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「認定絵本士」
養成コース開講

「認定絵本士」とは、こどもの豊か

な読書活動を促すための専門家です。

日立青少年教育振興機構 によって

2019年 4月 から制度が開始されます。

資格を駆るには、「こどもと読書生

活」を可科目履修 し、あとの講座は

保育士証や幼稚園教諭免許の文修科

目に含まれます。それらの単位を修

得すれば、卒業 と同時に「認定絵本

士Jに記定されます。

事業後は保育所 。幼稚園などで絵

本や読書活動を推進する役目を担う

ことができる、今後注目の資格です。
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～「桜のこえJに込めた思い ～

今号から会報誌名を「桜のこえ」にりニュ

ーアルしました。大学キャンパスの傍らで

のどかに流れる真間川。春になるとその川

辺には満開の桜の花が咲き舌しれ、私たちの

目と心を楽 しませてくれます。そんな真間

川の桜に、木学の学生、そして同窓生の華

々しい活躍を託して。
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ガヽ颯― か 学科 トビックス 業 が な
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車抒避為翼薫凩抒理よ
山本徹理事長 Y「大学の社会貢献」と昭和学院短期大学
市川市政功労賞受賞

山本理事長が市川市政功労賞を受賞されました。それ

に際して、受賞の経緯や大学教育などについてお話を伺

いました。「今回の受賞は、市川市公平委員会委員長と

して、市の職員の方々の適正な人事のための仕事をして

きたことによるものです。本学は、市川市と包括連携協

定を締結し、これに基づき市勢発展のための諸活動を行

左から、村越市長、山本理事長と奥様、

竹内市議会議員 (昭和学院監事)

