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新型コロナウイルスの感染拡大により、多数

の大学がオンライン授業を主体としているなか、

本学は 6月 から対面授業を再開しました。体温

測定カメラシステムを導入 し、健康管理表によ

る健康状態の確認、手洗い、消毒、マスクの徹

底など新 しい生 ,こ様式の定着を図りました。ま

た、一部の授業をオンラインで行うことによつ

田
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て分散登校を可能にし、 1ク ラスを半分の人数

にし、厳格な感染防止対策を実施することによ

り、実験 。実習の授業も行うことができました(

後期からはほぼすべての科目で対面授業を実施

し、「withコ ロナJの時代にあっても本学が掲

げる「Student Fi「 stJの精神に基づいた学習

活動と学生生活の充実を図つています。
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翠

1  週口I「

隔

早_」 1撃 1

藝

Showa Gakuin lunior College Board vol.47 fi)

唾》昭和学院短期大学報

https : //www. showagakuin . ac .jp I

「

2021像 3り .3.lθ

因日□目第47号

桜 のこえ
gle'Uo{be, gf 6herW? @/ouorru,

発 行 昭和学院短期大学
〒272-0823千葉県市川市東菅野2-17-1 0ヽ47-324-7115 oD047… 322-6800

「

」

Jヽ
を

駆

ト



Showa Gakuin lunior College Board vol.q7 O)

～大学コンソーシアム市川の活動～

2018年、市川市内の5つの大学が市川市と包括

協定を結び、「大学コンソーシアム市川」として

の教育活動が始まりました。今年度は新型コロ

ナウイルスの感染防止の観点から、交流や共同

の企画はおおむね中止となりましたが、授業実

施に向けた相互の情報交換を行いました。ま

た、 5大学共通科目である「市川学」は市内の

産業界等の協力を得て、オンラインでの開講が

実現しました。「地域つながり力」の高い学生を

これからも育てていく方針です。

大学コンソーシアム市川委員長

佐藤 智広

～もこもこ・ こどもセンター～

本センターは市川市の委託を受け、学内で運営している地域子育て支援セ

ンターです。緊急事態宣言に伴い4・ 5月 は活動を止めていましたが、市か

らの要請により6月 1日 から再開しました。予約制による利用人数の制限、

1日 2回 の消毒、子どもたちが密にならない玩具の数や配置などの対策をす

る一方、楽しい場であることを心掛けています。現在、多くの保護者が外出を

自粛し人との交流が減り、その結果スト

レスをためていると感じます。こどもセ

ンターに来て職員と話すことで元気にな

るお母さんたちの姿を見て、安心して訪

れる場を提供する意義を感じています。

保育士

大石 知子
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▲オンライン就職活動

一コロナ禍における栄養士教育―

▲劇遊びの授業で ▲学内で実施したテーブルマナー

▲手作りの季節の壁面の前で

―
地域の中にある昭和学院短期大学

―

ウ
、



今年は様々な行事が中止となりましたが、真間祭は学修発

表会として無事に行うことができ、少しではありますが学生

会の役割を果たすことができました。 1年次には、先生や先  数

輩方との意見交換を通 じ学生が満足する行事を考える機会が

得られ、貴重な経験をしました。 2年次は集会の機会も減 り、

学生の意見をより多く集めさらに良い行事を、という私の描

いていた学生会活動は思うようにできませんでした。後輩た

ちに学生会とはどういう活動をするのかということを伝えら

れたかはわかりませんが、来年度の学生会がたくさんのアイ

デアを出して素晴らしい行事を行えることを願っていますc

▲こどもの遊び場づくり

◆コロナ禍での口⊂
コロナウィルスの感染拡大のた

め、今年の学生募集活動は大きく

様変わりしました。 4・ 5月 は緊

急事態宣言により外出が市1限 され、

来校できない受験生に向けて、他

大学に先駆けWebォ ープンキャ
ンパ ス を行 い ま した。 公 式
YouTubeチ ャンネルを立ち上げ、

学科専攻の学びの特徴や新入試制度について動画で情報発信しました。
また、気軽に本学の魅力を知っていただけるよう、オンライン個別相
談やLINEチ ャット相談など、新たなツールを駆使 して受験生とつな

