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サイバーボランティア活動で愛知県警に協力
社会貢献度が評価され、学生部長賞を受賞
インターネットなどサイバー空間における

生自身の注意喚起に

防犯活動を行う、
国際情報学部国際情報学科

なりますし、
親になった

メディアスタディーズコース
（旧現代文化学部

とき子どもにネット上

情報文化学科）
のサイバー防犯ボランティア

の危険を伝えることが

活動
（以下、
サイバーボランティア）
。
愛知県警

できます」
と話します。

から現代文化学部情報文化学科・長谷川元洋

最も力を入れている

先生のもとに協力依頼があり、
2012年から

のは
「サイバー犯罪防

長谷川ゼミの学生を中心に活動しています。

止講話」
です。昨年、
イ

主な活動は
「街頭における広報啓発活動」
「サ

ンタビューに応じた学

イバーパトロール」
「サイバー犯罪防止講話」

生は守山区内の公立小学校へ出向き、
ほかの

の3つで、
その功績が高く評価され、
一昨年

学生は名古屋市や小牧市などの学校に出向い

度、
昨年度と２年連続で、
本学学生に対し、
愛知

て講話を行いました。中心となった藤林さん

県警から感謝状が贈られました。

は、
「高学年になると携帯を持ちはじめる子や

こうした課外活動によって、
３月には2013

パソコンでゲームをする子が増えはじめ、
イン

年度の学生部長賞を受賞。先輩方の輝かしい

ターネットが身近なものになってきます。
です

実績を励みに、
2014年度のメンバーも意欲

から、
他人にパスワードは教えないといった初

的にサイバーボランティア活動に取り組んで

歩的な話から、
ネットの危険性を伝えました」
と

います。

語ってくれました。
子どもたちが飽きないよう、

「街頭における広報啓発活動」
はチラシ配布

○×形式のゲームを講話に交えながら、
ときに

いて、
少年が店側に支払うべき賠償金はいくら

が主だった活動です。
「なかなか受け取っても

は
「何でだと思う？」
と問いかけをして取り組み

かなどをクイズにします」
と橋爪さん。
やっては

らえなかったり、
一緒に入ったティッシュ目当て

ました。長谷川先生は、
「県警の方々が行うの

ダメというだけでなく、
やったらどうなるかもき

の人もいて、
啓発も簡単ではありません。
でも

とはまた違った、
女子大生の観点からの講話が

ちんと伝え、
子どもたちの危険回避に繋げるこ

駅前などで幅広い世代に配布することで、
保

できたと思います。
クイズを取り入れるなど、

とが狙いです。

護者に対しても啓発できるため、
被害抑止に

楽しさを交えた発表は子どもたちの理解にも

少しでも役立ったら」
と、
参加メンバーは言い

繋がります」
と話します。

ます。
毎週火曜日はお昼休みを利用し、
「サイバー
パトロール」
を行っています。
「インターネット

「教職課程の学生にとっても、
一般企業に就
職する学生にとっても、
大勢の人前で話すこと

現在は代表の橋爪さんを中心に、
春日井市

はいい経験に。
この活動を通して、
社会に貢献

の公立中学校での講話に向けてメンバー全員

するという意義も学んでほしいですね」
と、
長

でプレゼンテーションの準備をしています。

谷川先生。
サイバーボランティア活動によって

上の違法サイトを探索していますが、
普段は見

「中学生にSNSの正しい利用法をスライドで

ることのないサイトを見つけるたび、
ネットの

解説する予定です。
ネット炎上をテーマに、
少

危険性を実感します」
と、
代表の橋爪智さん。

年がアルバイト先のアイスクリームケー

長谷川先生も、
「犯人逮捕に繋がらなくても学

スに入った写メをSNSに投稿した例を用

少しでも被害や犯罪が減るよう、
学生たちの努
力は続いていきます。

プレゼンテーション練習の様子
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Kindergarten

［幼稚園］

events in the school calendar

「愛され育ち合う」幼稚園
−縦割り保育−
当園の特色の一つ、
縦割り保育についてお
伝えしたいと思います。
今年度、
60人のかわいい年少児を迎えまし

エピソード2
「虫取りが大好きになって・
・
・」
この時期大勢の子どもたちが虫取りをして

た。各クラス12人の年少児が仲間入りし、
例

います。
年少児はとにかく虫を捕まえて箱の中

年以上に賑やかです。
一つずつ大きくなった年

に入れて喜んでいます。その様子を見た年上

上児も年少児が入園してくることを楽しみにし

児が
「そんなんじゃあ、
虫が死んじゃうよ。
土を

ていました。
異年齢児がともに生活する縦割り

入れて、
この虫にはこの葉っぱを入れて・
・
・」
と教

保育ならではのエピソードを、
いくつかお伝え

えてくれました。
その年上児も１、
２年前までは

します。

この年少児と同様の姿でした。自分が教えて
虫とりの様子

もらったように今度は年下児に教え、
大切なこ
エピソード1
「お弁当を食べようとしたところ・
・
・」

とが子どもから子どもへと受け継がれていき
ます。

食事の時間に、
ある年少児がお弁当の蓋を
開けようとしたところ
「かた〜い！」
とのつぶや
きが・
・
・。隣で座っていた年上児が「開けよう
か？」
と声をかけ開けてくれました。
この年上児

