで訪ねてください！（学友会一同）

ありがとおさん
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きになったり、人との距離感
を意識するようになったりし
ました。

中野：美術学科は、実際に画家
であったり染色家や漫画家で
あったりと、現場の第一線で
活躍されている先生が教えて
下さるので、同じ絵を描くという作業で
も、分野によって大きく考え方が変わる
ことを学びました。こういった先生との
ふれあいから学ぶことこそが、手作りの
温かさを持った教育だと思います。

中野「学長が学生だった頃のお話
をお聞かせください。」
学長：そうですね。学生時代と言っても、
大学を出てから、大学院、米国留学と経
験していますので、それぞれに学んだこ
とや印象に残っていることは異なります
が、いずれの経験も現在の学長職に役
立っていると思っています。大学は法学
部卒ですが、そこで身につけた法律知識
やリーガルマインド（法的思考力）は今で

も有用です。

堀：勉強で辛かったことなどありますか。

学長：大学院での勉強がたいへんでした。
大学時代とは、質・量ともに要求される
レベルが違っていました。それでも、修
士論文の作成などで一つの成果を出すた
めのプロセスのようなものを学べまし
た。本学のゼミナールや特化教育、卒業
制作などの各学科のカリキュラムでも、
形は違っても同じような学びができるの
ではないでしょうか。

福田：留学されたことについてお聞かせ
ください。

学長：異文化と日常的に触れることがで
きたのは、たいへん貴重な経験でした。
特に、私の進学したアメリカの大学院の
課程には世界中から学生が集まっていま
したので、様々な国の人達と交流できま
した。アメリカのプロ野球やプロバス
ケットボールの試合を何ゲームも生で観
戦できたことが、本当は一番印象深いこ
とかもしれません（笑）。本学の多くの学
生に、できれば海外研修や留学プログラ
ムに参加して欲しいと思っています。

中野：学食ではどんなものを召しあがっ
ていらっしゃいましたか。

学長：カツカレーです。この一年間、それ
以外のものを食べた記憶がありません。

「本学の魅力を今後更に高めてい
くにはどうすればいいか、お考え
をお聞かせください。」
学長：皆さんはどのように考えますか。

福田：社会福祉学部のこども専攻ともっ
と交流したいと思います。その他、学舎
の建て替えや、便利な駐車場も学生から
の要望は多いと思います。

学長：学校の設備や学食などで充実して
ほしいところはありますか。

堀：トイレが古いのがちょっと気になります。

福田：校内を歩いていると建物の老朽化が…

中野：私は作業でどのみち汚れるのであ
まり気にならないです（笑）

堀・福田・中野：それから、学食が混むと
食べる場所に困ったりします！

学長：全て実現するには、10年計画です
ね（笑）。

堀：短大の魅力のお話しですが、私は医
療事務を希望してい
ますので、四大の看護
学科や医学部との交
流ですね。

中野：私も美大との交
流を希望します。

学長：金城大学やその
他の大学との交流については、それほど
難しいことではありません。先生方や学
友会などに強く要望してください。短期
大学としての魅力をもう少し大きく捉え
ると、授業だけではなく、課外活動も一
つの重要な要素だと思っていますので、
そういう機会もできるだけ提供していき
たいと考えています。学内外の授業のほ
か学校行事や課外活動など、いろいろな
ことに感動し、また経験を積んでもらっ
て、満足して卒業してもらう。それを糧
にして職場や地域で活躍し、本学の卒業
生が高く評価される。こういう好循環を
うまく構築していきたいですね。

堀・福田・中野：ありがとうございました。

堀「短大を運営するにあたって、
どんなことに一番気を遣ってらっ
しゃいますか？特別な取組や想い
があればお聞かせください。」

学長：もちろん、「金城短大に入学して良
かった」と全ての学生に思ってもらうこ
とです。短期大学ですから、講義や研究
といった学問的な授業に偏らずに、演習
や実習科目を充実させ、さらにインター
ンシップやボランティア活動、実習や
オーディションなど学生と外部の方々が
接触する機会を数多く提供することに気
を遣っています。

堀：私は医療事務の仕事に就きたくて資
格取得を目的に短大に入学しましたが、
確かに今思い返すと、資格よりもプラス
アルファの部分が大きかったような気が
します。資格用の座学の勉強に加えて、
ビジネスマナーやインターンシップでの
経験は、貴重でしたね。

福田：ボランティアという点では、学科
の先生に障がいをもった方々と接する機
会を作っていただいたことも印象に残っ
ています。座学だけでは、学べなかった
ことが沢山ありました。

中野：私にとっては、海外研修でウィー
ンやプラハを巡ったことが大きかったで
す。美術というと1日中部屋にこもって
作品に取り組むというところがあります
が、短大のカリキュラムには学生を学内
に閉じ込めない配慮を感じます。また、
美術だけではなく外の学科であるビジネ
ス系の勉強ができたことも、就職などで
役に立ちました。

学長：先生方も、学外で様々な活躍をさ
れています。卒業後に金城短大のことを
思い起こしたとき、色々な経験ができて
良かったと思ってもらえるとうれしいで
す。全ての学生の希望に叶うかどうかは
分かりませんが（笑）。

福田「学生にはどのような社会人
になってもらいたいですか？」

学長：金城短大の設立の理念は、「手づく
りの温かさをもった教育」と「金城から
地球を歩こう」です。この理念の下で行
われる教育を受けた学生が、社会に出て
様々な場面で活躍してもらいたいと思っ
ています。皆さんは、金城短大の理念を
意識したり、実感したことはありますか。

堀：地球を歩くという点では、海外研修
でハワイやロスに行き、私たちとは別の
価値観で生きている人たちを実際に見る
ことができたのは、本当に心に残りまし
た。食文化の違いも新鮮でしたし、英語
の必要性も強く感じました。世界を見
た！という感じです。

福田：私もオーストラリアでの海外研修
で、幼児教育に対する価値観の違いに驚
かされました。現地では、幼児に好きな
時に好きな量の食事をさせたり、お昼寝
の時間以外であっても眠たい時に寝させ
るという自由な保育をしています。刺激
的でした。手作りの温かさをもった教育
という点では、実務経験の豊富な先生方
と接しているうちに、人との関わりが好

加藤博先生のまめ知識［KJで KJ?!］金城キャンパスには多くの鳥がやって来ます。カラスやスズメの他、ムクドリやヒヨドリ、ハクセキレイなど。グランド近くの藪へ行くとキジを見かけることも。KINJOで KIJI を見ると、何かいいことがあるかも。

