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卒業式�

　平成20年度卒業式が3月18日、市邨記念体育館にて行われ、大学院生73名

に学位記、大学生445名、短期大学部生190名に卒業証書が授与されました。

本年度は人間生活科学部が初めての卒業生を送り出し、例年にもまして盛大

な式典となりました。また、博士号取得者2名と学業が特に優秀であった学生7

名に加え、文化活動やスポーツ活動に顕著な功績を残したクラブ・サークルに

学長賞が贈られました。式典において末岡学長は「支えてくれた多くの人 に々

感謝しつつ、慣習にとらわれない斬新な発想と難局に挑む意気込みをもって社

会に貢献してほしい」と告辞を述べました。�

入学式�

影山伊織さん（大学院法学研究科） ソリス・ロネル・セクンディノさん（大学院法学研究科）�

森永実央さん（経済学部） 許 峰俊さん（経営学部）�

永谷麻衣さん（法学部） 大隅愛恵さん（人間生活科学部幼児保育学科）�

浅田祐一さん（人間生活科学部管理栄養学科） 中村ひかるさん（短期大学部キャリアデザイン学科）�

三輪陽子さん（短期大学部保育科） 児童文化研究会「わらべ」（代表：荒川苑美さん）�

ラグビー部（代表：岩田翔一さん）�

学長賞受賞の皆さん�

本学に対する認証評価結果について�

　去る3月27日、平成20年度に（財）日本高等教育評価機構により

実施された、大学に対する認証評価の結果が公表されました。�

　本学は今回受審した全国58大学のうちの1大学として、自己

評価報告書の提出や評価員による実地調査等を受けましたが、

評価結果は「（財）日本高等教育評価機構が定める大学評価基

準を満たしている」というものでありました。�

　評価機構が定める評価基準は「建学の精神・大学の基本理

念及び使命・目的」に始まり、「教育課程」「管理運営」「財務」「教

育研究環境」等、大学の全分野にわたる11項目についてそれぞ

れに評価を行うもので、本学は全ての項目において「基準を満た

している」との認定がなされました。�

　この認証評価制度は、法に基づき全ての大学が7年に1度

の認証評価を外部評価機関により受審することを義務付けて

いるものでありますが、本学においては、今後も引続き将来に

向けて教育研究環境の改善充実を更に進めていくこととして

おります。�

　なお、平成21年度には、本学短期大学部が（財）短期大学基

準協会の認証評価を受審することとなっています。�

　平成21年度入学式は4月1日、

市邨記念体育館で行われ、大

学院生85名、大学生377名（編

入生を含む）、短期大学部生

173名の新入生を迎えました。

うち留学生の入学は66名でした。�

　高蔵高校吹奏楽部・合唱部による記念演奏の後、「名古屋経済大学歌」斉唱

で開会。末岡学長は「大学で何を身につけ、卒業後はどんな人生を送りたいかを

考えながら積極的に学び、自分の可能性を発見してください」と告辞を述べました。�

　また、入学生を代表して牧野みゆきさん（人間生活科学部教育保育学科）

が「環境問題や経済不安といった多くの問題を解決する力を養い、社会に貢

献できる人となれるよう勉学に励みます」と宣誓の言葉を述べました。�
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名駅サテライトキャンパス 開 設 記 念講演会�キャリアデザイン学科現代GP採択事業�

――――――― 吉永 みち子�

　今、世の中の状況が大きく変化して

います。私たちはどう生きのびていくのか、

それは大変なことですが、またチャンスで

もあると思います。�

　皆さんにお聞きします。自分を生きて

いますかと。�

　自分を生きるとは自分らしく生きるとい

うことです。自分は何がしたいのか、何

が足りないのか、自分に問いかけること

です。とくに困難に直面したときに、その

ように問いかける覚悟があるかというこ

とです。�

　自分を生きるには経済的に、精神的に

自立していないといけません。人生には

浮き沈みはありますが、どんな状況でも折

れない強さ、そして何を起点に何を見る

かという自分の視線が必要です。�

　けれども、人は孤立しては生きられま

せん。皆と仲良く生きられる人間、そして、

人ときちんと付き合っていけるコミュニ

ケーション力が必要です。�

　世間を意識すれば、それは壁として

立ちはだかるのです。しかし、日本には１

億人の人がいます。１億通りの生き方が

あります。おのずとそれぞれ違ったもの

なのだから、それを素直に受け入れて、

互いに尊敬できるような関係にしていか

なければならないと思います。�

　そうすればその先に、「自分を生きる」

ということが現れてくるでしょう。�

（広報編集まとめ）�

名駅サテライトキャンパスでの新学期を迎えて�
短期大学部 キャリアデザイン学科長  武田 康雄 教授�

　いよいよ名駅サテライトキャンパスでの

新学期が始まりました。昨年10月、一足

先に大学院が栄から移転しましたが、そ

の後も情報教室をはじめとする施設の

整備や機材の搬入など、キャリアデザイ

ン学科の移転準備が4月直前まで続け

られ、晴れて新キャンパスのスタートを迎

えました。さらなる発展に期待しながらも、

新しい環境に対する様 な々不安を抱き

ながらの船出です。�

　言うまでもなく、犬山の広大で自然豊

かなキャンパスに比べ、名駅キャンパス

は都会のビルに囲まれ、スペースも限ら

れています。犬山キャンパスで１年間を

過ごしてきた２年生の皆さんにはこの違

いは予想しなかったほど大きかったかも

しれません。それは教職員にとっても同

じです。新しい環境に慣れるまで、きっと

犬山キャンパスに対する郷愁に駆られ

る機会が多いことでしょう。�

　しかしキャリアデザイン学科は社会の

変化に応え、新しい需要を発掘すべく

その居を交通便利な名駅前に移しました。

教職員一同、学生の皆さんと一緒にな

って新しい可能性に向けて前進します。�

　なおサテライトキャンパス１０階ホール

において「名駅サテライトキャンパス開

設記念講演会」が開かれ、４回目はキャ

リアデザイン学科現代ＧＰ採択事業の

一環として、ノンフィクション作家の吉永

みち子氏をお迎えし、講演していただき

ました。�

吉永 みち子 氏�

ノンフィクション作家�
よしなが�

1950年埼玉県生まれ　東京外国
語大学卒。「勝馬新聞社」「日刊ゲ
ンダイ」で競馬記者。退社後、5年の
専業主婦を経て仕事に復帰。1983年、
JRA機関誌「優駿」の優駿エッセイ賞。
1985年「気がつけば騎手の女房」
で大宅壮一ノンフィクション賞。�

現代GP活動と名駅サテライトキャンパス�
短期大学部 キャリアデザイン学科  代田 義勝 教授�

【現代GP】文部科学省選定現代的教育ニーズ取組支援プログラム�

　平成19年度に文部科学省現代GPに

選定されたキャリアデザイン学科の取組

み「各種メディアを活用した社会人基礎

力の育成」もこの4月で3年目を迎えました。

先月7日、2年目の「現代GP報告会・講

演会」をキャリアデザイン学科の新キャ

ンパス、名駅サテライトキャンパスで開催

したところです。�

　経過報告では、社会人基礎力育成の

ための4つの柱である「ワークショップ型

ゼミナールの実施」、「各種メディアを活

用した情報の発信」、「総合キャリアポー

トフォリオの活用」、「社会人基礎力評価

ツールの開発」の中の「ワークショップ型

ゼミナールの実施によってどのように社会

人基礎力を育成するのか」、また「社会

人基礎力の伸長を学生の皆さんが自分

で評価できる評価ツールはどこまで開発

が進んでいるか」といった点を中心に、こ

れまでの成果と3年目の課題について報

告を行いました。また、基調講演はノンフィ

クション作家の吉永みち子氏をお招きし、

「自分を生きるということ」と題してお話し

ていただきました。ご自身の体験を織り込

みながら、私達がこれからの人生（キャリア）

を歩む上での指針ともいうべき応援メッセ

ージを送っていただきました。�

　私達は、ワークショップ型ゼミナールを、

「参加」や「プロセス」、「外部との接触・

調整」、「相互のコミュニケーション」を重

視し、メンバーが共同して学びあい創造

する活動の場と考えています。名古屋

全体をフィールドにできる名駅サテライト

キャンパスはこのワークショップ型ゼミナ

ール活動には打ってつけのロケーション

です。学生の皆さんと共に3年目のGPを

名駅サテライトキャンパスで今まで以上

に充実したものにしたいと願っています。�

　なお、今秋10月以降、犬山の愛知北

エフエムに加え、名古屋のMID-FMで

もキャリアデザイン学科の番組放送を予

定しています。ご期待ください。�

第１回 「波乱の時代の企業経営」�
   ・・・・・・・・・・・・・名古屋商工会議所会頭・株式会社松坂屋代表取締役会長 岡田邦彦氏�

第2回 「名古屋の街づくり――大学の役割」�
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早稲田大学大学院公共経営研究科教授 北川正恭氏�

第3回 「企業経営と会計専門家の役割」 ・・日本税理士会連合会会長 池田隼啓氏�

第4回 「自分を生きるということ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ノンフィクション作家 吉永みち子氏�

１月１４日�

2月2日�

2月１3日�

3月7日�

名経大通信�02名経大通信�01



特 集 ｜ �

人間生活科学部幼児保育学科 10名�
法学部………………………… 6名�
経営学部……………………… 1名�

計……………………………… 17名�
（保育士9名、警察官6名、その他2名）�

公務員試験合格情報� 基礎学力をつけたい人、応援します！�

●人間生活科学部／伊藤博美（3305）・伊藤時彦（8505）・飯田年美（8502）・宮田尚雄（8303）�
●経営学部／柴田良一（8708）●経済学部／原田裕治（5305）●法学部／近藤久雄（8309）・萩原聡央（5603）�

昨年度�

基礎から学び直したい人を支援しています！�
自分の進路について悩んでいる、基礎学力をのばしたい、苦手を克服したい、�
でもどこから手を付けていいかわからない人、一度先生に相談に行ってみよう！�

応援の言葉を励みに�

人間生活科学部
�

管理栄養学科
�

第 1期卒業生
�

人間生活科学部
�

幼児保育学科
�

第 1期卒業生
�

人間生活科学部
�

幼児保育学科
�

第 1期卒業生
�

短 期 大 学 部 �

キャリアデザイン学科
�

卒　　業　　生
�

短期大学部�

保育科卒業生�

法学部卒業生�

経営学部卒業生
�

卒業生から就活中の後輩の皆さんへ�
｜激｜励｜メ｜ッ｜セ｜ー｜ジ｜�

寿光会中央病院｜藤澤 朋子さん�

笑顔いっぱいの子どもの�
顔を思い浮かべて�

扶桑町職員｜竹中 友樹さん�

粘り強く「自分を�
何度も売り込む」�

長野銀行�
小井戸 晃さん�

気合いの一言は�
「なってみせる！」�

愛知県警察本部�
江藤 亨さん�

夢を強く心に思って�
名古屋市職員｜荒川 苑美さん�

自分のその目で確かめて�
私立岩倉北幼稚園｜猪飼 麻世さん�

今やれることを確実に�
愛知銀行｜近藤 綾乃さん�

今年3月、人間生活科学部の第1期生が卒業しました。�

4月から新しい生活をスタートさせた先輩から、�

就活をこれから始める、あるいは今もうすでに就活中の後輩の皆さんへ�

励ましの言葉が届きました。�

※（　）内は研究室の部屋番号�

　苦労したのは病院からの求人を探すことでした。求人のない病院でも履歴書を
持っていくと優先的に声をかけてくれるようになります。就活頑張ってください。�
　先生方の病院勤務に至るまでのお話や、キャリアセンターの方からの応援の言葉
は就活の励みになりました。病院に勤務したい！とより強く思うことにつながりました。�

　就職活動はいかに自分を企業に売り込むことが出来るかが大きなポイン
トとなります。顔と名前を覚えてもらうため、説明会や企業訪問等へは何度
も足を運び、自分をアピールしていった方がいいと思います。就職活動はや
る気と根気です。後輩の皆さんも、自らを奮い立たせ、是非頑張ってください。�
　これからは銀行から必要とされ、お客様から信頼される行員になれるよう
努力していきたいと思っています。�

　4月から始まる仕事に向けて、卒業前
から資格取得のための勉強を始めました。
今やれることをやっていこうと思っていま
す。就職活動では辛いこともたくさんあ
ると思いますが、自分から積極的に動く
ことが大事だと思うので頑張ってください。�

　警察官になってみせる！という気
持ちを常に忘れず就活をしていま
した。自分の夢を叶えるために毎日
少しずつでも努力をして頑張ってく
ださい。�
　ゼミの萩原先生には、勉強はもち
ろん人としての礼儀など、たくさんの
ことを教えていただきました。それが
勉強にも就活の面接でも役に立ち
ました。とても感謝しています。�

　試験当日までは、公立保育所で働いている自分の姿と
笑顔いっぱいの子どもの姿を想像しながら、毎日勉強し
ていました。2次試験の面接のために一般企業も受けま
した。試験当日は自分に自信を持って楽しんじゃいましょう！�

　私は公立保育所の保育士になることを
目指し、必ず夢を実現させることを常に強
く思うことにしていました。後輩の皆さん、
夢を諦めず自分を信じて頑張ってください。�

　自分に合うと思った就職先が見つかったら、必ず見学に
行き実習に参加し、自分の目で見ておくことが大切なので、
積極的にアプローチすることを心がけるといいと思います。�
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副学長�新�

研究科長�新�

学部長�新�

　本学大学院は「開かれた大学院」として、広く深い教養と高い専門性に裏付けされた

人材の育成を目的として平成12年4月に開設されました。�

　当初、名古屋市栄にサテライトキャンパスが設置されていましたが、昨年10月、社会で活

躍されておられる方々が利用しやすい教育研究の場の提供として名古屋駅前に移転され

今日にいたっています。�

　本学は「一に人物、二に伎倆」の建学の精神に則り、社会の発展に寄与しうる職業人

の育成を教育理念として実践しています。�

　激動の現在、私たちを取り囲む状況は極めて厳しい環境の中にありますが、今後とも人

材再教育機関として昼夜開講制を維持し、社会人、職業人に門戸を開放してより多くの方々

の学問的関心に応えるべく、生涯教育機関としての役割も担っていきたいと考えています。�

石井文廣�

小
林
　
修
�

　今年度から２年間、経済学部長職をお引き受けすることになりました。�

　学生諸君には、学問の本道をまっすぐに歩み、知識を体系的、効率的に修得してもらいた

いと思うと同時に、未知の世界への挑戦と不安、そして道草の楽しみを経験してほしいとも

思います。この両者をうまく両立させることは難しいでしょうが、経済学部としてはそれをサポ

ートする体制を、次の３つの領域で整備しています。�

　第１に、４年間のそれぞれの段階で基礎教育を提供し、優れた社会人としての素養を培う

ため、初年次教育、学部基礎教育、社会人基礎力養成教育の３分野のカリキュラムの充

実を図っています。�

　第２に、学生各人の進路志望にあわせて、消費経済コース、金融コース、地域政策コース、

経済実践コースを設け、各コースに体系的な修学モデルを提示しています。�

　第３に、卒業後プロフェショナルとして活躍する優れた人材を育成するため、資格取得や

地域社会での実践経験などを目指す学生を対象とした学習支援体制の充

実に努めています。21年度には、消費生活アドバイザーチーム、ファイナン

シャルプランナーチーム、地域社会研究チームから編成される「経済学部特

別研究室」を設置し、３チームが協力し合ってより高い成果を上げられるよう

研究・学習のバックアップ体制の充実を図ることになりました。�

　以上の３領域での学生各人の修学努力が大きな成果をもたらしますよう、

保護者のみなさまにもご協力をよろしくお願いいたします。�
荻田誠一�
経済学部長�

若
原
紀
代
子
�

副学長� 法学研究科長�

人
間
生
活
科
学
部
長
�

　社会が発展していくためには、その基盤としてつねに新しい

知識と技術が創造されていくことが必要ですし、同時にこれを

有効に活用することのできる高度の専門性を身につけた人材

（人財）を育成することが不可欠です。この役割をもっとも有機

的に担う存在が大学です。�

　本学では創立以来、「一に人物、二に伎倆」を建学の精神

とし、実学を主体としたカリキュラムを通して人間形成をしていく

ことを教育理念としています。広い視野から物事をとらえ、社会

情勢の変化に対応していくことのできる総合的な「知力」を身

につけさせるとともに、人としてのあり方や生き方について深く

洞察し、現実を正しく理解し判断する力を涵養

することを教育目標としています。大学は単に

知識を伝達するだけでなく、学生に学ぶ意欲や目的意識を喚起させ、それぞれの進路に応じた多

様で質の高い教育を展開することが期待されているのです。本学ではそのことを自覚し、教職員

が一体となって、つねに授業内容や教育方法の改善に努めています。�

　少子化による大学全入時代の到来、それに伴う大学間の熾烈な競争など、本学における課

題も山積していますが、末岡熙章学長の強いリーダーシップのもと、本学が大学の使命と役割を

より積極的かつ効果的に果たしていくために、副学長としての任務に誠意をもって取り組んでい

く所存です。どうか、格別のご理解とご協力・ご鞭撻をお願いいたします。�

　今春、将来の目標に向かって、充実した学生生活を思い描いている新1年生の皆さん、教員一同、精いっぱ

い皆さんの期待に応えたいと考えています。�

　食環境や子どもたちを取り巻く環境は、戦後60年の間に大きく変化しました。1950年代の漫画「サザエさ

ん」に描かれる2、3品の質素な食卓は、64年頃から卵や肉が食材の話題になるなど次第に豊かになり、飽

食の時代に向かいます。「ビタミンC」「老化防止の運動」「美容体操」がおかしく描かれ、サザエがタラちゃ

んに内緒でインスタントラーメンを食べる場面もこの年です。50年代なかばに紙芝居が街角から姿を消し、

60年代なかばにはテレビが家族の中心になります。先生と生徒、親子関係のテーマでは、カツオが先生に頭

をぶたれ、立たされ、逆に、先生のミスをカツオが許す場面などが笑いを誘います。つづいて、非行少年、カギ

っ子、養老院なる言葉が登場し、家族関係の変容が見られ、70年代には「子どもに遊び場はないよ」とカツ

オから発せられるなど、笑いの中にも社会の状況を深刻に描いています。�

　今、こうした生活環境に対する問題はさらに深刻です。高度経済成長と共に膨らんできた、食環境や子ど

もたちを取り巻く環境は、60年の間に複雑多様化し、私たちに今日的課題として問題解決を迫っています。

皆さんが「教育・保育環境の今」「食環境の今」を充実したカリキュラムの基で学習し、問題の解決に使命

感を持って携わり、社会発展に貢献できる人となれるよう教育環境を整えています。�

生涯教育機関としての役割も�
担っていきたい�

使命感を持って�
社会発展に貢献できる�
人づくりを�
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『ヒ・カ・ル』�2連覇�

詳しいレシピのアドレスとQRコードはこちら�
http://www.chuden.co.jp/electrify/oh-bento/recipe/recipe10.html
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次回は、短期大学部 保育科の関谷みのぶ先生です�

中部電力主催�

管理栄養学科の作品が優勝！�

中村ひかるさん�

名経大スキー部設立以来の快挙�

（短期大学部 キャリアデザイン学科）�

　1月23日～25日、長野県白馬村の岩岳スキー場で行われた、中部日本学生スキー

選手権大会において、本学キャリアデザイン学科2年生の中村ひかるさんが2種目で

1位を獲得し、見事2冠を達成しました。�

　昨年度に続き2冠を達成した中村さんは、今回の結果に対し「めっちゃ悔しいです」

と一言。「今年度の目標は3冠」と意気込んでいただけに、今回の2冠は非常に悔しか

ったと言います。�

　中村さんが1位を獲得したのは、『ＳＧ（スーパージャイアントスラローム）』と『ＧＳ（ジ

ャイアントスラローム）』。総合順位は準優勝という結果に終わりましたが、『ＳＧ』と『Ｇ

Ｓ』の2種目については2連覇という快挙を成し遂げました。�

　中村さんは平成21年3月で卒業されましたが、残った後輩に対し「これからも頑張

って、より良い成績を残して欲しい」と語りました。�

人間生活科学部 管理栄養学科3年｜森 郁恵  宗 亜梨沙  杉山 由佳�

左から宗さん、森さん、杉山さん�　去る3月14日正午より、本学および短期大学部学生

自治会、沖縄県人会「ちんすこう」の主催による「NAGOYA

パフォーマー・フェスティバル」が名古屋市のアスナル

金山にて開かれました。本学のサークルとして児童文

化研究会「わらべ」、バトントワリング部、ストリートダン

スサークル「ボヘミアン」、フラメンコ舞踊部、エイサー

部が出演し、春の嵐の中、金山の街で拍手喝采を浴び

ました。特にフィナーレでは、エイサー部などが観衆と

踊る場面もあり、市民交流の場にもなりました。�

立
て
看
板
�

　中部電力主催の第3回『oh！弁当グランプリ』で、名古屋経

済大学は昨年に続いて優勝するという快挙を達成しました。

今回のテーマは、IHクッキングヒータの特性を活かして地産

地消のお弁当を作るというものでした。チームのメンバーがち

ょうど愛知･岐阜･三重の出身だったので、それぞれが自分の

出身県の食材を使い、大好きなお母さんへの愛情弁当をつく

りました。�

　最初は書類審査でした。この段階でも何度もお弁当を作り、

どうしたら見栄えが良くなるかなど試行錯誤を繰り返しました。

書類審査の次は一般の人によるインターネットでの投票でした。

皆様の熱い応援のお陰で、無事最終審査に残るこ

とができました。�

　喜ぶ間もなく、私たちは決戦に向け毎日学校に残

って練習に打ち込みました。ゼミの李温九先生、昨

年優勝した先輩方も加わって下さり、お互い徹底的

に意見を出し合うことで、お弁当は日を追うごとにす

ばらしいものになっていきました。�

　最終審査の日は緊張と不安でいっぱいでした。し

かしいざ作り始めるといつものペースが戻ってきて、

最後まで楽しんでやることができました。結局、今ま

で作ったお弁当の中で一番良いお弁当ができあが

りました。�

　結果発表で名古屋経済大学の名前が呼ばれたと

きは嬉しさのあまり、メンバー全員、飛び跳ねながらハイタッ

チして喜びを分かち合いました。審査員の方からは、笑顔で

楽しんで料理している様子が良かったと評価していただき、

これからもこのことを忘れずに料理を作っていきたいと思い

ました。�

　このコンテストに参加して、料理を作ることの大変さ、仲間

と共に作ることの楽しさ、そして料理で人をもてなすことの大

切さを改めて実感することができました。�

　応援して下さった皆様にこの場をお借りして感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。�

名経大通信�08名経大通信�07



平成17年11月から受け付けております創立100周年事業に伴う寄附金につき、�
平成19年6月～平成20年12月に、以下の皆様から過分なるご厚志を賜り、誠にありがとうございました。�

尚、上記期間以外に、複数回ご寄附いただいた場合も、この期間の金額のみの表示とさせていただきましたことをご了承ください。�

市邨学園創立100周年記念事業寄附金芳名録〔平成19年6月～平成20年12月受付分〕（順不同・敬称略）�

ご寄附金額の合計は、182,801,652円（全期通算額）となりました。誠にありがとうございました。�

第3回 Meikei Award（平成20年度顕彰制度）受賞者�

学術研究センター主催の学生顕彰制度Meikei Award �

第3回表彰式が、学内本館講堂にて3月7日に催されました。�

表彰された方は次のとおりです。�

最 優 秀 賞 李温九ゼミナール（人間生活科学部管理栄養学科2年ほか）各種料理コンテスト優秀成績�

最 優 秀 賞 エ イ サ ー 部（代表：仲宗根孝明、経済学部3年）学内外での積極的な活動�

ゼミナール活動奨励賞 長島ゼミナール（管理栄養学科4年）大口町老人福祉施設へのメニュー提供�
          〃　 長島ゼミナール（管理栄養学科3年）たまねぎスイーツのレシピが地元情報誌に掲載された�
          〃　 光松ゼミナール（短期大学部キャリアデザイン学科2年）ウェディングドレス製作・ショー実施�

奨 　 励 　 賞  法学部フレッシャーズセミナー実行委員会（代表：中橋克文、法学部４年）自主的な新入生歓迎活動�

最優秀賞 齊藤朋恵（短期大学部保育科1年）�
 各種ボランティア�

優 秀 賞 山根直人（経済学部2年）�
 お笑いコンテスト優勝�

奨 励 賞 野村　翔（法学部1年）�
     〃 湯上翔太（法学部1年）�
 以上2名 宅地建物取引主任者資格試験合格�

努 力 賞 飯田悠喜（法学部1年）�
 法学検定3級合格�

     〃 側島高也（法学部4年）�
     〃 磯貝伊織（法学部3年）�
     〃 尾崎裕亮（法学部3年）�
     〃 藤田聖也（経済学部3年）�
 以上4名�

 小牧中心市街地にぎわいマップ作製への協力�

　愛知県社会福祉協議会と犬山市社会福祉協議会との協働モデル

事業として行われた「福祉学習サポーター養成と福祉学習プログラム

開発事業」に私たち幼児保育学科の5人（当時2年生）が参加しました。

これは、大学生が福祉学習のサポーターになって、小学生を対象と

した福祉学習プログラムを開発・実践するという2年間の事業でした。

一昨年は福祉についての学習会や実地見学を行い、昨年は実際に

楽田小学校（犬山市）で5年生の総合学習の時間を使って自分たち

のプログラムを実践しました。�

　私たちが試みたのは、聴覚障害の人といっしょに遊ぶフルーツバス

ケット。逃げる人を声ではなく、絵を見せて指示するやり方でした。小

学生には、福祉を知るための知識や手法を教えるという視点よりも、「障

害をもつ人も含めて全員が楽しめる」という実感を持ってほしいと思い、

このゲームを企画しました。「障害を持つ人といっしょに遊べる。」「特

別なことではない。」こうした子どもたちの絵日記と感想を読んで、これ

までの福祉に対する抵抗感のような壁を一つ乗り越えられたような気

がしました。このような楽しい遊びを通して福祉を肌で感じる実践を「平

成20年度福祉教育実践者研究会」で発表しました。�

団体�

個人�

学校法人市邨学園では、本法人設置校の教育研究の更なる充実発展を目指し、学校法

人市邨学園教育研究充実寄附金を随時募集（任意）致しております。ご寄附をお申し出

いただけます場合には、左記の連絡先までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げま

す。なお、本法人は特定公益増進法人の認定を受けておりますので、一定の条件を満

たした場合には、寄附金に対する免税措置を受けることができますことを申し添えます。�

学校法人�
市邨学園�教育研究充実寄附金のお願い�
連
絡
先
�

（
代
表
）�

学校法人市邨学園�
法人本部（寄附金担当係）�TEL 052-853-0047

■ 法人 300,000円 （株）カワムラ（※平成17年11月のご寄附。個人部門より法人部門へ転載）�

 100,000円 （株）都屋�

 10,000円 （株）黒宮建設 （有）ビリーブ�

■ 団体 5,000,000円 市邨学園同窓会�

 8,000円 市邨学園高等学校S.52.3槙クラス会�

■ 個人 500,000円 酒巻　俊雄�

 300,000円 石川　哲人 大江　晋也�

 200,000円 小川　銀三 金山　昌浩 祖父江　豊�

 150,000円 楢　　　浩�

 120,000円 角谷　新一�

 100,000円 稲葉かの子 武田　康雄 忠津　玉枝 伴　　芳子 星野名生規 宮崎　　孝 山下慶一郎�

 50,000円 安藤　一枝 江尻　富吉 佐藤　規子 鈴木　裕子 瀬之口正一 辻　　　進 辻本　興慰 藤村　正美 
水上　智博 村田　一美�

 30,000円 青山　輝之 伊藤　俊雄 五島　　武 坂井田　宏 鈴木　千代 竹嶌　辰彦 長谷部弘子 波多野和子 
藤田　延子 山岸　赳夫�

 20,000円 井上喜代子 小谷　武司 小林美由紀 全並智惠子 塚原　玉枝 山下征希子 山本　房子 �

 15,000円 後藤　初子 坂川　隆子 杉本　　均�

 ＄100 Kay Ikegami�

 10,000円 相川　偉之 青山千恵子 青山千恵子 青山　　満 浅井　雅也 浅岡　聖子 浅田　玲子 浅野　和博 
安藤　一三 安藤　伸彦 安藤　将吉 安藤　安子 飯田　栄作 石川　　舞 石倉　幸二 井田　浩喜 
井戸　隆生 伊藤えみ子 伊藤かず子 稲生　和子 井上　和子 今村　　峰 上田　和也 上田久美子 
上田　重信 梅村勢津子 江尻　　温 戎井　　孝 大鐘　絹代 大澤　　誠 大城　康育 大田　哲也 
太田　好彦 大塚善太郎 大野一二美 岡島　泰子 小川　和子 尾崎　俊子 尾　　恭彦 尾崎　裕子 
小澤　明美 葛西　彰一 片山　　子 加藤紀世子 加藤　重信 加藤　節子 加藤　輝重 加藤　　渉 
川口　文枝 川松　悦子 鬼頭　信雄 木本　　実 栗木よしゑ 桑原　尚巳 桑原　雅子 神代　克彦 
小坂　光枝 小嶋　久貴 小島　容子 後藤　早苗 後藤　清一 小森　俊次 近藤　友子 佐々木二郎 
佐々木理慧 佐藤　有根 佐藤　力三 三場　　栄 清水　啓任 清水　祥世 下林　邦彦 新海のぞみ 
新藤　　巌 新矢　喜治 杉浦　雅夫 杉山　淳三 鈴木恵津子 鈴木　幸子 鈴木　早苗 鈴木　伸夫 
瀬古　清明 千賀　大亮 祖父江桂子 高岡　綾子 　岡　周平 高野　泰輔 高場　敏彰 　橋　洋二 
高柳　優治 竹田　昭光 竹田　幸子 竹田　秀樹 竹谷　容子 多々良礼子 田中　賢一 棚橋　佑太 
田邉　直博 太郎良公生 反中　　学 佃　冨士子 辻本　素子 津田多美子 寺尾枝見子 冨田真梨子 
長尾　博行 中島　生晴 中島　秀幸 中島　正己 中須　隆司 中西　昌武 長根尾保夫 中野　和信 
仲保　悦夫 中村　貞子 中村　昌子 南谷　久代 新美　好正 西川　貴士 西田　貴子 西村　　昇 
西村美紀子 丹羽　将典 野村　芳正 橋本　英明 橋本　道明 波田野京子 服部　幸人 原　　孝徳 
春田　和久 日比野俊二 平井　尚胤 平松　洋一 廣田　敏彦 深川　高子 藤田　利子 舟橋奈保子 
前原　健二 牧野　武賢 牧野　　浩 待井　信雄 町田　　優 丸山佐智子 水谷喜久子 水野　武壽 
南谷　真也 宮田　義子 三輪　昭夫 群居　静雄 武藤　幸子 村瀬　賢洋 望月　重孝 森瀬　清春 
森部喜久雄 安江　正名 山下　紀子 山田　尚子 山田　初美 山本　　功 山本美季男 横井　祥子 
吉位　彰浩 吉川　伸一 吉川美笑子 四元　　隆 渡辺　知佳 渡邉　文夫�

 5,000円 石川　和枝 伊藤　朝子 伊藤　　薫 伊藤　雅子 井上　　浩 大宮　京子 岡　　好宏 片山　達也 
加藤あつ子 粥川　芳子 北原　利昭 鬼頭　　悟 榊原　勝義 佐々木重子 園田　敏江 高橋可菜子 
高間　滋子 竹内　裕子 戸塚　三二 富山　浩玖 野田寿々代 長谷川　代江　 林　　　徹 菱田香代子 
三厨　有花 水野　正次 水野　久幸 水原　　孝 道川　鐘煥 宮城　一夫 村上　秀子 村瀬　　匡 
安井由紀子 山岡　三恵 山田　京子 山田　典子 山田　人美 山田　実希 山田みつゑ 山田　裕司 
山本　郁男 渡辺　敏子�

この他、以下の皆様からもご厚志を賜っております。�

■ 法人  栗田商事�

■ 個人  雨宮　洋子 荒木　和夫 伊熊　竜彦 池田　悦子 井坂　悦子 石井　千鶴 石田　秀子 伊藤　克也 
井藤　卓美 稲見　康隆 上村　秀信 宇佐見俊一 大海　健司 大嶋　匡貴 大野喜久子 大野　智子 
岡田　忠之 加賀　昭久 片田　郁美 加藤　浩明 加藤　　弘 加藤　博之 加藤　正弘 加藤　麗子 
金子富美子 神谷　定子 亀井　徳彦 河合　佐知 川岸　　清 木下翔二朗　 木下多恵子 木下　ミサ 
　山はくり 小池　輝久 小嶋　　泉 近藤千佐子 近藤　時康 近藤　直美 斎藤　美江 佐藤　　稔 
杉山　多恵 鈴木　和子 鈴木　隆之 墨　　美江 　木　信雄 高橋　　昇 高橋　久吉 立松　順子 
谷口　邦行 東谷まさ子 富田　幸子 中嶋　孝枝 中西　之助 名古路泰生 服部　卓真 服部　道子 
浜田美智子 早川　真一 日比野由美 藤原富美子 古橋　典和 堀川　良子 堀添　馨子 町田　敦彦 
松本　郁代 松本　一恵 松本　和政 松本　知恵 水田　珠枝 水谷　景子 水谷　貞子 水谷由紀子 
水谷　吉弘 宮　　浩二 宮田　敏弘 森　　　力 柳沢　新治 山口　哲也 山田　麗子 山本　　寔 
横倉　銘子 吉田　周史 吉田　日人 和座　一清　 渡辺　信宏 渡邊　正行 渡部圭一朗�

この他、匿名希望の方115名�

養｜成｜事｜業�

実践発表�

福祉を肌で感じる遊びを実践しました�
永坂佑太郎�人間生活科学部 幼児保育学科4年�
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