
専任教員 富岡 麻由子平成16年度 宿泊研修に参加して

４月28，29日に行われた今年度の宿泊研修 そしてそれは自分一

旅行は，初日から天候に恵まれ，気持ちのよ 人だけでなく，多く

い青空の下を黄色いバスに乗って箱根に出発 の人と協力して一緒

しました。 にやっていく作業で

今年度の宿泊研修では，ＴＡ( Teaching あることが，少しで

Assistant ) の学生の活躍が多く見られま も実感できる体験だ

した。事前の打ち合わせを重ね，当日は式の ったのではないでし

進行，学生の誘導など，さまざまな場面で率 ょうか。制作での経

先して活動してくれました。また，各委員や 験，自分たちの課題

係の学生も自覚を持って役割を務めてくれま について話し合ったことを糧に，今後２年間

した。多くの学生が「自分たちの研修をいい の学校生活で，保育者としての自分の基盤を

ものにしよう」という気持ちをもって主体的 形作っていってほしいと強く願います。

に運営に取り組んだことが，今回の宿泊研修 そして，「楽しかった」「作った作品を壊

の大きな特徴だったのではないかと思います。 す時には涙目になった」といった素直な感想

研修グループによる新聞紙制作は，限られ が聞かれたことも印象的でした。皆さんの真

た時間のなかで，新聞紙を用いて「保育の場 剣なまなざしや表情からも，研修での制作が，

で子どもたちが遊べるもの」を協力して作成 達成感や，協力して物事を成し遂げることの

するのがその課題であり，協調性，表現力， 楽しさを経験するいい機会になったことが見

計画性，リーダーシップなどが問われます。 て取れました。活動に真剣に取り組むだけで

計画と現実のギャップに困惑したり，作業分 なく，それを楽しむことができるのは，学生

担がうまくいかなかったり，逆に本番で予想 たちのもっている大きな力です。自分の能力

以上に力を発揮したりと，グループの様子は を認識し，伸ばしていってくれればと心から

さまざまでしたが，経験して初めて解かるこ 感じました。

とがたくさんあったはずです。 午後からはハイキングで汗を流し，晴天の

続いて夜のディスカッションでは，保育者 下の立派な富士山を拝みながらお弁当を頬張

に求められる資質について理解を深め，自分 り，足らずにソフトクリームや温泉卵をいた

たちの制作での評価できる点，改善点，今後 だき，有意義な研修の楽しい締めくくりだっ

の学校生活での課題などについて考えていき たのではないでしょうか。

ました。二日目，各グループがディスカッシ

ョンの内容をもとに，作品についてのプレゼ

ンテーションを行いましたが，その際に今後

の課題として多く挙げられていたのが，コミ

ュニケーションの問題でした。準備の時間が

限られていたこと，入学してまだ間もない時

期であったことを考慮すると，学生間の意志

疎通が難しかったのは仕方のないことだとも

言えますが，そのなかでもコミュニケーショ

ンや共通理解の重要性を認識したのは非常に

意味のあることだと思います。保育とは子ど
制 作 風 景もたちの育ちを助ける重要な仕事であること、

－創立101周年－

６ 月 号C a m p u s N e w s
2004 第 99 号キャンパス ニュ－ス 学校法人 三浦学園 日本音楽学校 学生向 情報 ．

編集発行 学園事務局

♪♪ ６月～８月の行事予定 ♪♪

幼 児 教 育 科（保育士コ－ス／保育士 幼稚園教員コ－ス）・

１年生 ２年生

６月５日(土) 実習前授業終了 ５月31日(月)～6 26 本実習月 日(土)

７日(月)～19 体験実習期間(保幼) ６月28日(月) 授業再開日(土)

21日(月) 授業再開

７月13日(火) 夏期休業前授業終了

７月７日(水) 通年実習開始(保) 14日(水)～8 30 夏期休業期間月 日(月)

16日(金) 夏期休業前授業終了 14日(水)～7 27 施設実習(保幼)月 日(火)

17日(土)～8 31 夏期休業期間 21日(水)～7 31 児童館実習(保)月 日(火) 月 日(土)

夏期休業後授業開始(月曜授業代替日)９月１日(水) 夏期休業後授業開始 ８月31日(火)