エピソード3
「年上児から年下児への言葉がけはすばらし
い！」

のさりげない心遣いに感動！
！それからその年

外で遊ぶことが大好きな子どもたち。年少

少児は蓋を開けてくれた年上児のことが大好

児が
「お外に行ってきま〜す！」
と元気に園庭に

きになりました。

遊びに行きました。
しかしあることに気づいた
年上児が
「何か忘れているものなぁい？」
と声
をかけてくれました。するとその年少児は

年少児が跳びやすいように
年上児が縄を動かしているところ

「あっ
！」
と気づき、
帽子を部屋に取りに戻りまし
た。
“帽子を被っておいで”というのではなく、
年
下児が考えられるような言葉をかけてくれた

上児に甘えたり憧れの気持ちを抱くようにな

ことが本当にすばらしいと思いました。

り、
年上児は我慢したり譲ったり受け入れたり
しながら、
気持ちや心が育っていきます。新年

仲良しの友だちとお弁当を食べています

日々このような子どもたちを見ていると、
異

度はまだまだはじまったばかりですが、
互いに

年齢児同士様々なことを学んでいると感じま

かかわり合いながらこれから子どもたちがど

す。
兄弟のように育ち合いながら、
年下児は年

のように成長していくのかとても楽しみです。

−共育の場−
幼稚園は子ども・保護者・保育者が互いに

で、
子どもたちだけではなく保護者の方々の

近年、
子どもを取り巻く社会状況は目まぐる

学び、
支えあってともに育ちあう場所でありた

関係が広がり、
家族間の交流もみられます。
ま

しく変わっています。
母親就労率の高まりによ
り、
子どもを園に預けるだけになりがちですが、

いと考えています。
そのためには、
幼稚園と保

た子どもにとっても、
父親のたくましい姿を目

護者との連携が密接であることが必要であり、

の当たりにして新たな父親像を描くことがで

当園では左記のように保護者が保育に参加す

それが金城学院幼稚園の特徴の一つと言える

き、
個々の育ちに繋がる機会になっています。

る機会をあえて持っています。
それは保護者

でしょう。

それ以外にも保護者・保育者が一緒に整備す

が子育てに孤独を感じず、
みんなで育てていく

ることで子どもたちの遊びが紹介でき、
そこで

という感覚を持って、
安心して子どもとかかわ

具体的なこととして登降園方法があげられ
ます。
保護者の方々による送迎によって子ども

の成長を喜び合うこともできます。

れるようにと願っているからです。
またイクメ
ンという造語も聞かれる中、
父親が子育ての

とのふれあいの機会になるだけではなく、
保育

さらには ○○○父さん ○○○母さん と

者とのコミュニケーションをとる機会が自然と

名づけられた形で、
実際の保育現場で保護者

おもしろさを体感できるようにと保育に参加で

増えていきます。
それによって保護者は日ごろ

の方に参加していただくことがあります。
自然

きる機会をもっています。
幼稚園が、
それぞれ

の様子がよくわかり、
幼稚園生活が子どもだけ

な形で多くの子どもたちと接することで、
我が

の存在の大切さを育て、
高めていく場である

のものではなく、
共有するものになっていくの

子とのかかわりだけでは気づくことのできな

ためにも保育者と保護者がかかわりあいなが

です。

い子どもの心情や子ども本来の育つ力にふれ

ら、
子どもとともに育ち合える
『共育の場』
であ

ることができます。
それがより深く子どもを理

り続けたいと思います。

有志親子による園庭ワークでは保護者同士
楽しくおしゃべりしながら園庭整備をすること

解し、
子育ての参考になっていくのです。