学
長

学
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対　談

学はどのような理念でどのような教育を提供し、それがどのように社会に
役立っていくと考えているのでしょうか。短大の根幹ともいえる考え方と

ビジョンを巡って、学長と各学科を代表する学生との直接対談が実現しました。
緊張ぎみの学生が自己紹介で2年間を通して感じた各学科の魅力について語る
と、学長が冗談でやわらげるなど和やかな雰囲気で対談がスタートしました。

出身高校： 小松市立高校 普通科 芸術コース
学生生活： 学生の時ぐらいでしか半日以上絵を描ける時は
 ないと思い、制作に力を注いできました
進　　路： 画材屋に就職 販売・営業

出身高校： 石川県立金沢錦丘高等学校
学生生活： 障害者支援、世代間交流事業など学外のボラン
 ティア活動に積極的に参加しました
進　　路： 大阪の大学の幼児教育系学部に編入

出身高校： 石川県立金沢伏見高等学校
学生生活： 医療事務の仕事に就きたかったので、医療事務
 の資格取得に励みました
進　　路：病院での医療事務

中
野 

公
美
子

美
術
学
科
　
油
画
・
日
本
画
コ
ー
ス

福
田 

遥
香

幼
児
教
育
学
科

堀 

莉
莎
子

ビ
ジ
ネ
ス
実
務
学
科

出身大学： 金沢大学法学部法学科
〃大学院： 大阪大学大学院法学研究科公法専攻
 ジョージア大学法科大学院（米国）
専門分野： 法学、教育学 
趣　　味： スポーツ観戦、将棋、囲碁
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「金城短大の魅力」



K I N J O ［ウォーク］

3加藤博先生のまめ知識［春は藤波］鴨長明『方丈記』に「春は、藤波を見る。紫雲のごとくして、西方に匂う」とあります。金城キャンパスには藤棚が 3つ。5月の連休の頃、藤の花房が春風に揺られ辺りに甘い香りを漂わせます。ささやかな幻想空間です。
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城の美術学科は、学生一人一人がやりたい事を
のびのび行える学科だと思います。そして先生

方はそれを全力でサポートしてくれます。どのコース
の先生方もその道で活躍されてるプロの方々です。で
すので僕もやりたかった「写真」と「デザイン」に2年
間思い切り打ち込むことができました。
　１年生の間はそれぞれのコースで基礎を学び、２年
生になると公開オーディションが始まります。外部か
らプロの方をお呼びし審査員をしていただきます。学
生は自分たちの作品をプレゼンテーションし、評価し
ていただくカリキュラムです。プレゼンテーション力
はどの分野でも必要な力ですが、デザイナーには特に
求められる力だと思います。僕は本来大勢の前で話す
のが苦手なのですが、この授業でかなり鍛えられまし
た（笑）制作ではかなり遅くまで残ったりしましたが、
みんなで一緒に頑張ってるっていう雰囲気が結構楽し
かったりするのです。
　美術学科ではもちろん、美術に関することはたくさ
ん学びました。先生方にはデザインのことから普段の
悩みまで、いつも僕たちの目線になって話を聞いてく
れて本当にお世話になりました。時には遅くまで一緒
に残ってもらって僕らの制作に付き合ってもらったこ
ともありました。そして一
緒に過ごした仲間たち。一
緒にふざけあったり、時に
はデザインや漫画のことに
ついて熱く語り合ったり。
お互いに刺激し合い、高め
合える仲間に出会えたことがこの大学に来て一番良
かったと思うことです。きっとこの出会いは今後も僕
の糧となり刺激になってくれると思います。
　今後はデザイナーとしてここで学んだことを十二分
に活かして、デザインを通じて日々の生活を更により
良いものにできるよう頑張っていきたいと思います。

校生の頃、保育士になりたいと思い、2年間で
保育士資格と幼稚園教諭2種免許の2つが取得

できるということや着ぐるみ作りができるなど他では
体験できないことができるというところに惹かれこの
金城短大への進学を決めました。
　短大の授業は保育者になるために必要な知識や技術
を学べるものばかりでとても充実した内容でした。特
にクラスの友達と子どものように楽しく遊び感覚で学
ぶことができた児童文化と
いう授業や子どもの保健Ⅱ
の授業では、保育の現場で
役立つ実践的な技術が学べ
るものばかりでとてもやり
がいを感じました。
　二年次からはじまった特化美術の授業では、自分の
興味のあるものを重点的に学ぶことができ、実際の保
育園に足を運んだり、小松市にある絵本館では来館し
た子どもたちに絵本の読み聞かせを行うなど様々な体
験ができ、自分の力にもなったと感じています。
　2年間での最後のイベントでもあるミュージック
フェスティバルでは振り付け、衣装、小道具すべてを
学生で考えて作りました。限られた時間の中で、より
良いものにしようと皆で協力し合いながら頑張ること
が出来たので、終わったあとは達成感がありました。
皆で力を合わせて作りあげることができたことがとて
も嬉しく、忘れられない素敵な思い出になりました。
　この2年間で沢山の経験を積み多くの学びを得たこ
とは将来保育者として働く際に必ず生きてくると思い
ます。私はこれまでの経験を自信に変え、子どもの気
持ちを受け止め、子ども達が生活しやすい環境を整え
てあげられる保育者になるため努力し続けていきたい
と思っています。また、保護者や地域の子育て家庭に
対しての支援もできる保育者を目指していきたいと思
います。

大生活で一番楽しかったことは１年生のときに
行った海外研修旅行です。研修旅行ではずっと

行きたいと思っていたロサンゼルスとハワイへ行きま
した。日本とは全く違った文化や世界を知ることがで
き、多くの刺激を受けました。この研修旅行をきっか
けに、短大時代にもう一度外国へ行くと決めました。
私は高校生のときから「ONE　DIRECTION」のファ
ンで、いつか本場で彼らのライブに行ってみたいとい
う夢がありました。社会人になるとなかなか時間がと
れなくなるので、「今しか行けない！」と思い、２年生
になってからロンドンに行くことを決めました。ロン
ドンでは、日本とは全く違う街並みに驚きました。
THEヨーロッパといった雰囲気の古い建物が並び、街
全体が世界遺産のようだと思いました。ライブはもち
ろん最高でしたし、ロンドン観光も満喫できましたの
で、素晴らしい旅行となり
ました。短大生活の中で長
年の夢を叶えることができ
たことは、一生の思い出に
なりました。
　短大の授業で一番印象に
残っていることは「ホスピタリィビジネス論」という
授業です。この授業では日本のおもてなしについて学
びました。茶道、着物、和菓子などの日本文化をはじめ、
おもてなしとは何か、お客様が求めているものは何か、
お客様が求めているものを提供するにはどうしたら良
いか、などについて学びました。実際に旅館に泊まり、
旅館ならではのおもてなしを体験してみたりもしまし
た。昔から海外の文化にはとても興味があったのです
が、この授業がきっかけで日本の文化について学ぶこ
とができ、また体験することもできたので本当によ
かったです。私はホテルに就職が決まっているので、
社会人になっても短大で学んだこと、短大で経験した
ことを活かしていきたいと思っています。

