
      １年生 
 

7 /19(土)      補講日 

   22(火)～8/31(日) 夏期休暇 

8 /25(月)～28(木)  「社会福祉」集中講義 

9 / 1(月)      授業再開 

    6(土)      補講日 

  16(火)～19(金)・22(月)     前期定期試験 

  24(水)～26(金)・29(月)～30(火) 前期追再試験 

10/ 3(金)      後期授業開始 

 /24(金)      フォーマルデー 

 /25(土)      月曜日振替授業 

             ２年生 
 

7 /10(木)      実習オリエンテーション 

   19(土)      補講日 

  22(火)～8/31(日) 夏期休暇 

  22(火)～8/ 1(金) 児童館実習(保) 

  22(火)～8/ 4(月) 施設実習(保幼） 

9 / 1(月)      授業再開 

    6(土)      補講日 

  16(火)～19(金)・22(月)     前期定期試験 

  24(水)～26(金)・29(月)～30(火) 前期追再試験 

10/ 3(金)      後期授業開始 

 /24(金)      フォーマルデー 

 /25(土)      月曜日振替授業 

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。 

≪≪77～～1010月の行事予定≫月の行事予定≫  
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 夏休みを有効に活用しましょう。 

         専任教員   杉本 信 

   平成20年度  

      Teaching Assistant 紹介 

Teaching Assistant （ＴＡ）とは大学等を卒業した人、社会人の経験のある人などに授業の補佐をしていただく制度で

す。授業が活性化すると同時に学生の教育・社会経験などを活用することを目的としています。1年生のＴＡの中から年間を

通じて顕著に活躍した学生を表彰し、2年進級 時に授業料を  1割免除するという特典もあります。 

《1年》 

 発達心理学  長瀬千晶 

 教職概論  長瀬千晶  山本哲郎 

 幼稚園教育実践指導  榎本早由里  波多野将 

 造形表現指導法  長瀬千晶 

 障害児保育  樋口倫子 

 養護原理  伊藤裕樹 

 体育  伊藤裕樹  山本哲郎 

 乳幼児の運動教育  波多野将  山本哲郎 

 小児保健  長瀬千晶 

 ピアノⅠ  樋口倫子 

 英語コミュニケーション  伊藤裕樹 

 音楽Ⅰ  伊藤裕樹  長瀬千晶  波多野将  山本哲郎 

《2年》 

 言葉指導法  大山義弘  栗尾拓樹 

 幼稚園教育実践指導  大山義弘  宮澤可奈子 

 教育原理  塚原美也子 

 音楽Ⅱ  吉田孝 

 精神保健  塚原美也子 

 環境指導法  仲村美希  宮澤可奈子 

 舞踊表現指導法  澤野由太  仲村美希 

 音楽表現指導法Ⅱ  谷本ゆず子  大山義弘  仲村美希 

 人間関係指導法  宮澤可奈子 

 2年生のみなさんは、1か月間に及ぶ教育実習・保育実習を無事に過ごせたでしょうか。

また、1年生のみなさんは、初めての教育実習（幼稚園実習）をどんな気持ちで過ごしたの

でしょうか。それぞれいろいろな経験の中で、いろいろな思いがあったことでしょう。その

貴重な体験を今後の学校生活にいかしてほしいと思います。 
 さて、もうじき夏休み。趣味やレジャー等を楽しんで英気を養うことも大切ですが、これ

からの自分にとって非常に重要な時期です。まず、2年生は夏休み入ってすぐに施設実習・

児童館実習が始まるので、夏休み前からその準備をすることが大切です。1年生は「社会福

祉」の集中講義があることを忘れずに。また、この時期に就職活動を積極的に行う必要があ

るでしょう。特に2年生は就職先の自己開拓を行ったり、公立保育士等の求人や試験

対策を行ったりしてください。さらに、夏休みは現場体験ができる絶好の期間です。

実習を経験して現場体験の重要性は実感したと思います。その経験をいかして現場で

のアルバイトやボランティアをしてみてください。 
その他にも授業の予習・復習・宿題など、することがたくさんあると思います。ぜ

ひ、夏休みを有意義な時間にしてください。 

－ 創立105周年 － 

フォー・シーズンズ － 四季 

 ２年生の学生を対象に、公立保育士模擬試験を実施します。詳細は掲示で確認してください。 
 

   実施日 ： 平成20年7月11日（金） 

   受験料 ： 1,100円（実費） 
 

 就職試験の模試として奮って受験してください。 

 １年生も予行演習のつもりでチャレンジしてください。 

公立試験用  『保育士就職模擬試験』 実施 



   5/9教養講座 「 人間力の高め方 ～成長スパイラル編～ 」 

            保育士・幼稚園教員コース2年   澤野 由太   

 初め、岩本先生を見たとき、街で歩いていたら出会

いそうなどこにでもいるようなお兄さんであると正直