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親と子のあ

す。
特にヘルマン･ヘッセは出版社ごとに翻訳や
いだには」
の感想文です。
多くの16歳の男女に

書き出しが違うことに注目し、
「ひとつの事柄の

電車での通学時間を利用して、
本を読んでい
インタビューを行い、
思春期である16歳の親と

描写について、
さまざまな言い回しや表現方法

る飯島さん。
月に約二冊のペースで読書をし、
のつきあい方や関係のバランスをまとめたこ

があっておもしろい。
いろいろな出版社の本を

学校の図書館もよく利用します。
「小説以外で
の本を読んで、
「親とのつきあい方が変わりまし

読み比べして楽しんでいます」
と一つの作品に

は、
理系の本も好きです。
ニュートンはよく読み
た」
と飯島さんは話します。
「私も中学２年生の

ついて多角的に分析することを実践していま

ます」
と話し、
「将来、
理系の大学へ進んだら、
ま
ころは反抗期だったと思います。
進路や自分の

す。
また
「本の世界は自分が体験したことのな

た今とは違った本に出会ってみたい」
とも言い
生き方についてさまざまな思いを持っていまし

いことでも、
体験できるのが楽しい」
と、
本を読

ます。
今後も多くの本からさまざまなことを学
た。
でもこの本を読んで、
反抗期は誰にでもあ

みながら限りなく広がる空想の世界も楽しんで

び、
豊かな感性と生きる力を身につけてほしい
ることなのだと実感しました」
と共感を覚え、
感

いるそうです。

と願います。

ラスの読書会で選ばれた
「16歳

原文掲載

クールで、
現在高校１年生の飯島瑞乃さんがⅡ

飯島さんは小学校６年生のときにハリーポッ
類
（小説以外のジャンル）
の最優秀賞を受賞し

ターシリーズを読んでから本が好きになりまし
ました。

た。
普段から小説をよく読むと言い、
「今は村上

推薦され、
各大学へ進学をしていきました。
卒業
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363

京理科大５名・青山学院大４名・明治大３名・東

卒業生総数

生の今後のご活躍をお祈りしています。

有名私立大学へも早稲田大６名をはじめ、
東

金城学院大

215

﹂

２ケタに達することができました。

104

普通に特別に

親と子のあいだには﹄ 著者名 平田オリザ︶

院大学との協定校推薦制度」
で１１名の生徒が

0

との協定校推薦制度」
を利用し、
５名が、
「関西学

名・愛知県立大２名など例年より増え、
久しぶりに

海外留学

者数が東京芸術大１名・九州大１名・名古屋大３

26

また今年度からスタートした
「同志社女子大学

進学準備

外部受験コースでは、
国公立大学への現役進学

2

ちらも例年以上に多くの合格者を出すことがで

きました。

就職

内部推薦での生徒は、
一部を除きほとんどが第

１希望の学科に進学をしていきました。

3

健衛生大
（医）
１名・愛知学院大
（歯）
６名など、
こ

専修・各種学校

名を加えて計２１５名
（卒業生全体の５９．
２％）
で、

1

名・南山大５４名・愛知医科大
（医）
２名・藤田保

私立短期大

推薦者１９９名に一般推薦・受験での進学者１６

0

京女子大６名・同志社大１６名・立命館大１８

国公立短期大

今年度の金城学院大学への進学者数は、
内部

私立大

金城学院大学へは215名が進学
外部受験では名古屋大3名や早稲田大6名、
南山大54名など近年では最高の合格実績
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国公立大