なっています。本

学が、高等教育研

究機関として、さ

らにその存在感を

高められるよう期

待しております。」

と語っています。

本学では市川市の審議会や委員会、あるいは市民を対象にした講演会や公開講座等

を開催しています。市川市教育委員会と連携協定を結んだうえで、シビックロータリ

ークラブと共催してきた「市川市小学生朝食選手権Jは今回で8回 を数えます。子育

て支援事業である「もこもこ・こどもセンター」の活動もすっかり地域に定着し、聴

講生制度を利用して医療事務の資格を取得された方もおられます。2019年 度の公開講

座では、恒例となった「文学でめぐる鎌倉Jに 加え、「フランスの食卓芸術めぐる

旅Jを 開講します。

2018年 度からは社会貢献という枠組みをさらに強化する2つの試み 《市川市との包

括連携協定締結》と 《大学コンソーシアム市川への参加》を行いました。前者では、

これまでの子育て・栄養・防災などの11川 市との連携をさらに拡大し、すこやか検診

時の栄養調査を実施しました。後者は、市川市にある5つの大学により「大学コンソ

ーシアム市川」を新たに立ち上げ、大学関連携を越えて市川市と市川商工会議所との

産官学連携を図ったものです。本学は豊かな社会を形成する活力につながる社会貢献

をこれからも積極的に進めます。

事務長 古山 弘恵



入学後、初めての行事として山梨県にフレッシュマンセミナーに

行きました。まず、 1日 目には山梨県立美術館へ行き、絵画や彫刻

など作品それぞれのすばらしさを目で感じることができました。全

体研修では昭和学院の学生としての心構えについて講義を受けたあ

と、学科研修で栄養士に必要なグラム感覚を養う「グラム当てクイ

ズ」「食材当てクイズ」をグループ対抗で行いました。ゲームでは

それまで話をしたことがなかった人とも自然と会話が弾み、とても

楽しくできました。2日 日はヤクル トエ場見学を通して、特に衛生

面の大切さを学びました。ま

だ短大に慣れずに緊張や不安

でいっぱいの時期でしたが、

この行事は短大生活を充実さ

せるきっかけになりました。

ヘルスケア栄養学科

赤岩 紗奈

ξ∫異 lifゲJξ『i     こども発達専攻

私にとって、台湾研修旅行は今までに経験 したことのない様々な

文化に触れることができる貴重な経験となりました。現地の幼稚園

との交流では、日本では見られない保育や取 り組みなどを実際日に

し、驚きと同時に興味を抱きましたのまた、子ども達との交流では

言語の違いから戸惑いもありましたが、楽しいという気持ちを一緒

に共イ∫することが大切であると改めて学びました。

龍山寺や中正紀念堂の見学では、建造物や現地の人々の様子に触

れ、台湾の歴史と伝統的な文化を知ることができました。

今回の研修旅行で実

際に学んだことや感じ

たことを忘れずに、こ

れから先の自分自身の

生活や、保育の現場に

生かしていきたいと思

います。

柴山 亜美

生活クリエイション専攻一東京ガールズコレクションー

ファッションコースの授業としてTGCを見学しました。今年はオープ

ンキャンパスで応募してくれ

た高校生も一緒に参加しまし

た。ステージの演出、モデル

の歩き方や着こなしは、真間

祭のファッショ

ンショーに向け

てとても勉強に

なりました。

生活クリエイション専攻

台湾研修旅行は、私にとって初めての海外だったため、全ての出

来事が新鮮でした。特に台湾の食べ物は初めて見るものも多く、街

を歩くと匂いの強い漢方薬や頭が付いたままの鶏が並んでいて、見

るたびに衝撃を受けました。伝統的な台湾の朝食を買いに行ったり、

小籠包やパイナップルケーキを作って出来立てを食べたのも貴重な

体験でした。一番印象に残っているのは、九分の散策です。九分は

石段や細い路地、赤い提灯等が印象的な歴史ある雰囲気を醸し出す

街で、屋台では有名な臭豆腐や茶葉やスイーツがたくさん売られて

いました。また、本場の豚の

角煮や麻婆豆腐を食べ、日本

との味の違いを知ることがで

きました。日本と台湾、様々

な文化の違いを体験すること

ができた研修旅行でした。

ヨ
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宮本 菜月

ヘルスケア栄養学科

社ヽ会がキヤ ノIスだ!′

ヘルスケア栄養学科は、北陸へ二泊三日の研修旅行にいきました,

和菓子作 りやお箸の塗体験などを通して、日本文化の素晴らしさを

改めて実感することができました。

兼六園では、豊かな自然を目で見て楽しみ、その後の食事では治

部煮など伝統的な料理をいただきました。また、宿泊先の加賀屋で

は、一人一人に合う浴衣を用意していただいたり、笑顔で心のこも

った接客をしていただき、“日本一のおもてなし"に とても感動し

ました。ふぐの唐揚げや金沢の郷土料理などの懐石料理もとてもお

いしかったです。

この研修では、食に関する

ことだけでなく
‖
おもてなし

の心
‖
についても学ぶことが

できました。この経験をこれ

からの社会人生活に活かして

いきたいと思います。

近野 未奈美

こども発運専攻 ―コンサート企画で子どもとの触れ含い一

2年次「音楽表現法」の授業にて、実践的な学びの

集大成として併設幼稚園やもこもこ・こどもセンター

での学生手作 りの

コンサー トを行い

ました。実際の保

育環境で子どもと

ともに音遊びを楽

しむことで、音楽

の大切さを改めて

学ぶことができま

した。

ヘルスケア栄養学科

一テープルマナー研修一

社会人スキルを身につけるため、「ヘル

スケア栄養学特別演習 I・ Ⅱ」を設けて

います。 1年次に和食のテープルマナー、

2年次には洋食のテーブルマナー、ビジ

ネスマナー研修を実施しています。

■
■
■
口
蒻
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P学生会活動を振り返って
～体育祭・真間祭～

体育祭実行委員長 :西片郁夏 (ヘルスケア栄養学科2年)

体育祭は学生会の皆で競技、ルール、賞品など一から決めました。全

学生をまとめ、時程通りに進めていくのはとても大変でしたが、楽しそ

うに笑顔で競技に取り組む姿、声をかけあいながら真剣に取り組む姿を

見て、当日まで頑張ってきて良かったと思いました。進行させていくこ

との難しさや周囲のサポートのありがたさなどを知ることができました。

真間祭実行委員長 :工藤梨乃 (こ ども発達専攻2年)

