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この広い宇宙の中で…
　4 月 19 日、20 日と蒲郡市西浦温泉で開かれた「夢ゼミ」に参加し

ました。大運動会、砂の造形コンテスト、新入生歓迎会、そして翌日

は増田喜昭さんの講演「子供のしあわせと読書」など充実した内容で

楽しい時を過ごすことができました。特に砂の造形コンテストは、そ

れぞれのチームが工夫を凝らし魅力あふれる作品が海岸の砂浜にいっ

ぱいになり壮観でした。翌日の朝 5 時 15 分ごろ、ホテル 8 階の部屋から日の出を見ることができましたが、砂の造

形がならんでいた海岸は、満ち潮にあらわれ跡形もなくなりすっかり元の砂浜になっていました。この宇宙にあって

大きな自然の営みを感じることができた朝でした。
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専攻科　介護福祉専攻１年

稲葉　詩歩

　今年の専攻科介護福祉専攻は 10 人とも元 D 組とい

うことで、アットホームな雰囲気の中、充実した毎日

を過ごしています。授業は机を向かい合わせて行うた

め討論がしやすいです。仲間の顔を見ながら発言でき

るため、安心感があり苦手意識をなくすことができま

す。新しく学ぶことが多い中、保育と結びつくことも

あるため、毎日興味を持って学びを深めています。こ

の1年、10人で勉強にも行事にも本気で取り組みます。

保育科１年生

� 中山　実莉

　柳城に入学して２か月が経ち、大学生活

にも馴染んできました。

　４月に行われた夢ゼミでは「楽しい大運

動会」や「砂の造形」を通して先輩方と関

わり学生生活のことなど多くのことを学び

学生会会長　保育科 2年

鬼頭　清華

　1 年生のみなさん、ご入学おめでとうござ

います。

　4 月に行われた学外合同ゼミナールは楽し

めましたか？大運動会、砂の造形では各ゼミ

で団結し仲を深められ、充実した時間を過ご

ました。

　授業では、座学だけでなくピアノや手遊びなど子どもたちの前

でできる実践的な授業などもあり、毎日がとても楽しいです。

　２年間という限られた中で多くを学び、将来は素敵な保育者に

なれるよう日々努力をしていきたいです。

専攻科　保育専攻 1年

岩付　有美子

すことができたのではないでしょうか。学生会では新入生歓迎会を

企画し、各クラス素晴らしい発表ができたと思います。多くの学生

から楽しかったと報告を受け、学生会一同、とても嬉しく思います。

　2年間という短い間ですが、仲間と協力し、楽しい学生生活を送っ

てください。

　私たちは、専攻科保育専攻の 1年生です。個性豊か

なメンバーは感性の散布度が高めでホットな人財が集

まっています。15 人という恵まれた人数によって授

業内での意見の分かち合いは日を増す毎に活発になっ

ています。授業では本科より一層深い学びを意識し、

附属幼稚園の実習や、キッズルームでの「あかちゃん

クラブ」の企画を通して、実践力を身につけることも

できます。二年後の自分の姿を常に想像し限られた時

間を仲間たちと共に大切に過ごします！

　みなさんは、この広い宇宙の中で神様によってかけがえのない命を与えられ、そしてかけがえのない命をあずかる仕事にたずさわることに

なります。みなさん一人ひとりが与えられた命を大切にし、それぞれの人生を切り開き夢をつかんでください。
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学外合同ゼミナール 2018.4.19 ～ 20
in 西浦温泉夢ゼミ