思った。しかし、実際に話を聞き、岩本先生の行動力

や人間性の豊かさに驚き感銘を受けた。 

岩本先生は「夢」という言葉をあえて使わずに「妄

想」という言葉に置き換えていた。妄想は、気軽で自

由なものである。そして自由な妄想の積み重ねこそが

自分を成長させるための重要な要素であると思う。私も楽しい妄想が浮かんだら

すぐに友達や子どもに伝え、楽しみを共感しあえたらと思っている。そのために

も、日々色々なことに興味を持ち、考え、行動に移すことができるよう心がけ、

自分を成長させていきたい。 

4/24・25 宿泊研修を終えて     ～宿泊研修サポーターより～ 

キャンドルファイヤー 

サポーターのみなさん、お疲れ様でした！！ 

  保育士コース      古屋 真美子 さん 

  保育士・幼稚園教員コース  

            伊藤 翠 さん      大山 義弘 さん     小山 澄子 さん 

              酒井 優 さん      吉田 孝   さん 

   

  岩本先生の著書について  
 

  岩本先生の著書が図書館にあります。ぜひ読んでみてください。 
 
 ◆『流学日記 20の国を流れたハタチの学生』 2003年 幻冬舎文庫    

 ◆『こうして僕らはアフガニスタンに学校をつくった。  

         流学日記セカンドステージ 』 2005年 河出書房新社   

宿泊研修を終えて、私が一番感じたのは、様々な計画、企画を元に行事ごとが成

り立っているということでした。去年は1年生として参加し、先生方やサポーター

の先輩に誘導され動いているという感じでしたが、今年は私自身がサポートをす

る側です。正直「私がやって大丈夫なのだろうか」という不安な気持ちを抱いたまま参加することになり

ました。やはり、誰かをサポートするということは難しく、説明するにも、誘導するにも事前に自分が理

解していないと相手には伝わらないし、場が盛り上がりません。練習

や計画、企画がとても重要だということが身に染みてわかりました。 

また、キャンドルファイヤーの実践など、宿泊研修には実際の現場

でも知っておいた方が良いことが沢山あると思います。保育者を目指

してこの学校に入学して、サポートという経験ができて、とても良

かったと感じました。 

  去年とは違った目線で臨んだ「宿泊研修」は、私にとってとても楽

しく発見のある研修旅行でした。1年生の皆様にとっても心に残る充実

な宿泊研修になってくれたのなら幸いです。 

      保育士・幼稚園教員コース2年  伊藤 翠 

今回僕は、1年生の宿泊研修にサポーターとして参加させていただきました。サ

ポーターに選んでいただいたことはとても嬉しかったのですが、正直「僕なんかが

サポーターでいいのか」、「サポーターとして1年生のために何ができるのだろ

う」などの不安がありました。去年のサポーターの先輩方がとても素晴らしい活

躍をされていたので、余計にプレッシャーを感じていましたが、サポーターとし

ての覚悟を決め、日音での1年間の経験を活かし、全力で一年生をサポートしよ

うと思いました。 

当日はキャンドルファイヤーになりましたが、1年生の楽しそうな表情や、翌日

の研修報告会では素晴らしい発表があり、充実した研修ができたのではないかと

思いました。僕自身もサポーターとして宿泊研修に参加したことで、事前準備の

重要性や、当日キャンドルファイヤーに変更になった

という点で、「臨機応変な柔らかい対応」がサポート

する側の人間には必要なのだと実感することができま

した。今回の宿泊研修で、1年生もサポーターも、保育

者を目指すものとして大きな成長を遂げたと確信して

います。宿泊研修での経験を、ぜひ今後の学校生活、

実習などで活かしてもらいたいと思います。 

     保育士・幼稚園教員コース2年  酒井 優 

西湖湖畔にて                                                                                                   

研修施設にて  みんな真剣です！ 

サークル名 活動日時 活動場所 顧問教員 部長 

器楽サークル 

月曜日 

16:00 小ホール他 
陸路和佳 先生              

山田麻美子 先生 

保幼2年1組             

大山義弘 

部長より  

一言 

 楽器を始めたい人、陸路先生・山田先生と仲良くなりたい人  募集！！  

卒業コンサートに出演予定♪ 

平成20年度 活動サークル サークル希望の学生は部長まで。 

平成20年度 活動ゼミ ゼミ希望の学生は顧問の教員まで。 

ゼミ名 活動日時 活動場所 顧問教員 ゼミ長 

絵本ゼミ 

水曜日 

16:10 8-1教室 並木真理子 先生 
保幼2年3組             

原田貴博 

ゼミ長より 

一言 

 絵本ゼミでは、好きな絵本を持ち寄って読み聞かせをしたり、自分たちで絵本

作りをしたりして、毎月2回活動しています。夏休みに旅行、秋には芋掘りに行く

など、絵本の世界を体験するイベントもたくさんあるので、絵本が好きな人はぜ

ひ一度遊びに来てください。  