今年度の真間祭のテーマは「時」でした。生活クリエイションのファ

ッションショーやフード販売、こども発達のシアターや縁日、ヘルスケ

ア栄養学科のお弁当コンテスト、さらには各サークルの出し物等、それ

ぞれの特性を生かした活気ある二日間となりました。裏方の支えの大切

さを知り、運営の先頭に立つ経験はとても貴重でした。4月 からは保育

, 00“摯●ヽ

学生スヨッコが大活躍
オープンキャンパスでは、学生スタッフが大活躍をしています。

フリー トークやキャンパスツアーの案内など、本学の「顔」として

欠かせない存在です。「先輩方が気

さくで、キャンパスツアーが楽し

かったです」「不安に思っていた授

業に関して丁寧な説明をしてくだ

さって安心 しました」など、在学

生目線での学びや学生生活の話は

来校者の方々にも大好評です。

2θ 19 fH31り .3.lθ

士として働きますが、今後の行

事運営などに大いに活かせる経

験ができました。皆さんご協力

ありがとうございました。

学生会会長 :椎名彩圭

(こ ども発達専攻2年 )

「もっと良くしたい、自分た

ちで何かやってみたい」と考え

会長に立候補しました。体育祭では種目の企画やプログラム作成、真間

祭では学生会の出店や後夜祭の企画など、計画通りにいかないことや授

業との両立に苦労することも多々ありました。そんな中で学生の皆さん

が楽しんでいる姿や一生懸命になっている姿を見て、学生会としてやり

がいを感じました。今を良くしていくにはどうしたらいいのかと考えて

臨機応変に行動する力が身についたと思います。学生会活動を温かく見

守り協力してくださった先生方、そして学生の皆さん、本当にありがと

うございました。昭和学院がさらに活気に溢れ、発展していくことを′い

より願っています。
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▲かるたコンテスト

舅顧到鱗護藪耐眩己部リーグに昇格 :

ソフトテニス部は、部長の川田先

生はじめ多くの方々の指導のもと、

日々の練習に励んでいます。今年は

関東学生春季リーグでは三部二位、

秋季リーグでは二部一位で入れ替え

戦となり、二部昇格という成績を収

めました。選手は活動を通して多く

の課題を見つけ、練習でどのように修正 していくかを考えながら

日々取 り組んでいます。現在は少人数での練習となり、思うような

練習ができない中ではありますが、四年制大学に勝つために日々精

進しています。最後に奨学会の皆様や先生方はじめ多くの方にご支

主将 渡部 愛実

2018年度の主な戦績

関東学生リーグ(春季)

◆三部二位

関東学生リーグ(秋季)

◆三部一位

◆二部昇格

」ラゴ活動

ウェJbカムスイーツでおもてなし
生活クリエイシヨン専攻ではオープンキャ

ンパスでウエルカムスイーツを提供しました。

フードコーデイネーターを目指す学生が企画、

制作したマカロンやフイナンシェ。味やフレ

ーバーだけでなく見た目の可愛さにもこだわ

り、ラツピングも工夫しました。「おいしそ

う !可愛い !」 の言葉が励みになり、お菓子

で人を幸せにするという夢に一歩近づいた気

がしました。

援頂き深く感謝申し上げます。
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就職活動報告 ～夢に向かつて～