がる機会を設けてきました。 6

月からは、飛沫防止ガー ドの利

用、消毒、換気、距離の確保な

ど感染予防対策を十分に講 じて

オープンキャンパスを行いまし

た。今後 も新たに導入したツー

ルを充実させながら取 り組んで

いきたいと思います。

ソフ トテニス部は学長

先生、佐藤先生、部長川

田先生の下、小脇監督の

ご指導により現在 2年生

1名、 1年生 6名 で日々

練習に励んでいます。今

年はコロナウイルスの影響で様々な大会が中止にな

り、なかなか練習の成果が発揮できない状況にあり

ましたが、H月 にようやく実施された関東大学リー

グでは 3部 2位 という結

果を残 し、来年度昇格の

自信 となりました。今後

も練習に精進 し来年度必

ず 2部昇格できるよう、

チームー九 とな り努力 し

てまいります。

主将 田中 遥奈

▲左から梅本栞那さん (体育祭実行委員長)

松浦 茜さん (学生会会長)

安田美来さん (真間祭実行委員長)

最後にこれまで学生会活動にご協力

し上げます。

学生会会長 松浦 茜

▲第60回真間祭ポスター

下 さった先生方に感謝 を申

(ヘルスケア栄養学科 2年 )
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▲生活クリエイション フード展示