やどかり
 香川　奈穂、日髙　美裕

　今年で最後となる専攻科介護福祉専

かわいいスヌーピー
 黒岩　千瑳

　今回で 2 年生は最後の夢ゼミとなりました。1 年生に

とっては初めて行事で楽しい思い出が作れたと思いま

す。砂の造形は 1・2 年生どちらも初めてで、何もわか

らないところからのスタートだったのでうまくできるか

不安でしたが、全員が役割分担して動くことができ、3 位をとることができました。討論

会では、1・2年生関係なく意見を出し合い、とても濃い話し合いができました。

攻。わたし達にとっても最後の夢ゼミで、記憶にも記録

にも残る思い出を作ろうと精一杯取り組みました。

　砂の造形では、「やどかり」をテーマに優勝を目指し

トトロとメイちゃん
 山本ほのか

　私たち内山ゼミは 1・2 年生ともに協力し合い、運動

会から討論会まで、団結力を深めることのできた夢ゼミ

となりました。

　特に砂の造形では、お互いに意見を出し合いながら作

業を進めていき、自分たちが評価しても十分に満足のいく作品に仕上がりました。衣装が

「となりのトトロ」のメイちゃんだったため、完成に近づくにつれ作品への愛着も湧き、

とても楽しくゼミ内で交流を深めることができました。

　最高の思い出をありがとう内山ゼミ！！

女の子のお家
 髙瀬　陽菜

　大運動会では、1・2 年生と片山先生も一緒に大縄に

参加していただきました。大きな声で跳んだ回数を数え

てゼミ全体が一丸となって楽しむことができました！

また砂の造形は何度も砂が崩れて苦戦しましたが、最後

まで諦めずにどうしたら高さのあるものが作れるのかみんなで意見を出し合いました。最

終的に形もできて満足のいく作品ができて良かったです。この二日間で 1・2 年生の仲が

深まり最高の思い出を作ることができました！

オリンピック・柳城120th
 小野　里紗

　私たち菊地ゼミは、計画性がなく、いきあたりばった

りの夢ゼミでしたが、2 年生を中心に 1 年生と協力して

大運動会も砂の造形も行うことができました。砂の造形

では潮が満ちてきてしまい作品よりも防波堤を作るのに

一生懸命になったりと思い出に残る夢ゼミとなりました。夢ゼミに来られなかった菊地先

生の分まで楽しむことができました。そして今回の夢ゼミを通して菊地ゼミの絆が深まっ

たと思います。

人魚（マーメイド）
 棚瀬　あみ

　今回の夢ゼミで、一年生とたくさん話す機会があり、

交流を深めていくことができました。そして、砂の造形

ではみんなで力を合わせた結果、優秀賞を勝ちとること

ができました。討論会では、講演会の話をきっかけに実

習での経験談などを話して、1・2年生で意見交換をしていくことで会話が弾みました。

　この夢ゼミをきっかけに、これからもっと一年生とコミュニケーションをとり、会話が

たえない楽しいゼミにしていきたいと思います。

巨大タコ
 武田となみ

　今回の夢ゼミを通して、みんなで作り上げる楽しさや

大切さを感じることができました。おそろいの衣装を着

て行った大運動会では、応援したり励まし合ったりして、

みんなで楽しむことができたと思います。砂の造形では、

想像以上にタコの頭を積み上げることが難しく悩みました。どうすれば良いかみんなで意

見を出し合い、1・2年生協力して題名通り大きく作り上げました。その結果、3位をいた

だくことができ、素敵な思い出となりました。

口を開けるカバ
 板橋　美佳

　私たち榎戸ゼミは、今年度から結成され、なんと運動

会では 3位がとれてとても良いスタートができたのでは

ないかと思います。

　砂の造形ではなかなか口を開けているのを表現するこ

とができず苦戦しましたがみんなで協力をして無事完成することができました。

　夢ゼミを通して同学年の仲も深まり、他学年でも討論会で実習の話をしたりと交流する

ことができました。

　楽しい思い出をありがとう！

亀の産卵
 吉井未沙稀

　私たちのゼミは「仲良く楽しく協力し合う」というこ

とを目標にして、運動会や砂の造形に取り組みました。

チーム分けや役割を 1・2 年生混合で行い、関わりやす

い環境にすることでみんなで仲良く楽しく協力し合うこ

とができました。運動会で賞は取れませんでしたが、砂の造形は 5位という結果を残すこ

とができました。これはみんなで協力し合ったからだと思うので、ゼミのみんなに感謝し

ています。ありがとう！

勝間田ゼミ最高！１年間よろしくね！

成長
 竹内　潤也

　私たち菊池ゼミは、夢ゼミ前から 1・2 年生の交流を

深め、ゼミ全体で楽しむことを目標にしていました。当

日は、運動会と砂の造形共にゼミ全体が一つとなって全

力で楽しむことができました。特に砂の造形では、入賞

は出来なかったけれど完成させるために全員で協力した時間や完成した喜びを全員で共有

した時間、それら全てが菊池ゼミにとって本当にかけがえのないものとなりました。夢ゼ