生活クリエイション専攻 浅海 遥

私はアパレル業界に興味があり、短大で学んだ知識を活かしたい

と考え、アパレル業界への就職を希望しました。面接では緊張して

言葉に詰まってしまったり、自分をうまくアピールできないことが

ありました。また、友人の内定報告を聞くたびに焦りや不安を感じ

ましたが、回数を重ねるうちに自分の考えをしっかり伝えられ、笑

顔で面接を楽しめるようになりました。面接を通して相手に言葉を

伝える大切さを学ぶことができ、よい経験になりました。うまくい

かずに落ち込んでいたときに支えてくれた家族、友だち、エントリ

ーシー ト等親身になって一緒に考えてくださった先生方への感謝の

心を忘れず、卒業後も成長し続けられるように努力してまいります。

こども発達専攻 伊藤 はるか

私は、大学での勉強の中で、人格形成の基盤でもある0歳児から

2歳児までの乳児の発達や育ちがとても大切であることを知りまし

た。また、実習では、乳児にかかわる中で一人ひとりの成長を近く

で感じ、手助けをすることにとてもやりがいのある仕事だと感じま

した。その貴重な成長の時期の子どもたちに関わりたいと思い、保

育園へ就職したい気持ちが強くなりました。いくつか見学をさせて

いただいたどの国も、雰囲気がとても暖かく、子ども一人ひとりの

育ちを大切にする保育方針に惹かれました。内定をいただいたから

には自分の仕事に責任を持ち、臨機応変に対応しながら、子どもに

とって安心できる保育士になれるよう日々努力していきます。

ヘルスケア栄養学科 土屋 佳那

私は中学生になる少し前に入院をしていました。入院生活では毎

日の食事が楽しみだったので、私も食事を通して人を笑顔にしたい

と思うようになりました。そして昭和学院短期大学で栄養士を目指

すことにしました。就職活動は校内の求人票やマイナビを参考に企

業研究をして、気になった企業には積極的に足を運びました。その

中で医療・福祉給食やアスリー トの食事など、幅広 く力を入れてい

る委託会社を受験しました。就職前の準備は先輩の受験報告書を参

考にしたり、先生方からご指導やご助言を頂いたりしました。無事

に内定を頂けたときはとても嬉しかったです。4月 からは食事を通

して人を笑顔にできる栄養士になれるように日々精進していきます。

: フアッション いアダストリア/∽アーバンリサーチ/∽シティーヒル

: ∽リーガルコーポレーション/∽エス・グルーヴ/∽オンワード樫山
∽サン正一・ビーディー/∽ジュン/∽ストライプインターナショナル

いジャヴァコーポレーション/③キャン

その他 ゴディバジャパン輸/∽シュクレイ/千葉日産自動車∽
い食研/∽ トヨタレンタリース千葉/日本通信サービス

こども発達専攻
公立 船橋市/鎌ヶ谷市/柏市/文京区/葛飾区/渋谷区社会福祉事業団

私立 自然幼稚園/海神幼稚園/大浜幼稚園/高塚幼稚園/慈光幼稚園
まどか幼稚園/と きわ保育園/さ くらあけぼの保育園/シーガル保育園
けやきの森保育園/あまねの森保育園/八景台保育園/咲さく良保育園
かいづか保育園/新木戸保育園/稲毛ひだまり保育園/に じのき保育園
グレース北小金保育園/開拓 (児童発達支援施設)/桐友学園 (同左)他

ヘルスケア栄養学科
富士産業∽/0東洋食品/日清医療食品い/エームサービスジャパン∽
∽メフォス/∽LEOC/∽ レパスト/シダックス∽/徳洲会グループ
いエム・ティ・フード/京葉病院/干潟町中央保育園/美 しが丘保育園
さくら保育園/原木保育園/はな保育園/金町保育園/塩浜保育園
東進グローバリーキッズ/千葉県警/ソウルドアウト∽