▲▼2年生が1年生に栄養指導

▲フィンガーペインティング
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株式会社

2020年 3月卒業

榎並 功花子

囲
夏見台保育園

2018年 3月卒業

中村 早江

「365日 」という

ベーカリーのパンに使うカレーも作 ります。短大では友人と過

ごす時間や調理実習が楽しく、調理の仕事をしたいと思い、今

の職場に就職したのですが、学校の実習と飲食業界の現場は別

物でした。学校では基本的な技術を学びましたが、現場ではス

ピー ドや効率が求められます。最初はできなくて悔しい思いを

したこともありましたが、最近では早く仕上げることができた

り、任せられる仕事が増えたことに喜びを感じています。朝食

を提供するので朝は早く、忙 しい仕事ですが、働き甲斐をもっ

て毎日過ごしています。

短大卒業後、 ト

ヨタレンタリース

千葉に入社 しまし

た。入社を決めた

理由は、面接に行

った際、本社の皆

様が緊張 している

私に明るく笑顔で

挨拶 をして くださ

り、「私もここで働きたい !」 と直感したからです。入社後は、

2ヶ 月間の研修を通して社会人としてのマナーや業務内容等を

学びました。店舗配属後は接客に対する不安もありましたが、お

客様応対の練習を毎日繰 り返し、実際にお客様や電話への応対

を何度も実践するうちに自然な接遇を身につけることができ、

自信につながりました。

お客様・先輩方 。同期など、人と接することが多い仕事です。

まだまだ学ぶことはたくさんありますが、これからも短大で培

ったコミュニケーションカを武器に、笑顔を忘れず業務を行っ

ていきます。
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来

生活クリエイシヨン専攻

短大を卒業して

1年 、今私 は、

「15℃ 」というカ

フェで調理の仕事

をしています。朝

食メニュー、ハン

バーガー、サンド

ウィッチの製造、

臨

トヨタレンタリース

千葉

2019年 3月卒業

藤木 麻衣

卒業後は保育園

で5年 間勤め、も

っと幅広く子ども

を支援したいとい

う思いを抱き、現

在は障がいを持っ

ている0歳から18

歳までを対象とす

る児童発達支援・

放課後等デイサービスに従事しています。 3年前から事業所の

管理者兼児童発達支援管理責任者という立場で勤務しています。

主な仕事内容は、障がいを持っているお子さんの成長をサポー

トする療育です。年齢を問わず、障がいの特性・個性により対

応していくので、難しい仕事ではありますが、短大や保育園で

学んだ事も十分に活かすことができ、保護者の方と成長を共有

する際には、達成感とやりがいを感じられる仕事です。これか

らも知識を増やし、管理者として職員一人ひとりのスキルアッ

プと楽しさを大切にしていきたいと思います。

晰 筋 可

児童デイ
あみりあ

2010年 3月卒業

清野 兼作

た年間12回の行事食で、患者さんに季節を
しています。

現在は栄養士として、主に調理業務に従事しています。食事
の提供時間に間に合うようにしながら、一つ一つ心を込めて調
理・盛 り付けを行っています。患者さんと接する時間は少ない
ですが、配膳時に感謝の気持ちを伝えられることがあり、嬉し
く感じるとともに、より良い食事を作ろうと気が引き締まりま
す。これからも調理技術の向上と衛生管理の徹底を心がけて、
おいしく、安心安全な食事を171供 できるようにしたいと思うて
います。