田
村 

宗
太
朗

美
術
学
科 

デ
ザ
イ
ン
・
映
像
コ
ー
ス

宮
田 
紗
里
衣

幼
児
教
育
学
科

の を
生 をご紹介します K I N J O  WA L K E R

写真とデザインと
刺激し合える仲間たち

今しかない！海外と
日本の魅力を肌で感じる

経験を自信に変え
子ども目線の保育者へ

教
員
紹
介

平
成
27
年
度

01

02

03

●ビジネス実務学科（13名）
●幼児教育学科（17名）
●美術学科（7名）
●専攻科福祉専攻（3名）

3月末日まで在職の4学
科の専任教員をご紹介
致します。

※名列順

幼/青山 幸司 幼/朝倉 喜裕

専/五十嵐 峰子

幼/和泉 美智枝 幼/ガート・ウエスタハウト 幼/遠藤 伊津子 幼/佐々木 賢二 幼/百海 智

幼/中村 明成 幼/野田 哲郎 幼/林 良征

専/舞谷 邦代

幼/三浦 哲志 幼/水上 和子 幼/村上 知子 幼/森田 ゆかり 幼/山田 紀子

専/山根 淳子

幼/吉岡 利恭 幼/米川 祥子

美/新井 浩 美/大谷 友理 美/権田 宜子 美/東田 修一 美/堀 一浩 美/本山 二郎 美/和田 紘樹

ビ/井戸 健敬 ビ/井上 克洋 ビ/藺森 喜美 ビ/岡野 絹枝 ビ/加藤 博 ビ/下口 治美 ビ/瀬戸 就一 ビ/中原 亜紀美 ビ/能 雄司 ビ/廣瀬 元

ビ/藤元 宏一 ビ/矢澤 建明 ビ/若月 博延
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入

御入学おめでとうございます
  入学式

学式が4月2日、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、専攻科福祉専
攻、美術学科研究生、留学生別科の合計
313名が希望に胸をふくらませ本学の門
をくぐりました。加藤真一理事長兼学長の
式辞では、本学の歴史、建学の精
神、「金城から地球を歩こう」の
設立理念について説明がありま
した。宣誓では、新入生代表の阪
根千尋さんが “一歩社会人に近
づくという期待を胸に日々の努
力を重ねます”と誓いました。
後半は、遠藤先生より校歌が披

露されました。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
として踏み出すこ
とになりました。

N e w  F a c e

［金城だよりがリニューアル］1986 年 10月に刊行し、2014年 12月 57号まで発行された「金城だより」がタブロイド判「KINJO WALK」としてリニューアルしました。これからも金城の今を発信していきます。今後とも宜しくお願い致します <(_ _)>

平成27年度
第 40回

薫る5月、陸上競技場、野球場、日光アリーナを会場に、恒例の
体育祭が15日に開催されました。この日の天候は曇りで、屋外

競技には絶好の日より。夕方からは雷雨との予報もありましたが、とき
おり薄日が射す好天に恵まれました。午前中にバレーボール、バスケッ
トボール、ドッヂボール、ポートボール、フットサル、ソフトボール、午
後より綱引き、チームジャンプ（大縄跳び）、リレーが行われました。
各競技の上位チーム表彰の後、ブービー賞や飛び
賞など、下位成績チームにも景品が贈呈されまし
た。クラスごとの総合成績は、1位が幼児教育2C、
２位幼児教育1A、そして３位がビジネス1Cでした。

体
育
祭
本気で、
勝ちに行くよ！

ガ
　
チ

北陸三県
私立短期大学
体育大会

48回北陸三県私立短期大学体育大
会が7月11日(土)～ 12日(日）の

2日間、富山短期大学を主な会場として開
催されました。 バレーボール、バスケット
ボール、卓球、バドミントン、ソフトテニ
ス、ソフトボールの7競技に76名の本学
選手が出場しました。 天候にも恵まれ、全
競技無事に試合を終えることができまし
た。バレーボール２位、バスケットボール
３位、卓球シングル２位・ダブルス３位、
ソフトテニス団体２位・ダブルス３位の好
成績をおさめました。

電飾イルミネー
ション点灯式
年目を迎えたイルミネーション点灯
式が、12月14日17時から開催され

ました。 「雪吊り」をイメージしたイルミ
ネーションには、学生、教職員、西南幼稚
園の園児 保護者など150名が集まりまし
た。加納大学副学長と加藤博学園副理事長
の挨拶の後、 西南幼稚園園児によるクリ
スマスソングが披露され、サンタさんトナ
カイさんからプ レゼントが園児に渡され
ました。このイルミネーションは、1月28
日までの約1か月半 実施されました。

  卒業式
卒業式が平成28年3月16日（水）白山
市松任文化会館で開催され、幼児教育

学科154名、ビジネス実務学科95名、そして美
術学科68名の合計317名が希望を胸に本学か
ら巣立ちました。全学
を代表して美術学科の
南部成美さんに卒業証
書・学位記が授与され、
幼児教育学科1年の麻
績楓さんの送辞に、ビジネス実務学科の田村涼
夏さんが答辞で応じました。本年は特別表彰と
して、優れた漫画制作のみならず学生生活でも
中心的存在として他学生に影響を与え続けた美
術学科の堀圭太さんに理事長賞が贈られていま
す。卒業生一同は夕方から金沢東急ホテルで行
われた卒業パーティーにも参加し、卒業の喜び
をともに分かち合いました。

平成27年度
第 40回

合同企業説明会
城大学を会場に、石川県中
小企業家同友会主催の合同

企業説明会が5月30日の土曜日に
開催されました。本学の大学生と短大生合わせて63人の
学生達が、緊張した様子で企業ブースを訪問しました。こ
の3月に卒業したばかりの先輩が新入社員として参加した
企業もあり、「私も、就活時期はものすごく気持ちが重かっ
たけど、動き続ければご縁のある企業に決まるよ」と、後
輩達にエールを送ってくれました。その言葉に励まされな
がら、いくつもの企業ブースを回り、熱心に担当者の話を
聴く多くの学生の姿が見られました。