ミを通して深まった仲をこれからさらに深めていきたいです！

専攻科
介護福祉
専 攻

て力を合わせました。やどかりは、家であるひとつの貝（介）の中で 10 本の脚を持ち、

暮らす生き物です。わたし達も 10 人全員が一丸となり介護の勉強に怒めるという思いで、

テーマを決めました。結果、最優秀を取ることができ、大切な思い出となりました。

荻 原
ゼミ

松 下
ゼミ

高 瀬
ゼミ

内 山
ゼミ

榎 戸
ゼミ

勝間田
ゼミ

片 山
ゼミ

菊 地
ゼミ

菊 池
ゼミ

最優秀
賞

優秀
賞

3位 3位
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シバタ号
 市原由唯奈

も止まることなく223回跳ぶことができ総合2位になることができました。砂の造形では、

みんなで役割を決めたり、アイディアを出し合いながら一つの作品を作り上げることがで

きました。これからさらに柴田ゼミの仲を深めていきたいです。

　柴田ゼミでの活動は今回の夢ゼミが初めての活動でし

たが大運動会や砂の造形など一丸となって行うことがで

きました。大運動会では、大縄で本番前に 1回だけしか

練習することができませんでしたが、本番は 3分間 1回

アイラブゼミ長
 河村　知香

　今回の学外合同ゼミナールの中で行った砂の造形では、

一つの物をみんなで協力しつくり上げることでチームワー

クを生むことができました。2年生になり、後輩ができた

ことにより責任感を持って取り組むことができました。

　また、他のグループに負けないようみんなで試行錯誤を繰り返し、私たちにしか作り上

げることの出来ない作品を完成させることができました。賞はとることができませんでし

たが、私たちの心の中では最優秀賞です。

未
み
完
かん

 酒井　海菜

　私たち長谷中ゼミは、ノリノリで楽しくという長谷中

先生の教えの元、運動会や砂の造形に取り組みました。

今年は夢ゼミ前に 1・2 年生が交流する機会が少なかっ

たため、不安でしたが、全員が全力で競技や造形に取り

組む中で絆を深めることができました。残念ながら入賞することはできませんでしが、最

高の思い出を作ることができました。これからもノリノリで楽しく仲の良いゼミにしてい

きたいです。

バロック調のピアノ
 久田真祐加

　今回、2 年生は思い出に残る夢ゼミとなり、1 年生は

初めての行事でとても楽しい思い出が作れたと思いま

す。砂の造形では、優勝はできませんでしたが、2 年生

を始めとして 1年生そして扶瀬先生の協力のもと、自分

達が納得のいく造形が作れました。砂の造形やこの夢ゼミを通して、1・2 年生の仲も深

まり、そして楽しむ事ができました。

ケーーーキ
 谷川　　香

　私たちのゼミは、ダイナミックさを表現するため 3段

ケーキを作りました。想像以上にケーキの段差をつける

作業が難しく苦戦しましたが、貝殻や海藻を使ってケーキ

のクリームを表現し華やかに仕上げることができました。

　夢ゼミ全体を振り返ると、特に運動会の長縄が強く印象に残っています。1・2 年生全

員が全力で取り組み、2 年生中心に声を掛け合いながら連続で 133 回跳ぶことができまし

た。山本ゼミでの最高の思い出ができました。

イルカ
 成田　七海

　一年生は初めての夢ゼミ、二年生は最後となる夢ゼミ

をどの時間も全力で楽しむことができました。砂の造形

では、入賞を目指しながら制作にあたりましたが、惜し

くも入賞はできませんでした。しかし、暑い中でも誰一

人体調不良にならずに取り組めたこと、実際に作っていく中で時間と相談しながら臨機応

変に行動できたこと、そして納得いくものを創り上げることができ、充実した時間となり

ました。夢ゼミでの学びを学校生活に生かしていきたいと思います。

ペンギンのいる生活
 林　　里音

　1・2 年生ともに最初は緊張していました。しかし、

大運動会が始まるとすぐにうちとけることができまし

た。大縄跳びでは、かけ声を掛け続け中には「ファイト」、

「がんばろ」と励ましの言葉もありました。上位に入る

ことはできませんでしたが達成感や仲が深まりました。砂の造形では、学年関係なく作品

を良くするために案を出し、会話を楽しみながら創り上げることができました。これから

もっと野田ゼミを盛り上げていこうと思います！！

お城
 川浦　好美

　私たち鬢櫛ゼミは、プリンセスをテーマに衣装を作成

し、私たちが住めるお城を砂の造形で作りました。1・2

年生も意見を言いながら楽しく仲を深めることが出来ま

した。鬢櫛先生が不在でしたが 16 人全員で力を合わせ

て作品を作り上げることができました。

　運動会では、大縄跳びで全員で声を掛け、息を合わせながら頑張りました。ボール送り

ではいかに早く送ることが出来るように、渡し方をみんなで考え取り組みました。最高の

思い出が出来ました。

ちいさいおうち
 氏川　真凜