臨

玄々堂君津病院

2020年 3月卒業

小山 高旦

摯JE〕筋 ■

株式会社
シュクレイ

2008年 3月卒業

お菓子メーカー

の企画開発部に所

属 しています。主

に駅や空港などの

交通機関や、駅 ビ

ル・百貨店にお菓

子ブランドを出店宮間 沙織

こども発達専攻

短期大学での生

活を振 り返ると、

本当にあっという

間で したが、その

中で多 くのことを

学ぶことが出来ま

した。学生の時は

覚えることで精一

杯でしたが、保育

園で働く中で学びが定着していきました。私は現在、 0歳児ク

ラスで担任をしています。会話が出来ない分、表情や身振 りな

どで表現する子ども達の気持ちを汲み取るのはとても難しいで

すが、様々な声掛けをしていく中でぴたりと合ったと、子ども

の表情から感じる瞬間があります。そうした時に保育士として

の働き甲斐を感じます。一方、上手く関われない時も多くあり、

異なる方法を考えたり、先輩に相談したりしながら乗り越えて
います。周囲の方に支えられながら、子ども達の成長を近くで

見ることに喜びを感じています。

・……………………………………………・・
° する会社です。仕

事内容は、既存ブランドを育てる事と、新規プランドを立ち」

げる事です。既存ブランドは昨年より今年、更に売 り上げを上

げてい く為にどうしたら良いのか、新商品を考えた り、キャン

ペーンを企画 した り、準備・実行 していきます。新規ブランド

の出店の場合は一からブランドを創 ります。他部署の方々と連

携 し、全社一丸となってプランドを立ち上げます。た くさんの

お客様が、日本中ひいては世界中から「美味しい」という意見
をSNSな どを通じて寄せてくださることが、自身の大きなやり
がいとなっています。

ヘルスケア栄養学科

私は総合診療や

腎臓病診療 を中心

とした病院で働い

ています。当院で

は朝食を洋食・和

食から選択するこ

とができ、 自家製
パンの提供にこだ

わっています。ま

味わって頂くように

活躍する同窓生



◆認定絵本士誕生 ..4 .rri
認定絵本士は2019年 にスター トした新しい資格で、本学

は第一期校の 1つです。絵本士を目指して学んできた2年

謙壕 ●●・理

生36人が、2020年 9月 24日 に認定絵

本士として認定されました。講座に

は、絵本作家・編集者など絵本に直

接携わる方々もお招きしています。

今後は、幼稚園や保育所で絵本の魅

力を子どもたちに伝え、子どもの心

を豊かにする保育者として活躍する

ことを期待します。

く認定絵本士の認定カードが届きました

◆就職活動支援 生活クリエイショ増攻
ANAの採用延期。中断から始まり、ファッション・フード

業界も勢いが例年とは異なりました。一方でそんな時代だ

からこそ、生活クリエイション専攻では、複数コースの授

業選択ができることや医療事務の資格が取れるという本専

攻の複合型の学びが本領を発揮しました。オンラインを使用

して、実社会で活躍してい

る企業の方から、働くこと

の意義のヒアリングなど接

点を増やし、学生の強み分

析や学業と希望業界との接

点を丁寧に振り返りました。

一一 生活」リエイ〕ョン専政
私は、エアラインコースで学んでいたため、はじめはエ

アライン業界にエントリーをしていました。しかし、コロ

ナの影響で採用中止になってしまい、もう一度自分がした
い仕事は何かを考え、私は短期大学で学んだことやアルバ

イトでの経験を生かした仕事がしたいと改めて気付きまし
た。それからは、幅広く、様々な企業に積極的にエントリ
ーをしました。就職活動は困難もありましたが、一つ一つ

のエントリーシー トや面接に懸命に取り組むことで、自分
自身をもう一度振 り返るきっかけになったと思います。ま
た、様々な企業を受けるなかで企業はどんなことを考えて