月7日は七夕。残念なが
ら、天気には恵まれず天
の川は見えませんでした
が、 短大入り口の玄関
ホールには１週間前から
大きな笹と短冊が置か
れ、学生が自由に願い事を書いて吊るせるような

コーナーが設けられました。就職内定や検定合格を願うも
のから恋愛に関する願い事、世界平和までたくさんの短冊
が吊るされました。

夕
飾
り

第48回

模擬企業ガイダンス
月29日（木）、美術学科とビジネス実務
学科の1年生を対象に模擬企業ガイダ

ンスを開催しました。模擬企業ガイダンス
とは、実際に企業や医療機関等の団体の人
事担当者を本学にお
招きし、本番の企業
ガイダンスさながら
の面接会を行う就職
活動のための演習で
す。今年は、企業15
社と2つの医療機関
に参加いただきまし
た。学生たちは人事
担当者による会社の
説明を聞き質疑応答を行った後、懸命に自
己PRを行いました。人事担当者から一人
ひとりに渡された個別のアドバイスを
しっかりと受け止め、学生たちは就職活動
本番に向けて準備を進めます。

平成26年度 金城学園財務概要

イベント・大会・式典など３学科
共通の1年間の歩みをご紹介します 2015.04 2016.03

幼児教育学科

村上 知子
城短大を卒業後、
保育の現場で仕事

をしてきました。子どもと時間を共有し、一緒
に笑ったり、驚いたり、大変なことも多かった
のですがそれ以上に有意義で楽しいことが多
く、子ども達の笑顔に囲まれた大切な時間でし
た。しかし、ベテランと言われる立場になって
くると、自分の保育について考えることが増え、
もう一度学びたいと考えるようになり、専門学
校の教員をしながら、再び学び始めました。
　平成27年度より、ご縁があって母校に戻り、
私が現場等で学んできたことを後輩である学生
に伝える場を与えて頂き、大変光栄に思ってお
ります。未熟ではありますが、精一杯努めて参
りますので、宜しくお願い致します。

ビジネス実務学科

藺森 喜美
は長い間、高校の
教育現場に身を置

き、教えながら、教えられながらの日々を送っ
てきました。今でも、つくづく思い出すのは、
あの高校生たちのパワーや可能性がいかに大き
かったかということです。人との出会いの中で、
挫折や葛藤を乗り越え、大きく成長していく姿
は、時には頼もしく、時にはまぶしくさえ感じ
られたものです。今はまた、ここ金城のキャン
パスで、学生の皆さんの驚くパワーをひしひし
と感じる日々を送っています。いろいろな出来
事や様々な人との出会いの中で、どんなに大き
く成長していくのか、楽しみです。
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本

就活合宿 開催
年生対象の就活合宿が、2月11日～ 12
日、白山青年の家で開催されました。1

日目の研修では履歴書を作成。自己PR、
学生時代に力を入れたこと、志望動機につ
いて、何度も先生の指導を受けながら長時
間粘り強く取り組み、全員書き上げること
ができました。2日目午前中は、グループ
面接と個人面接を行いました。学生たちは
「1月の模擬企業ガイダンスよりも緊張し
た」と話し、自分のことを面接で語る難し
さを実感したようです。午後には、就職活
動にふさわしいメイクアップを学び、き
りっと清楚に身なりを整えたところで、履
歴書用の写真を撮影しました。今回の研修
で、採用試験の応募から面接試験までを本
番さながらに行い、今の自分に何が足りな
いのか、どのような準備をしたらよいのか
を、学生一人ひとりが確認することができ
ました。

ビジネス実務学科つぶやき［あの懐かしのスポットは今］YOUTUBEにビジネス実務学科の学生が作った「あの懐かしの食堂」の動画がアップされています。唯一の（？）グルメスポットは今…。興味のある人は探してみてください。（廣瀬ゼミ）

産学連携ゼミナール中間発表会
学連携ゼミナール」中間発表会が7月31日に開催されました。
本学科のゼミナールでは、10名程度の学生が1人の先生のもと

で専門のテーマをより深く研究し、年に2回発表を行います。中間発表
会当日は定期試験の最終日でスケジュール的に大変でしたが、全員が
スーツ着用で発表に臨みました。中間発表会は小規模の分科会形式で行
われましたが、いずれの分科会においても
学外の産業界から数名の方がコメンテータ
として出席されました。ゼミでの研究活動
は後期も引き続き行い、2月には「金城ビ
ジネス学会」で最終発表を行います。

金城ビジネス
学会　第6回
年次大会開催

月10日、「金城ビジネス学会」第6回
年次大会を開催しました。金城ビジ

ネス学会では、ビジネス実務学科の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、夏には5分科会に
分かれて「中間発表会」を行いました。今
回の発表会は1年間の集大成です。
　参加者数は、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、産業界の方々、さらには金沢工業大
学からも参加をいただき、総勢約360名と
なりました。発表件数は白山商工会青年部
を含む28件で、2会場に分けて開催しま
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、別会場でポスターセッ
ションを行いました。1年生は、聞けなかっ
た発表の説明を受けたり、興味を持った発
表の成果物を見たりしました。さらに、本
学が大学間連携を進めている金沢工業大
学の方 （々大学院生6名含む）10名が参加
され、特にポスター発表で発表者と交流し
ている様子がうかがえました。

夏期インターンシップ報告会
期インターンシップ報告会が、9月
24日に開催されました。報告会で

は、この夏インターンシップに参加した全
学生68名が集まり、自らが体験してきた
ことや研修を通して学んだこと、研修中に
失敗したことなどを報告しました。今年は
例年に比べ参加者数が多く、3教室に分か
れての報告会でした。研修先は、一般企業、
市役所、病院、ホテル、ブライダルなど多
岐にわたり、学生たちは他の学生の報告を
聞くことで、さまざまな業種、職種の理解
を深めることもできました。後期の授業で
は、インターンシップで足りないと感じた
ところを補い、さらに春期のインターシッ

プへとつなげていきます。

ガイドリーダーと
オープンキャンパス

学科では、オープン
キャンパスに向け

て、当日の案内役となるガ
イドリーダーを養成しています。学生たちは、オープ
ンキャンパス同様のプログラムのロールプレイを行いリ
ハーサルを行うなど、リーダーとしての資質を高める研修
を重ねてきました。8月のオープンキャンパスでは、参加
した高校生と一緒にワークをしたり、ランチタイムにク