・●̈ ●●●●̈ "̈¨¨¨¨¨●●
"0●

●̈ ¨¨¨¨¨¨ ●̈●̈ ¨・̈ 充実 した日々を過ごし

ています。在学中に学んだ食品学実験や台湾研修旅行での体験は、教科書だ

けでない実践する学びと知識を与えてくれました。また、一人ひとり丁寧に

親身に指導してくださった短大時代の先生方の姿勢は、私自身の軸となって

います。教育改革といわれる昨今、家庭環境の多様化もさらに進化しますが、

研修を積み重ね「心」のある教育をしていきたいです。

囲
昭和学院中学校
高等学校
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小高 大輝

日の自分の仕事に大きく活かされています。児童養

いつかは子どもたち

の教育に関わりたいと、

社会人入学をし、中学

校教諭の免許を取得 し

ました。現在は昭和学

院中学校 。高等学校に

勤務し、教科指導 。生

徒指導・部活動指導と

現在私は、千葉市内

の児童養護施設にて勤

務しています。就職し

てからの 4年間は、あ

っという間に過ぎ、学

1生時代の楽しい思い出

|が蘇 ります。短大で学

|ん だ子どもへのかかわ

り方、遊びなどが、毎

護施設では、様々な理由

から家庭で生活が困難な子ども、幼児から高校生が生活しており、年齢の幅

も広いです。仕事内容は、生活の手助けや、子どもたちと一緒に行事に参加

したりなど、子ども一人ひとりとかかわりながら共感したり、一緒に乗り越

えたりと子どもたちから数多くのことを日 学々ばせてもらっています。時に

は、失敗することも多々ありますが、職場の先輩方から沢山のご指導を頂き、

これからも子どもたちと楽しくかかわっていきたいと思います。

‖‖
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指導では、患者さんとの会話を通して普段の生活や食の嗜好を把握しながら、

実行しやすい指導を心がけています。病気の予防や治療に携わるためには

様々な知識が必要とされ勉強の毎日ですが、自分の提案や指導で患者さんの

栄養状態や食生活が改善された時はやりがいを感じます。これからも栄養面

から治療のサポー トに携わっていきたいと思います。ぎШ……… 2018年度主な就職先 ……田,2

:生活クリエイション専攻             Ξ

2017年 度から公務員試験

合格教養講座を開催してい

ます。本年度は 1年生を対

象に年間20講座、 2年生を

対象に4回の模試とその解

説講義を企画しました。本

年度からはヘルスケア栄養

学科の学生も積極的に参加

しています。講座の成果は

徐々に出ており、本年度の保育士職については、n名の学生が受験 し、

10名 (合格率91%)が県内の市町村や都内の区に合格しました。

公務員試験対策委員会委員長 松野 真

「論文・面接対策など、一人ではできなかった実践
的な指導のおかげで合格することができました。」
「講座を通して目標に向けてコツコツ努力することの

大切さを学びました。それは働く上でも大変役に立っています。」(と

もに都内勤務)「福利厚生が充実し働きやすい職場環境のため、保育士
として長く働き社会貢献したいと思っています」(県内勤務)

2016+ 2017+ 2018+
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公務員試験対策
本学の就職支援

公務員等夕試験 合格者事の推移
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この 2年間はあっという間に感じました。最初は漠然と感じてい