事業を進めているのかなども知ることができ、とても良い

経験になったと感 じています。 齊藤 菜摘

こども発達専政
私は2年間の実習を通して、保育者になりたいという思

いがよリー層強くなりました。実習で製作活動をしたり、
ビアノを弾いて歌を歌ったりと様々な経験をし、子どもの

成長を近くで見守ることができる喜びを感じました。就職

活動の際は、園見学や説明会に参加して、たくさんの先生

方の保育を見させて頂く中で、自分が目指す保育について

明確になっていきました。不安や迷いもありましたが、短

期大学の先生方や友達の支えのおかげで、無事に希望する

園から内定を頂くことができました。大学で学んだ専門的

な知識と実習での経験を活かして、子どもや保護者と信頼

関係を築き、一人ひとりに寄り添った保育をしていくこと

ができるよう努力していきます。 富内 絵美

一一一 ヘルスケフ栄養学科
私は幼少の頃から食に興味があり、食の面から生活習慣

病等の問題を改善し、健康を支えることのできる事業所給

食の栄養士を目指していました。しかし、コロナ禍で在宅

が増え、社員食堂の需要が減ってしまったため、方向転換

を余儀なくされました。その後、患者様を食事で支える病

院への就職を考えるようになり、最終的に幅広い分野で働

くことのできる給食委託会社を受験し、内定をいただきま

した。就職活動では、学内の合同企業説明会などを活用し、

企業研究を充実させて、共感できる魅力ある会社に就職す

ることができました。今後は、心と身体の健康を支え、食

の楽しさや安全性を伝えられる栄養士として活躍できるよ

う頑張りたいと思います。 田上 裕菜

」…岬… 2020年度主な就職先 ………た

生活クリエイション専攻
フアッシヨン ∽サマンサタバサジャノfン リミテッド/いジュン/いニコル/∽ナ

イスクラップ//∽ワールドストアパートナーズ/(合)PVHジ ヤバン/いストライプイ

ンターナショナル/いリーガルコーポレーション/いわものや

フード・医療事薔他 ゴディバジャバンい/タ リーズコーヒージャバン∽/グリー

ンスタンプい/K NGO弁財天/∽ニチイ学館/いリクルートスタッフイング情報サ

ービス/フジセイコー∽/∽銀座メガネ/千葉徳洲会病院

こども発達専攻
公立 東京都 Ⅱ類 (福祉)/千葉市/船橋市/柏市

私立  アイリス幼稚園/木の実幼稚園/健伸行田幼稚園/渋谷教育学園幼稚園/高
洲幼稚園/第二ますお幼稚園/両国幼稚園/夏見台幼稚園・保育園/あすなろ保育

園/親愛会/かいづか保育園/白鳩保育園/たかし保育園/ベル・ナーサ リー/ミ
ルキーウェイ/ゆ しヽま―る保育園/若葉ナースリ・スクール/佑啓会

ヘルスケア栄養学科
八千代市役所/1Alメ フォス/日清医療食品∽/栄養食帥/い東洋食品/葉隠勇進繊

/ハ ガクレフーカn/西洋フーズい/医療法人IMSグループ/∽グリーンハウス/協
: 立給食い/一富士フー ドサービスい/い LEOC/京 葉病院/玄々堂君津病院/稲毛 :
: 保育園/稲毛ひだまり保育園/1■lフ ュービック/」 A稲敷             :
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◆就職含同説明会 Nレスケア栄養学科
ヘルスケア栄養学科では初めての試みとして、2年生を

対象に学内合同企業説明会を実施しました。当初は4月 に

予定していましたが、緊急事態宣言が発令されたこともあ

り、6月 5日 に開催しました。感染症対策をしっかりした

中で、参加全企業の説明を聞き、その後、興味を持った企

業の詳細な説明を聞く形式

をとりました。限られた時

間ではあ りましたが、栄養

士の仕事や各企業の特徴を

知ることができ、就職活動

をする上で貴重な時間とな

りました。

公務員試験対策委員会では、外部から公務員試験のス

ペシャリス トを講師に迎え、 1年生に対しては年度内に

40コ マの講座を、 2年生には8月 までに18コ マの講座を

行いました。本年度は講座を開設して初めて、 1名 の学

生が栄養士職に合格しました。保育士は8名の学生が受

験し、 5名 の学生が東京都や千葉県、県内市町村、都内

23区 に合格しました。本年度の特徴は、複数の市町村等

に合格した学生が多数いたことでした。昨年度に引き続

き、本年度も高い合格率を維持できました。

:        公務員試験対策委員会委員長 松野 真 :
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卒業を間近に控え、今振 り返ると、短大で過ごした 2年 間に本