イズを楽しんだり、またふだん自
分たちが学生生活を送っている
キャンパス内を案内したりと、
オープンキャンパスを充実させ大
いに盛り上げてくれました。

新入生合宿研修
月26日～ 27日、国立能登青少
年交流の家において1泊2日の
日程で新入生合宿研修を行いま
した。今回の合宿研修のテーマ

は、「キャンパスマナーとコミュニケー
ション」「友達ネットワーキング」「チーム
ワーキング」の3つです。初日に千里浜で
休憩をとり昼前に交流の家に到着した新
入生は、午後からコミュニケーションに関
するグループワークを行い、レクリエー
ションを楽しみました。夕食後にマナー研
修を行い、初日は終了です。2日目は、気
多大社までのウォーキングとビューティ
演習、野外炊飯を行いました。2日間の研
修で、コミュニケーション力とチームワー
ク力が向上し、友達ネットワークがより強
化された新入生合宿研修となりました。

ホテル・観光コース
国内旅行研修

テル・観光コースでは、9月8日～
10日間「国内旅行研修」を首都圏で

行いました。この研修は、ホテルや旅行業、
テーマパーク、地域社会について総合的に
学修するものです。学生たちはこの3日間
でウエスティンホテル東京でのホテル研
修、流通経済大学国際観光学科での研究交
流会、ディズニーシーでのサービス研修を
受けました。これら経験を基に、ホテル
サービスや旅行商品作成、テーマパーク
マネジメントなど、
後期から始まる専
門科目の理解を深
めていきます。

若
者
視
　
点
で
紐
解
く

地
域・
　
社
会
の「
今
」

ビジネス実務学科の1年間
2015.04 2016.03

合宿でキズナが

深まりました！

これから 2年間

がんばるぞぉー

自分たちにとって
「働く」という事の
意味を考えさせら
れました

リーダーとしてのプレッシャーはあるけど、やりがいがあります

少しでも金城の魅力を

伝えられたかな？

発表タイト
ル
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C
新入生合宿研修

月4日（土）～ 5日（日）に国立
能登青少年交流の家で行われ、
1年生134名と2年生リーダー
25名が参加しました。入学当初

のガイダンスを兼ねた研修であり、本学の
「建学の精神」や本学科の「教育方針・内容」
「幼児教育の意義や責任」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。この研修は、２年生リーダーが
積極的な挨拶、目配り・気配りによるきび
きびとした行動で研修をリードすること
で、新入生に与える影響や意欲を高めてい
ます。今回のレクリェーション研修でも、
授業で学んだ体操、手遊び、パネルシア
ターなどを楽しく紹介しました。新入生た
ちからは、『保育者になるための具体的な
目標が持てて良かった。』『先輩たちの挨拶
の声の大きさにはびっくりした。私も来
年、リーダーをやってみたい。』『クラス
ミーティングでは、グループワークで自分
の意見を伝えることができ、みんな同じ気
持ちをもっていることもわかり嬉しかっ
た』『大学生活が楽しみになり、絶対に保
育者になりたいという気持ちが強くなっ
た』などの感想が聞かれ、1年生の修学姿
勢が笑顔と共に深まった有意義な研修会
となりました。

幼児教育学科つぶやき［今月は誰のお誕生日？］幼児教育学科は授業の一環として、実習がある月を除いて毎月、付属西南幼稚園のお誕生日会をお手伝いしています。園児たちと共に楽しむだけでなく、授業で学んだ手遊びなどを実践する良い機会となっています。（三浦）

保育施設実習
育士国家資格、幼稚園教諭２種免
許状を取得するにあたって最も大

切なのが実習です。
　1年生は、12月の本実習に向けて夏休み
に3日間の体験実習に行きました。この体
験は、保育所の一日の流れや保育士の職務
内容を知るということが目的です。11月7
日には、保育園の主任保育士や先輩保育士
の方に来ていただきました。初めての実習
に臨む心得や具体的な指導の内容など、う
まくいかなくて当たり前、目の前の子ども
たちと多くのかかわりを持てるようにい
ろいろなことに挑戦していってほしい、と
温かい励ましの言葉をいただきました。
12月7日～ 18日の10日間、1年生は初め
ての本実習である保育実習Ⅰに挑戦して
きました。実習中、保育記録や指導案に苦
戦しながらも、有意義な実習をさせていた

“幼児教育学科
「特化教育」
10年の歩み”から

児教育学科に「特化教育」が編成
されて本年で10年となりました。

県下一円の幼児教育関係者の多大なご理
解とご援助を頂きながらの10年であった
かと思います。
　本事業2年間の実践を重ねたころに、文
部科学省「質の高い大学教育推進プログラ
ム」に選定されました。全国広しといえど
もこのような実践の先行は見当たりません。
　基幹となる考えは、「より専門性に富ん
だ質の高い保育人材の養成」です。具体的
には、現行のカリキュラムに上乗せする形
で、4分野の特化を図るもので、その4分
野とは、「乳児保育」「障害児保育」「音楽」
「美術」です。2年次生は、4月から履修を
開始し前期後期を経て、卒業までに演習科
目6単位を取得する仕組みです。1年間を
通して、毎木曜日は、『特化デー』として時
間割に組み込まれます。この授業が多くの
高校生にも浸透し、本学幼児教育学科志望
の動機にもなってきています。平成27年

度の特化の展開を紹介します。

①「乳児保育」
乳児教育を理解するためのプログラム、
現場保育を意識しディスカッションや
ワークショップ等を組織。また、保育現
場に赴き、現場職員とのカンファレン
ス、保護者対応の実際を学ぶ。（本年は
白山市内保育所をはじめ9ヵ園に参加）

②「障害児保育」
“目の前の子どもから学ぶ”という視点
を大切に、講義・演習そして障害者ご本
人やご家族をお招きしての講演会・ディ
スカッション、ミュージック・ケア等を
展開。また、現場参加と保育カンファレ
ンスの推進。（本年は、保育所・幼稚園・
認定こども園・障害児通園施設・障害者
更生施設等15事業所を対象）

③「音楽」
音楽理論・キーボード・作曲法、個人ピ
アノレッスン・発声法の個人指導そして
マーチング技法・指導法の研究等、幼教
ミュージック・フェスティバルの開催に
併せて西南幼稚園とのコラボレーショ
ン。（本年は、1月30日、金沢市文化ホー
ルで開催）

④「美術」
保育現場や地域に入り込んで、美術を通
して人や社会と交わっていくおもしろ
さとコミュニケーション、本年は、広場

あさがおや小松空と子どもの絵本館、付
属西南幼稚園でのアート体験等、また金
城祭でのパフォーマンス、絵本の製作も
好評。
　これら4特化は、毎年2月、学びの成果
を発表しています。今年は、2月9日に県
内から保育関係者15名を助言者としてお
招きして開催しました。最後に、「特化が
生み出したもの」「特化が良き受容体と
なったもの」を挙げます。