行事予定は「追加・変更」になることがありますので、学内掲示等に注意してください。

専任教員 並木 真理子実 習 に 向 け て

いよいよ実習が始まります。１年生の皆さ そういう気持ちで実習

んは、初めての実習ですね。どきどきしてい に臨んでください。実

ますか？ わくわくしていますか？ ２年生 習に行ったら、子ども

の皆さんは、自分の道を見つめなおす大事な たちの笑顔と保育の経

実習です。気を引き締めて心の準備をしてい 験というプレゼントを

ますか？ たくさんもらって来て

保育の技術は基礎的な知識の上に経験を積 ください。そして、皆

み重ねることによって身についていきます。 さんは、「誠意」とい

しかし、皆さんの中に学ぼうとする気持ちが う心のプレゼントをたくさん届けてきてくだ

なければ、何度現場に立っても保育の技術は さい。もし、迷ったら、落ち込んだら、日音

身につきません。その基礎的な知識を身に付 の先生方に相談しましょう。きっと支えにな

け、学ぼうとする気持ちを育てるのが学生時 ってくれます。

代だと思います。無駄なことはひとつもない、 さぁ、子どもたちが待っています！



特 別 補 習 期 間 時 間 割

保育士・幼稚園教員コ－ス１年生

第 ３ 時 限 第 ４ 時 限
月日 曜日 クラス

12:50～14:20 教員 教室 14:30～16:00 教員 教室

Ｂ 高橋 障害者の理解車椅子の操作と利用
介護実習室 初貝 ６－１教室

６/７ 月 ＋ 古屋 と接し方している方への介護

Ｃ 障害者の理解 高橋車椅子の操作と利用
初貝 ６－１教室 介護実習室

と接し方 古屋詳細は掲示 している方への介護

Ａ 高橋 障害者の理解車椅子の操作と利用
介護実習室 初貝 ６－１教室

６/14 月 ＋ 古屋 と接し方している方への介護

Ｃ 障害者の理解 高橋車椅子の操作と利用
初貝 ６－１教室 介護実習室

と接し方 古屋詳細は掲示 している方への介護

保育士コ－ス１年生

第 ３ 時 限 第 ４ 時 限
月日 曜日 クラス

12:50～14:20 教員 教室 14:30～16:00 教員 教室

障害者の理解 車椅子の操作と利用 高橋
６/18 金 保育士 初貝 ６－１教室 介護実習室

と接し方 している方への介護 古屋

公 立 受 験 用 ｢ 保 育 士 就 職 模 擬 試 験 ｣ 実 施

２年生の学生を対象に保育士就職模擬試験 試験内容・時間

を下記のとおり実施します。詳細については 集合16:00 6－1教室

掲示により確認してください。 ※就職活動の事前準備として学生は奮って

模擬試験を受験してください。

実施日 : ７月９日(金) ※なお、１年生も予行演習のつもりでチャレ

受験料 : １，１００円(実費) ンジしてください。

平成１７年度 入学説明会 シアターサークル表彰

来年度の入学説明会が下記の日程で行われま シアターサークル研究会の平成15年度の自

す。皆さんの後輩に参加をお勧めください。 主活動に対し、活動の成果が顕著であったこ

・７月１０日(土) とをたたえ、三浦泰記念会よりサークル顧問午後２時より 入学説明・体験入学

・８月 ７日(土) の諸井先生に対し表彰が行われ、併せて平成午後２時より 入学説明・体験入学

・９月１１日(土) 16年度の活動援助金が授与されました。午後２時より 入学説明・体験入学

平成16年度前期ティーチング・アシスタント（TA）紹介

ティーチング・アシスタント（TA）制度と の科目の担当教員と相談して決めます。

は、大学・短大を卒業した学生、社会人経験 １年生のTA学生の中から、年間を通じて、

が５年以上ある学生、子育て経験のある学生 顕著に活躍した学生を数名選出し、表彰し、

の中から選出し、授業補助をしてもらう制度 ２年生進級時の授業料を１割免除するという

です。どの授業の補助をするかは、それぞれ 特典もあります。

１年生名簿 ２年生名簿

学籍番号 氏名 学籍番号 氏名

2004H002 石田麻衣子 2003H009 甲斐 兼治保育士コース 保 育 士 Ａ

2004H005 伊藤 隆浩 2003H017 黒田 賢志

2004H008 今西佳津子 2003H027 関 彩香

2004H024 長島 菊乃 2003H036 中澤 幸代保 育 士 Ｂ

2004H027 萩野 晃子 2003H038 中村 雅也

2004H028 原 久美子 2003H039 中山 朋美

2004J025 大貫真理子 2003H041 西村 香織保 幼 Ａ

2004J030 小沢 亜貴 2003H048 牧田 亜弥

2004J036 川口 陽平 2003H057 村松 珠美

2004J040 小泉 陽子 2003H059 山形 美佳

2004J044 酒井 佑子 2003H066 渡部 安奈

2004J049 新宮 舞 2003J001 縣 聡史保 幼 Ａ

2004J052 木元 竜也 2003J003 阿部 雅嗣保 幼 Ｂ

2004J053 久保 創太 2003J004 新垣 孝典

2004J056 髙木 敬子 2003J007 石嵜由利子

2004J059 栗原 雄 2003J010 板垣 雄一

2004J060 小鍛治博昭 2003J014 岩波亜由子

2004J061 後藤 孝雄 2003J019 太田 千絵

2004J064 竹内美由紀 2003J024 岡崎 茂男

2004J069 酒井 和幸 2003J028 折戸 淳子

2004J085 白鳥 由房 2003J029 織畑 真

2004J086 西井久美子 2003J036 川口 清香

2004J092 高橋 雅裕 2003J041 工藤 直子

2004J093 舩木 哲也 2003J044 小林 顕子

2004J103 廣島 玲 2003J052 齋藤 久里保 幼 Ｃ

2004J113 干田 敦士 2003J059 関 智之

2004J122 宮古富紗子 2003J064 長澤 慶紀

2004J123 宮本 詞織 2003J090 深田 博久保 幼 Ｂ

2004J126 村松 悠 2003J094 堀口 真鈴

2004J133 森山 哲男 2003J118 山下 和恵

2004J134 矢作 明奈 2003J121 吉田 友輝

J123 米内 千春2004J135 藪崎 翼 2003