２０１３年度卒業生の進路状況

﹁

︵書名﹃ 歳

十六歳︒高 校 一 年 生から二 がり 風に乗って溶 けていった︒
年生にかけての時間︒誰しもが 気が付いた時には真っ黒な焼け
未来への不安と期待と色々な事 跡が底にこびりつき炭も灰も
への反発心︑現実と理想のギャッ 無くなって︑私は苦いそれ︑恥
プに押しつぶされそ うになる︒ の印を隠す為に今も這いうず
親も子供もお互いの依存から少 くまり舐め続けている︒
そうして私の反抗期は幕を
しずつ切り取られ不安定にも自
分の足で立ち上がろうともがき 閉じた︒
合計六年間もかけてようや
悩 む・・・のだろ う︒私 は ま
だ経験していないから分からな く︑親は自分とは全く違う二
い︒だが︑少なくともこの本で 人の人間であり親ではない面
読んだことにより私の認識する を持つ人間であると悟った︒絶
十六歳へのイメージは変わった︒ 対的な私に対する表面の中に
その大人達は皆︑特別に
〝普通〟 私情だって流れるし︑その表面
だったのだ︒特別な時間を特別 を絶対と受け入れなくてもよ
に過ごした共通が︑普通がそこ いのだと知った︒
また︑自分から離れていった
にあった︒どのお話も弾んで生
きる力に満ちた文だった︒この のと比例して親から離れていく
形こそ 本 当に必 要で︑自 然な 出来事が起こった︒
私は大学生になったら寮にで
形なのだと理解した︒
も入り少しずつ自分で生活出
本の冒頭部分に
﹁十六歳前後という皆さんの年 来るように訓練していこうかと
頃は︑そういった親との関係を 考 えていた︒しかし︑その事
落ち着かせていく時期にあるの を知った父は私へ
﹁お前は大学生になったら一人
ではないでしょうか︒
﹂
﹂
という一文がある︒このような 暮らしをさせるよ︒
一般的な十六歳の成長と比べる とニコニコ笑いながら言い放った
と私の十六歳はいささか異質な のだ︒普段はデロデロと甘った
ものになるのだろうと予想して るい父が意外と厳しく私の未
いる︒なぜなら︑私と親との関 来について考えていた︒正直驚
係は既にものすごく落ち着いて いたが︑今まで放任主義を貫
いてきた父がどうやら私の事
凪いだものだからだ︒
をきちんと考えていてくれたの
私の反抗期は二度過ぎた︒
一度目は小学四年生から六 だ︒と嬉しくなった︒母 も同
年生前後にかけて︑反抗してい 様だ︒離れたようにみえても
る意識は無かったのだが︑ちょ 無条件に私の事を考えていて
うど兄が寮に入り母の小 言が くれる︒
親は偉大だ︒父と母を見る
全て私に向けられるようになっ
た事と︑受 験 勉 強の為に満 足 目が子供としての主観から客
に遊びまわれなくなったストレス 観へと移ったことにより見えて
から父と母への自分でも理解で きた一面もあって︑面白い︒今
きないイライラが募った︒暴言 まで普 通に見 えていた周りの
〝特別〟
な力が無く
を吐いてみたり物に当たってみ 人もたとえ
たりと︑とにかく精一杯だった︒ ても︑一人一人が違う人生を
そして二度目は中学二年生の 持ち違う考えを持って個性的
〝特別〟
︒と︑親と
頃だった︒進路と生き方に悩み で面白くて
〝特 別〟
な人 間になりたくて特 の関係を通じて教えられた︒
こうして私も自分性を保っ
別でない人間は本当は生きる意
味すら無いのでは？とまで考え たまま見た目は変わっていき︑
た︒思 考は沼のように深 く 足 大人な子供︑子供な大人にな
をつかみ悲しくて淋しくてじわ り 私 もいつか 親になるのだろ
じわ と 湧 き 出て く るメランコ う︒
放任主義で何もしないけれ
リーの甘い汁をすすっていた︒
そ うしていると自 分が印 を ど︑いつでも温かく見守ってく
持った
〝特別〟
な人間になれた気 れた親のおかげでここまで成長
がした︒親も友達も誰も知ら してこられた︒ただ︑私が大
ない気持ちを昼間の明るく振る 人になっても父も母も永 遠に
舞 う 顔︑態 度の下に隠して人 私の親なのだから宙ぶらりんな
とは違うという勘違いも甚だし 甘えを保っていこう︒それでこ
い優越感を楽しんでいた︒私の そ私で︑父と母なのだから︒
反抗活力は世界が広がっていく
につれて炭のように赤く燃え上
１６