１）リカレント教育…現職の保育士等の
方々に、再び大学で学んで頂く社会人
の学びのシステムです。5年間で34名
の方が学ばれました。

２）先輩との交流会…特化の先達との出会
いは良き交流・学びの場となりました。

３）出張講座…講演料なしで本講座を開催
しています。今年で６年、年間、県下
一円より45～ 70回程度の出張要請
があります。

  「特化教育」は来季から、「KINJO特化」
と名称も新たに、11年目を歩み出します。 
今後とも、どうぞ応援下さいますようお願
い致します。

初年次教育「基礎教養」
年生対象の一般教育科目「基礎教養」
では、2年前から1、2年生の担任チー

ムが中心になり「初年次教育」に取り組ん
でいます。新入生は大学での学修方法から
始まり、人間関係の構築、生活習慣、対人
マナー、健康管理、保育者としての心構え
まで、大学生、特に保育を専門的に学んで
いく学生としての基本を幅広く学び意識
を高めていきます。
　本科目では、おもに「アクティブラーニ
ング」の手法を使っていることが大きな特
徴です。これは、教員が教え込むのではな
く学生が主体となる学びで、グループワー
クなどを通して人間関係を広げ、いろいろ
な考えを「話す」「聴く」「受けとめる」「考
える」「発表する」演習を重ねています。2
年生とグループで話し合う機会（チュート
リアル）もあります。
　1、2年生の担任は毎週集まり意見交換
をしながら次の授業につなげていますが、
他の授業や2年次の学びに繋がることを
願い、来年度からは通年の授業「基礎教養
（学びの発見ⅠⅡ）」に名称変更します。 

地域貢献活動
年度も本学幼児教育学科の学生有
志33名による地域貢献活動が、大学

コンソシーアム石川より地域貢献型学生
プロジェクト支援事業に採択されました。
　今年度は「親子でふるさとの魅力体験を
支援」と題し、白山市観光推進部、NPO法
人おやこの広場あさがお、西南幼稚園、近
隣保育園、活動地区町内会と協力の上で、
白山麓の自然に触れ、伝統文化を学ぶため
のイベントを計８回企画・開催しました。
学生は、幼児教育学科としての専門性を活
かして児童・幼児の世話にあたる他、高齢
者や幼児には困難な作業にも従事しまし
た。最終的に、2月20日の大学地域連携ア
クティブフォーラムにおいて、パネルと口
頭の双方で活動報告を行いました。
　同様の世代間・地域間交流事業を6年継
続し、活動の回数や内容は年々充実する傾
向にありますが、例年と同じく今年も、母
親と子どもの参加が多く、父親の参加は
少なめでした。また、地区住民の参加者
が減少し、交流の意義が薄れている感も
あります。さらに父親や地区住民の参加
が増えるよう、活動の存在の周知や活動内
容の改善に努めていきます。

理想の保育者を目指して 2年間がんばります！

ボランティア活動

を通して、地域の

魅力や問題を知る

事ができました。

幼児教育学科の1年間
2015.04 2016.03

だいたようです。実習前は不安がっていた
1年生が、「大変だったけど、良い勉強に
なった！」と帰って来ました。この気持ち
が2年生の実習へと繋がるように次の課
題に取り組むことを授業内で語り合い決
意しました。
　2年生は、5月21日に幼稚園の園長先生
2名と卒業生、また7月17日には施設より
指導員の方と卒業生に来て頂き、実習に向
けて大切なことをお話しいただきました。
この講演会では、不安に思っている学生の
気持ちを受け止め、細かなアドバイスや心
構えをたっぷりお聞きすることが出来ま
した。実習生はできなくて当たり前、子ど
もたちや利用者の方と自分からふれ合い
どんどん挑戦し、多くのことを学んで欲し
いと温かい激励を受けました。そして、6・
8・9月の間に20日間の幼稚園教育実習、
10日間の保育実習Ⅱ、10日間の施設実習
をすべて終了し、2年生は心なしか多少保
育者の顔になって戻って来てくれました。

「KINJO特化」
より専門性に富んだ
質の高い保育人材の
養成に向けて
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美術学科つぶやき［アイデアをカタチにしよう！］3Dプリンタ、3Dスキャナ、缶バッジマシン、UVレジンなど様々なものづくりが出来るよう工作機械を導入しています。金コミなどのイベントが近づくと缶バッジマシンが大活躍しています。（大谷）

第35回
北九州日本画公募展 入　選 山市真緒、日向ちえり、木下裕梨菜、谷内裕紀子、山原彩香、

小池田あかり、井波雅実（2年）

第21回
マスターズ大東京展

学生奨励賞 日向ちえり、山市真緒、谷内裕紀子（2年）

第20回
七尾日創展

中能登町教育委員会賞 谷内裕紀子（2年）
中能登町議会議長賞 山市真緒（2年）
たち画材賞 日向ちえり、小池田あかり（2年）
入選 木下裕梨菜、山原彩香、沖竜次、井波雅実（2年）

入　選 木下裕梨菜、山原彩香、小池田あかり、沖竜次、井波雅実（2年）

たち画材賞 日向ちえり、谷内裕紀子（2年）第10回
公募　白山日創展

入　選 上丑屋雅子、山本朱梨（2年）第30回石川の現代工芸展
入　選 嶋崎莉花、中野公美子（2年）第15回佐藤太清賞公募美術展

大　賞 堀圭太（2年）第27回黒潮マンガ大賞
1月号掲載 沼田佳奈（研究生）まんがホーム
「期待賞」＋「審査員特別賞」
２月に読み切り掲載予定 小泉真之介（平成25年度卒業生）週刊ヤングジャンプ月例新人

マンガ賞　第25回シンマン賞

入　選 山市真緒、木下裕梨菜、山原彩香、沖竜次、井波雅実、小池田あかり（2年）

ポスター採用 松陰公美からくりコンテスト＠
サイエンスヒルズこまつ2015 パンフレット採用 藤住和樹

ステップアップ賞 北市木の実（平成24年度卒業生）第14回MFコミック大賞
ジーン部門

第39回公募
日創展＆新院展選抜金沢展

白山市議会議長賞 山市真緒（2年）
石川県教育委員会賞 谷内裕紀子（2年）
金沢市教育委員会賞 日向ちえり（2年）
白山市教育委員会賞 小川友香（1年）
入　選 木下裕梨菜、山原彩香、沖竜次、井波雅実、小池田あかり（2年）