た大人になるということを、就職活動などを通して、真剣に考える

ようになりました。ファッションコースでは大半の学生がアパレル

関係へ就職するので、そのために必要な知識や感性を学びました。

短大では自分自身で考え物事を進めていくことが多くなり、責任感

が身についたと思います。一番の思い出はファッションショーです。

1年生の時は先輩についていくのに必死でしたが、 2年生になると

今度は私たちが後輩を引っ張る番です。友人と意見がぶつかったり、

時に先生に怒られながらも、毎日かけがえのない時間を過ごし、最

後には悔いなく涙を流すほどの達成感が得られました。

この気持ちを忘れることなく、今まで関わつてくださった全ての

方への感謝の気持ちと努力すれば何事にも代え難い気持ちを手に入

れられるということを′いに留め、社会人として日々成長していきた

いと思います。

生活クリエイション専攻 神田 未那美

短期大学での生活を振 り返ると、楽しく充実した日々を過ごすこ

とができたと感じています。真間祭や体育祭、台湾研修旅行等の行

事から学ぶことも多く、保育に役立つ貴重な経験となり、忘れられ

ない思い出を作ることができました。幼稚園や保育施設での実習は、

先生方に支えていただいたお陰で不安な気持ちは消え、自信を持っ

て笑顔で乗り越えることができました。 2年間の学びの中で、保育

者になるための知識や技能を身に付けるだけではなく、人としても

成長することができたと実感しています。親身になって相談に乗っ

て下さった先生方や、切磋琢磨して励まし合いながら一緒に頑張っ

てきた友人達、献身的に応援してくれた家族への感謝の気持ちを忘

れず、日々精進していきたいです。今までの学びを糧にして、失敗

を恐れず何事にも挑戦する気持ちを大切にし、子どもと共に成長し

ていけるような保育者になりたいと思います。

こども発達専攻 田中 詩栞

短大に入学してから卒業まで、あっという間の 2年間だったよう

に感じます。短大の授業では栄養士としてだけでなく普段の生活に

生かせる多くのことを学びました。特にテープルマナー講習や研修

旅行、校外実習では普段の授業では学びきれない実践的なことや、

社会人としてのマナーなども学ぶことができました。

実習やレポー ト課題などで忙 しく、自分は本当に栄養士になれる

のかなど悩むことも多い毎日でしたが、一緒に励まし合いながら頑

張ってきた友人たち、いつも相談にのっていただきサポートしてくだ

さった先生方、応援してくれた家族のお陰で学ぶことの多い充実し

た 2年間を過ごすことができました。本当にありがとうございます。

これから栄養士として働いていく過程では、悩むこともあると思

いますが、昭和学院短期大学で学んだことを思い出し、日々成長し

ていけるように努力していきたいと思います。

ヘルスケア栄養学科 丼原 佳穂

視書卒業 ありがこう さようなら

卒業生より 踏もめ氏D学 長先生より0鰈づJ留

活力 をもつて未来 を拓 き、

英知 をもつて社会に生きる

ご卒業おめでとうございます。本学での学

びと先生や友人との絆を糧に「今」を着実に

歩み、未来を拓いて下さい。この 2年間を振

り返って皆さんは「先生との距離が近く、楽

しく学べた」「資格が取得できた」「念願の就職ができた」ことを本

学で学んで良かったこととして多くの人があげています。

10月 に文部科学省の調査がありましたが、委員の先生方から学生

を大変褒めていただきました。また、先生方の面倒見の良さと教育

に対する姿勢に感心しておられました。学生第一主義を掲げ、一人

ひとりの学生を大切に、きめ細かな指導を行っている本学としまし

ては大変嬉しく思っております。

生活クリエイション専攻では衣料管理士やフー ドコーディネータ

ー、中学校教諭に加えて医療事務やプライダルの資格も加わり、

ANAエ アラインスクールとの連携の下、新たな授業も始まりまし

た。こども発達専攻ではほぼ全員が保育士と幼稚園教諭の両方の資

格を取得して、保育者として社会に巣立ちます。また、公務員対策

講座とeラ ーニングが功を奏して公務員試験受験者の90%が合格を

しました。さらに、ヘルスケア栄養学科は栄養士としての就職率が

他大学に比べて極めて高く80～ 90%に も達しています。長い伝統の

下に卒業生が築いた業界との繋がりがあっての成果です。そのひと

りとなる皆さんも後輩のために是非頑張って下さい。

本学は卒業生の短期大学でもあります。フォローアップ講座や管

理栄養士対策講座、各種公開講座等ご利用下さい。そして真間祭に

はぜひ来て下さい。お待ちしています。

昭和学院では、学校法人に対する

寄付について所得税の税額控除等の

優遇制度が導入されたことに伴い、

教育の一層の質的向上を目的に「昭

和学院教育振興基金」として募集の

ご案内をしております。

事務長 古山 弘志

着任 (2018年4月 1日 )

助教 山下 佳香

助手 白鳥 智子

助手 平田 香澄

退任 (2018年3月 31日 )

准教授 中村 光絵

助手  北村 真衣

助手  恒岡 奈都表 轟≫
ヘルスケア栄養学科の渡邊隆子教授が栄養士養成功労者として千

葉県栄養改善関係功労者知事表彰を受賞されました。

人間生活学科生活クリエイション専攻の佐々木由美子准教授が千

葉県私学教育振興財団から私学教育功労者として表彰されました。
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昭和学院短期大学について

もつと詳しく知りたい方は

ここからCHECK!
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