当に多 くのことを学びました。入学当初は明確な目標が無かった

私でした。しかし、日々の学校生活の中、親身になって相談に乗

ってくださる先生方のおかげで将来の目標ができました。また、

短大でのファッションショーは私の中で大きな経験となりました。

コロナ禍で作業が思うように進まなかったこともありましたが、

先生方の丁寧なご指導のもとファッションコースの学生が協力し、

無事素晴らしいショーにすることが出来ました。そして、かけが

えのない仲間と出会えたことにも感謝 しています。この他にもた

くさんの貴重な経験ができ、自分自身、成長を感じた 2年 間でし

た。この短大でのたくさんの経験はこれから社会人として必ず役

立つと思っています。学校生活で得たことを忘れずに、自立した

素敵な社会人になれるようにこれからも日々努力し成長していき

たいと思います。

生活クリエイシヨン専攻 伊藤 瑞季

短大で過ごした 2年 間で、私はとても多くのことを学びました。

入学当初は上京したばか りということもあり、友達ができるのか、

学校生活に馴染めるのか不安でいっぱいでした。しかし、そんな

不安もすぐになくなり、今では仲の良い友達もでき、楽しく学生

生活を送ることができています。 2年 間の中で最も印象に残って

いるのは実習です。毎日の日誌や指導案の作成など大変だと思う

ことも多々ありましたが、クラスのみんなの支えがあり乗 り越え

ることができました。そして一緒の目標に向かって頑張る仲間の

大切さを実感しました。

また、先生方の親身なご指導のおかげで、 2年間を通 して専門

的知識を得られただけでなく、自分のなりたい保育者像も明確に

なりました。将来はどんな活動も子どもたちと全力で楽しみ、嬉

しいことや楽 しいこと、悲しいことなど、色々な子どもの気持ち

を一緒に共感することのできる保育者になりたいと思います。こ

れからは学校で学んだことを活かし、日々成長できるよう努力し

ていきます。

こども発達専攻 藤丼 愛予

暑い日も雨の日も友達と話しながら笑って休まず通ったこの 2

年間はあっという間でした。昭和学院での栄養士の勉強の最大の

思い出は、コロナ禍での課題提出です。栄養士の免許を取得する

ためのオンライン授業や、夜中まで取 り組んだ課題提出には本当

に苦労 しました。

2年 間の中で、 1番楽しみにしていた北陸研修旅行は中止にな

ってしまいましたが、先生方のサポー トを受けながら皆で考えて

調理 した130食人分の集団調理、受け入れて下さつた保育園での

校外実習も楽しく終えることができ、さらに学びを増やし良い思

い出となりました。それも、不安な気持ちをいつも受け止め、一

人一人に親身になって相談に乗って下さつた先生方、友達、両親

のおかげで今の自分がいると感謝 しています。これからは、学校

生活で得た学びを忘れずに、素敵な栄養士になり成長していきた

いと思います。

ヘルスケア栄養学科 齊藤 香菜

文部科学省では、2020年が短期大学教育制度の創設から70周

年を迎えることを記念して、短期大学教育功労者表彰を行いまし

た。本学では、人間生活学科生活クリエイシヨン専攻の板垣昌子

教授と川田江美教授が、短期大学教育に長く従事し、その功労

が顕著であつたとして、文部科学大臣表彰を受けられました。

く
昨
年
度
の
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業
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着任(2020年4月 1日 )

准教授 藤原 明子

助教  守田 麻由子

助手  米崎 未雪

助手  大橋 麻美

幼稚園より異動(2020年 4月 1日 )

事務  松野 まみ

着任(2020年7月 1日 )

助教  小川 弓美子

本部より異動(2020年 11月 1日 )

事務  イf井 Jl人

退任(2020年3月 31日 )

教授  中川 秋美

准教授 大原 和幸

助教  山下 佳香

助教  清水 由布紀

助手  田村 恵

事務  小澤 都

退任(2021年 1月 31日 )

教授兼事務長 古山 弘志

昭和学院短期大学について

もつと群しく知りたい方は

ここからCHECK!

視・卒業 ありがどうさようなら

― 卒業生よリ
ー ―

学長先生よリ
ー

視 卒 業
ご卒業おめでとうございます。本学は令 ′

和 2年 1月 に創立70周 年を迎え、今年度は 1

新たなステップを踏み出す中、新型コロナ 1
ウイルス対応という未曽有の事態に直面 し

ました。一斉休校、初めてのオンライン授

業、そして 6月 からは感染防止策を最大限

とりながら対面授業を再開し、ようやく後期にはほぼ通常の授業

を行うことができました。多くの大学がオンライン授業を主にす

る中で、豊かな心を育むためには四季折々の景色が美しいこのキ

ャンパスで、友人や先生方と触れ合える教育こそ大切であるとの

思いがありました。本学が学内で普通に授業ができましたことは、

ひとえに学生の皆さんのご協力と先生方の適切なご指導があって

のことと、心より感謝しております。

「明敏謙譲」の建学の精神の下、生涯役立つ資格を身につけた

卒業生は職場で高 く評価され、本学は「スペシャリス トの昭和」

といわれて今日に至ってお ります。皆さんも卒業生のひとりとし

て将来を見据えながら今を大切に、日々を一生懸命生きて成長に

繋げて下さい。なお、創立70周 年記念事業である本学の全照明の

LED化 は、多 くの方々のご寄付によって実現いたしました。お

礼方々ご報告させていただきます。

学長 菅沼 恵子

昭和学院短期大学創立70周年 (学 院創立80周年)記念事業に

関しては、同窓会及び奨学会から多額のご寄付をいただき、学

内照明のLED化等を行うことができました。心より感謝申し上

げます。

昭和学院では、学校法人に対する寄付についての所得税の税

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。

妥

短期大学教育功労者表彰

短大創立70周年 (学院創立80周年)記念事業