最優秀賞 萩原楓（2年）
優秀賞 山崎真湖、川崎真衣（2年）

自衛官募集ポスター公募

王子製紙㈱ 賞 磯見稚子（2年）第6回愛知県印刷協同組合
他主催ポスターグランプリ 入　選 髙森茉衣、竹内梓、田中成美、川崎真衣（2年）

採　用 野畑桃花（1年）千代尼通りフラッグコンテスト2015

2017年ARIA5月号より 西の木はら（平成23年度卒業生）「君と時計と嘘の塔」連載開始

金沢市教育委員会賞
（学生部門最高賞） 川崎真衣（2年）

銅　賞 児島ゆりあ（2年）
第42回
石川県デザイン展

入　選 長根尾勇太（平成22年度卒業生）第11回世界ポスター
トリエンナーレトヤマ

第39回 金 城 大 学 短 期 大 学 部
美術学科 卒業制作展

月10日(水)～2月14日(日)の日程で21世紀美
術館 地下1F 市民ギャラリーにて第39回「卒業
制作展」を開催しました。油画・日本画コース、
デザイン・映像コース、マンガ・キャラクター

コース、ファッション・工芸コースの4コースの2年生・
研究生あわせて74名が、2年間の集大成となる作品を制作・
展示しました。会期中の来場者数は4,400人を超え、国内
外の多くの方々にご観覧いただきました。また卒業制作の
作品だけではなく、ブックデザイン演習で制作した本や海
外研修旅行の旅日誌・スケッチ等、美術学科で取組んでい
る授業の作品も展示し、日頃の学習の成果を発表しまし
た。この日のために、2年生・研究生共々苦難を乗り越え
全力を尽くし、無事展覧会を終える事が出来ました。

～チェコ、オーストリア、ハンガリー～

海外研修旅行
術学科2年生希望者を対象として、「海
外研修旅行」を9月7日(月)～14日(月)

の日程で実施しました。参加学生は20名、行き
先はプラハ・チェスキークルムロフ・ウィーン・
ブタペストの4都市で、ヨーロッパの古都とし
て栄えるこれらの地で、伝統ある深い文化と美
しい街を堪能し、審美眼を磨き多様な文化を学
ぶことを目的に研修
を行いました。プラ
ハは、赤屋根の街並
みが続く世界遺産に
登録される魅力的な
街です。美術ではミュ
シャが活躍したことで知られる芸術の街でもあ
ります。チェスキークロムロフは、中世のオリ
ジナルを残す街全体が世界遺産に登録される美
しい街です。オーストリアの首都ウィーンでは、
ハプスブルグ家の栄華の数々を調度品で見るこ
とが出来るシェーンブルン宮殿、また有名な名
画が所蔵される美術館を巡りました。ハンガ
リーのブタペストではドナウ川クルーズの幻想

的な光景に、皆で感動を共有
しました。異文化に触
れ、大きな学びと感動
を得る研修旅行でした。

地域美術演習
成27年度は鶴来商工会からの依頼
があり、鶴来町にある菓子店のロ

ゴやパッケージのデザインや案内看板な
どの制作を行いました。「地域美術演習」
では地域に根ざした大学を目指し、自分た
ちの通う大学の周辺地域がどのようなと
ころなのかを知る機会として合宿研修を

14th
KINJO ART 
SHOW CASE
月5日、金沢21世紀美術館シアター
21において第14回ファッションショー

「KINJO ART SHOW CASE」を開催しま
した。ファッション、染色を学ぶ学生達に
よる集大成の発表会です。ショーでは、学
生が中心となってモデルを担当し、デザイ
ンを学ぶ学生が制作した動画をステージ
背景に投影して演出しました。また、ダン
ス部がパフォーマンスで盛り上げました。
会場は観客で埋め尽くされ、若さ溢れる
ショーが華やかに繰り広げられました。

加賀千代女
アートショップ

年度に引き続き、白山ロータリークラ
ブ様からの要請を受け、12月18日(金)

～20日(日)JR金沢駅もてなしドーム地下にて
「加賀千代女」をテーマにした「千代女アート
ショップ」を期間限定で開店しました。美術学
科4コースの2年生69名で加賀千代女について
の取材を行い、5回の全体会議を経て商品の企
画から制作、ショップ運営に至るまで学生主体
で行いました。商品製作では、加賀千代女を若々
しい感性で表現した器やランチョンマット、カ
レンダー、アクセサリー、缶バッジ、漫画本、原
画販売など各コースの特色を活かした魅力的な
商品が店先を彩り、お客さまの目を引きました。
また第15 回 北陸三県 絵画／デザインハイス
クール選手権の作品展も併設し、多くの高校生
にもご来店頂きました。ものづくりだけではな
く自分たちで運営することで、商品を手に取っ
てもらうための工夫を行ったり、コミュニケー

ションの大切さを知る等有意義な経
験になりました。　

行い、地域の文化遺産や自然に触れ、学生
が自ら取材をし、デザイン企画、ポスター、
マンガ、キャラクターデザイン、絵画、陶
芸、染物などの各コースの特色に合わせた
作品制作を行います。夏休みには合宿研修
を行い、11月に地域美術演習成果展とし
て白山美術館で展示を行いました。8月11
日には事前研修として白山市立松任博物
館の職員の方に鶴来の歴史や民話などの
講話をしていただきました。9月3日～ 4
日と1泊2日で鶴来町で合宿研修を行いま
した。初日は旧一宮駅舎や白山比咩神社、
パーク獅子吼、寺院、酒蔵など鶴来の町並
み散策を行い、2日目は依頼があった店舗
の取材やスケッチを行いました。身近にこ
んなにも歴史がある地域があったことに
驚き、鶴来の良さの再発見をした合宿でし
た。平成28年2月にLet's鶴来店にて成果
物の展示会をさせていただきました。今ま
では制作物を地域の方々に見せる機会が
あまりなく残念でしたが、初めて地域の施
設を利用して展示することが出来ました。
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8［「もぎたてORANGE！」入荷します♪］2016 年 4月から金城大学短期大学部学生ブログ「もぎたてORANGE！」がスタートします。学生有志による日々のもぎたてで旬な情報や雑記をブログで発信していきます。お楽しみに！（学生ブロガー）
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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

「KINJO WALK」発刊に寄せて

城短期大学創立40周年おめでと
うございます。心よりお慶び申し

上げます。
　1976年4月北陸本線加賀笠間駅のほど
近くに金城短大は創設されました。当時
まだニュータウンは無く周囲は田んぼば
かり、のどかな田舎の風景の中でコンク
リート打ちっぱなしの校舎は大変斬新で
目を引くものでした。
　開学時、美術科74名、幼児教育科202
名、金城保育学院の2年生100名、計376
名のスタートでした。私は美術科の1期
生として入学いたしました。
　当初は体育館も実習棟も出来ておら