春樹とヘルマン･ヘッセが好きです」
と話しま
受賞作は飯島さんが中学３年生のときのク

想文を書いたと言います。
昨年行われた私学読書感想文名古屋市コン

Junior high school

［中学校］

［高校］

&

自らの体験や思いを豊かに表現し、
読書感想文コンクール最優秀賞に

High school

（進学者実数）

events in the school calendar

第19回 全国私立大学 附属・併設 中学校・高等学校
教育研究集会の開催校に金城学院高等学校が選出
探究力を身につけた人間を育む
〜自立と共生をめざして〜
第１９回 全国私立大学 附属・併設 中学校・
高等学校 教育研究集会が２０１４年１０月３１日
（金）
・１１月１日
（土）
に金城学院高等学校で開
催されます。
金城学院高等学校が開催校に選ば
れるのははじめてのこと。
今回の教育研究集会は
「探求力を身につけ
た人間を育む〜自立と共生をめざして〜」
を

研究授業

分科会

※以下の教科の授業
（予定）
○英語科
（中学校）

○国語科
（中学校）

○総合的な学習の時間
（Dignity）
（中学校）
○理科
（中学校）

○家庭科
（高等学校）

国際情報学科

（World Studies）
（高等学校）
○数学科
（高等学校） ○情報科
（高等学校）

教授 大谷 尚先生
（４「
）ESD
（持続可能な開発のための教育）
の取り組み」

プレゼンテーション
２.語学研修旅行について
①アメリカ語学研修旅行
②イートンカレッジサマースクール

上智大学 総合人間科学部 教育学科
教授 田中 治彦先生
（５「
）本校の
『探究力を育む授業』
：
Dignity
（総合的な学習の時間）
の取り組み」
同志社女子大学 現代社会学部現代こども学科

（イギリス）

大学院国際社会システム研究科

３.パイプオルガン演奏
※一般来場につきましては原則受付をしておりま
せん。詳しく は事務局又は金城学院高等学校へ
お問い合わせ下さい。

名古屋大学 副研究科長
附属中等教育研究センター長

１.Dignity
（総合的な学習の時間）
の

定されています。

金城学院高等学校 教務課長 田中 武彦先生
（３「
）理系科目と探究力」

大学院教育発達科学研究科

尚中氏による記念講演。
２日目は各分科会と生

氏が受けた感銘を軸に、
教育を考える講演が予

金城学院大学 学長補佐 国際情報学部
教授 大橋 陽先生

総会、
研究授業、
研究授業の協議、
開会行事、
姜

「心の力」
と題し、
夏目漱石
『こころ』
から姜尚中

教授 木岡 一明先生
（２「
）高大連携の実践例」

○地歴・公民科と英語科の合科

生徒発表

聖学院大学学長・姜尚中氏の記念講演は

名城大学大学院 大学・学校づくり研究科

○地歴・公民科
（高等学校）

テーマに、
2日間の日程で行われます。初日は

徒発表が行なわれます。

（１「
）学校に勇気と元気を解発する学校評価」

教授 藤原 孝章先生

４.ハープアンサンブル演奏

金城学院高等学校 カリキュラム研究部長

5.グリークラブ
（合唱）
演奏

柳瀬 公代先生
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