　村田先生が口を酸っぱくして言っていたのが安全第

一。1 位になることよりも安全に怪我なく終わることを

目標としていました。…が、やはり 1位になりたい！全

員で本気で取り組みました。お互いをまだよく知らない

私たちでしたが、この夢ゼミでこれからが楽しみになるほどなかよしになりました。もち

ろん、怪我はゼロ！安全第一達成です。

柳城のパンドラの箱
～開けちゃった～
 今井菜々子

　山脇大先生のもと、コンセプトを練りに練った砂の造

形。ただ何かを造るのではなく、どのようなストーリー

にするかから、話し合いました。賞こそとれませんでし

たが、事前の準備をしっかりとしたからこその達成感と

感動を味わうことができました。運動会と砂の造形で親交を深めたため、討論会も協力的

に進めることができました。頼りないゼミ長に多くのアドバイスをくれた山脇先生、助け

てくれた 2年生、積極的についてきてくれた 1年生に感謝です！

荻原先生の誕生日ケーキ
 田川　有咲

　専攻科１年生は柳城に来て 3年目になりますが、今回、

初めて砂の造形を体験しました。

　本科の人数には及びません。本科で培った学びを私た

ちなりに考え、アイデアを出し合いながら完成につなげ

オギトパス
（荻＋オクトパス）
 鳥越　鈴夏

　私達にとって今回の夢ゼミは 4回目であり、最後の夢

ゼミとなりました。ずばりテーマは“全力”！！！

　運動会では、両専攻科で力を出し尽くした結果、まさ

かの優勝を掴み取ることができました。砂の造形では、

最少人数 8 人での参加でした。8 人で全力尽くした作品は絶対優勝すると願っていました

が、結果は残念。どこのチームよりも悔しがる私達でした。

　今回の夢ゼミを通し、1 年生との仲を深めただけでなく 8 人の結束力をより強くした 1

泊 2日となりました。

専攻科
保育専攻
１年

専攻科
保育専攻
2年

ていきました。4 月は荻原先生の誕生日でもあったため、巨大なケーキを創りました。残

念ながら入賞することができませんでしたが仲間との距離が一層縮まりました！

柴 田
ゼミ

野 崎
ゼミ

長谷中
ゼミ

扶 瀬
ゼミ

山 本
ゼミ

芝 田
ゼミ

野 田
ゼミ

鬢 櫛
ゼミ

村 田
ゼミ

山 脇
ゼミ
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 武田となみ
　子どもにとって良い絵本とはどのようなもの

であるかをお話しいただき、絵本選びの大切さ

を学びました。その中でも、「人間の幸せは想

像力」という言葉が印象に残りました。子ども

が絵本を読み、絵本の世界を想像することで幸

せになれると考えると、絵本選びはとても素敵

夢ゼミの講演を聴いて 新任教員紹介

キッチン はらぺこ
学 食 紹 介

2018 年度 1 年次奨励奨学生が

10 名認定され、6月 6日合同礼

拝において表彰されました。

田代　　結

武田となみ

田添美都帆

杉原　夕夏

竹内　芽依

服部　倖果

坂本　桃花

大橋　沙奈

柴田　茉奈

川口　真依

名古屋柳城短期大学
特別給付奨学金
1年次奨励奨学生

� 榎戸　裕子
　「懐かしい」という思いで始まった入学

式、私もかつて、夢を抱きながら、入学式

に臨んでおりました。この柳城で、チャプ

レンご夫妻や先生方から教えて頂いた教育

と深い大きな愛を心の拠り所とし、40 年

間、公立幼稚園教諭を全うすることができ

� 谷本　美空

　キッチンはらぺこという名前にした由来は、保育に関わる人なら

誰もが知っている絵本「はらぺこあおむし」と、はらぺこなみんな

のお腹を美味しいご飯で満足させてくれる食堂になって、みんなか

ら親しみを持って呼ばれるような名前にしたい！という思いから考

えつきました。

　学食の色々な所にいるキャラクターは、モデルになったあおむし

がコック長になり、美味しい料理で柳城生をもてなして欲しい！と

いう思いから誕生しました。ロゴを製作するにあたって業者の方と

も打ち合わせを重ね、遂にオープン！

ました。様々なことがありましたが、“愛をもって仕えよ”の

精神で対応すれば、必ず心が通じ合うことを実感しております。

　そしてこのたび、この柳城に赴任することができ、幸せを感

じております。学生たちに、教育実践で得た全てのことを伝授

しつつ、人として心を通わすことができる保育者になってもら

いたいと強く願い、柳城の先生方とともに、努力していきます。

　よろしくお願いします。

　柳城では、創立以来ずっと学食が作られてこなかったので、創立 120 周年という記念すべき年に、学

食オープンに携わることができてとても光栄に思っています。

　柳城生、卒業生、地域の方々にも愛される学食になっていくことを願っています。

なことだと感じました。子どもが幸せになれる絵本を選べるよう、

もっと絵本について学んでいきたいです。

西浦温泉パームビーチ

夢ゼミ
2日間の思い出