本学では、社会人向けの新しい学習プ
ログラムの開発に向けて、検討を進め
ています。特にビジネス系の実践的・
専門的内容のプログラムを考えるに当
たり、卒業生のみなさまを対象に、社
会人の「学び直し」について、アンケー
ト調査を実施することといたしまし
た。つきましては、左部の二次元バー

コードから携帯電話
でWebサイトにア
クセスしていただ
き、ご回答ください
ますようよろしくお
願いいたします。

❶ご回答期限
平成28年4月1日（金）～5月8日（日）〆切

❷ご回答Webサイト
左部の二次元バーコードから、携帯電話で
アクセスして下さい。

❸照会内容についての質問先
お問合せはE-mailにてお願いいたします。
メールアドレス： chi iki@kinjo.ac. jp
メールの件名： 『【質問】社会人の学び直し
 アンケート調査』
担　　　　当： 瀬戸、出邑

ず、美術の実習授業は普通教室で、体育
の授業はリズム室で行なわれました。施
設の上での不自由さはあっても、先生方
の丁寧で熱心な指導はおそらく他のどこ
にも負けないものだったと思います。
　暑い夏休み、公募展に向け学校に泊り
込んで大作に挑んだことや、無泊2日の
スケッチ合宿等、教師も学生も開学のエネ
ルギーに溢れていたように思います。そ
してそれが今の私の基礎になっています。
　サークルやクラブも仲間が集まって立 
ち上げていったものがほとんどでした。
放課後クラスの皆で夜遅くまでワイワイ
言いながら大学祭の準備をしたこと、松
任の商店街のメインストリートで仮装行
列をしたこと等、懐かしい思い出です。
　これまでの40年間に金城短大はビジ
ネス実務学科や専攻科が新設され、金城
大学の開設と共に金城大学短期大学部と
なりました。
これに伴い同窓会は金城大学短期大学部
同窓会となりました。幼稚園教育専門学
校、保育学院の卒業生合わせて会員総数
14,500名を超える大変大きな組織とな
りました。
　今年金城短期大学部創立40周年記念
事業といたしまして、6月28日から7月

3日まで金沢21世紀美
術館におきまして「同
窓会美術展」を開催し
ます。「記念総会」は8
月20日にホテル日航
金沢で開催し、ジャ
ズシンガーの綾戸智
恵さんの講演会、総
会、懇親会を行ないます。たくさんの同
窓生の出品と参加をお願いいたします。
　学生時代自分たちの大学の前を新幹線
が走ることなど想像もしていませんでし
た。このような大きな時代の変化に合わ
せて変遷をし発展する金城学園の歩みに
遅れることのない様に同窓会としての役
割を果たしていかなければと思います。
　若く柔軟な考えを持つ方々の参加協力
を心よりお待ち致しております。
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加 藤 晃 学 園 長・
前理事長の書籍
出版

世紀の永きに
わたって理事

長職を務めた加藤晃
学園長の足跡が、『加
藤晃回顧録遊学のこ
ころ』（A5判248ペー
ジ、定価1,500円＋税）と題した単行本
として、７月４日に刊行されました。「教
育とは何か」を問い続けて50年、若者の
未来を見つめ続け、三代目の理事長であ
るが故に背負わざるを得なかった私学経
営者の苦悩と葛藤を描いたノンフィク
ションです。回顧録は、紀伊國屋書店の
店舗のうち、北陸三県及び東京の各店舗
で販売しています。なお、店頭購入のほ
か、紀伊國屋書店金沢営業部までファク
ス又はメールにて御連絡願えれば、送料
は無料でお送りいたします。さらに、卒
業生の方に限り２割引の特価（1,200円
＋税）で販売いたします。

お問い合わせ先
㈱紀伊國屋書店金沢営業部
Tel. 076-231-6210 ／ Fax. 076-222-4152
E-mail: kz00@kinokuniya.co.jp（0は数字）

［卒業生の大学等における学び直しに関するアンケート調査］

卒業生の皆さま

「学び直し」について

アンケートに
ご協力ください。4コマ漫画のコーナーは、美術学科マンガ・キャラク

ターコース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、金沢の坂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。

ビジネス系の

日替わりランチ「鶏肉のトマト煮込」￥430
トマトの酸味と甘みのバランスの良いソースが鶏肉
にしみ込んで口の中で踊る♪にんじんとごぼうのき
んぴらは繊維たっぷりで栄養バランスがとても良い
です。（Aさん）

金城といえばコレ！

金城カレー ￥390
エビフライも唐揚げもぷ
りぷりです。星形のポテト
フライも可愛くてほくほ
く♪コクのある甘辛で、ど
こか懐かしい庶民的な味
わいは、辛いのが苦手な人
にも、好きな人にもおすす
めです！（Kさん）

B級グルメ大好き♥

味・バランス・ボリュームならランチでしょ♪

期間限定に

弱いんです(>_<)

短期大学部棟にある第一食堂には、通常の券売機で
購入するランチや定食のほか、現金で購入出来るサ
イドメニューが豊富で大人気です。学食のスタッフ
さんにお伺いした売れ筋人気メニューを学友会会長
はじめ学生たちが食レポしました。

学
生
★

食レポ

唐マヨ丼 ￥390
モチモチしたご飯に
唐マヨの甘いタレが
良く絡んで絶品！紅
生姜がアクセントに
なります。（Mさん）

ラーメンフェア
チゲ、塩、とんこつ、酸辣湯、醤油、
味噌　￥310

いつものメニューにはないラー
メンが年末期間限定で楽しめま
す。昨年は全てのラーメンを制覇
しました！チゲラーメンは辛過
ぎないスープが細麺に良く絡ん
で温まります。（Kさん）

サイドメニ
ュ
ー

アメリカンドッグ 120円
ふわふわしている甘い生地が
マスタードとケチャップに
マッチしています。棒にへば
りついたカリカリが一番の食
べどころです。（Yさん）

今川焼
おぐら・カスタード 100円

粒あんがおいしいです。ちょっ
と小腹がすいたときのおやつ
にぴったり。（Nさん）

皮付フライド
ポテト 120円
午前中で売り切れ

ミニカツ丼
￥300

普通のメニューの丼より小さい
サイズ感が良い！お値段もうれ
しいです。（Rさん）

昭和52年度 美術学科 日本画卒
所属協会：日創会理事長


	P01.ai
	P02.ai
	P04.ai
	P05.ai
	P06.ai
	P07.ai



