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■ 回遊性の高い開放的なピロティ、女子大学らしい配慮も

多様な交流が育まれる回遊動線が誕生
微細に配慮した設備でさらに充実の学びへ
多様な交流が育まれる回遊動線が誕生
微細に配慮した設備でさらに充実の学びへ

　フェーズ2の重要な設計テーマは
「センターコートを中心とした西側
キャンパスの再構築」。W3棟とセン
ターコートや既存建物が一体となった
空間と動線の整備でした。Ｗ３棟に向
かって左側の土地が低く、右側が高
いという高低差を利用して、まずは
1階以外に2階からも直接W3棟へ
入れるバリアフリーの入り口を設置。

これによりピロティが吹き抜けとなり、
明るく開放的な空間となっています。
また2階の入り口から1階へとつなが
る階段は学生食堂へ向けて配置。これ
も、東側キャンパスからの学生たちの
動線を配慮した設計です。その階段も
木目のステップに、デザイン性の高いス
チール製の手すりが女子大学らしい
品格と温かさを演出。微細にわたって

こだわりがみられます。約1,100台
設置されているロッカー室も広 と々し
ていて、学生からも「使いやすい」と
評判です。
　1階入り口横はギャラリースペース
になっており、学生が制作物を展示・
発表するために作られた空間。照明
にもこだわったコンクリートむき出しの
空間はまさにモダンなギャラリーその
もので、学生たちの創作意欲をかき
立てます。
　さらに1階にある学生食堂「リリー・
ウエスト」も500席と広く、明るい空間。
Ｎ１棟にある「リリー・ノース」はセン
ターコートに面した賑やかな場所にある
のに対してこちらは“森の中のカフェ”を
イメージ。淡い色調や木調のクロスで
まとめられ、落ち着いた雰囲気です。

2012年より行われているキャンパス整備プロジェクト、金城学院大学マスタープラン「KMP21」。

今回、フェーズ2としてキャンパス西側に新校舎W3棟が完成しました。

教室や研究室、学生食堂など充実した設備で学生のキャンパスライフや学びを支えるとともに

人や自然、未来とつながる多様な交流が育まれる空間としても期待されています。

01
with Dignity

金城学院大学
新館「W3棟」が竣工

特集1

１階エントランス

ギャラリー

学生食堂のリリー・ウエスト

ピロティ

１階から2階へとつながる階段



■ 各学科の実験室や研究室は快適性と使いやすさを考慮
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女子トイレ

講義室　 調理学実習室

テーブル席のほかに、カフェ風のソファ
席もあり、学生たちの人気のスペース
となっています。淡いブルーの壁に描か
れたイラストは環境デザイン学科の学生
が描き起こしたもの。聖書に出てくる絵
をモチーフに描かれたもので、学生た
ちの憩いのひとときを癒してくれます。
またメニューボードの黒板を彩るイラ
ストも、同じく環境デザイン学科の学生
たちが制作。学生のアイディアも随所に
取り入れられた空間となっています。
　これらの空間や設備に加え、女子
大学らしいトイレも学生に大好評。数
多く設えられた洗面台、大きな鏡と壁
面には愛らしいピンクのタイルが施さ
れ、明るくモダンな雰囲気です。こうし
た学生に対する細やかな配慮にも
金城学院らしさが表れています。

　2階から上は各学科の実験室や
研究室などが並んでいます。2階に
は200人もの大人数を収容できる教室
のほかに、いくつもの教室があり、窓の
外には緑が広がっていて、こちらも
すべて明るく落ちついた空間で学生
たちも快適に学べます。学生たちが
行き来する通路にはカーペットが敷き
つめられ、静かで足に優しく、メンテ
ナンス性にも優れています。
　3階は主に食環境栄養学科の学生
が使用する教室があります。特に調
理系の実習室と解剖系の実習室が近
くにならないよう、エレベーターを中心
に左右に分かれて配されているとこ
ろも大学が配慮した点の一つです。

　広 と々して使いやすいキッチンが
並ぶ調理学実習室は、先生の手元を
映すカメラやモニターを設置。また
換気扇のフードも通常よりコンパクト
なサイズで黒板も見やすく、実習に支
障がないように工夫されています。床
も掃除がしやすいような素材が使わ
れています。
　環境デザイン学科が使用する設計製
図室の4室はパーテーションで区切る
こともでき、人数に応じて空間の調整が
可能。木目のテーブルが柔らかい印象を
与え、製図板もコンパクトで使いやすく
なっています。また廊下には棚やピク
チャーレールを設置。作品などを飾れ
るギャラリー風に仕上げられています。
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W3棟で学ぶ生活マネジメント学科、環境デザイン学科、食環境栄養学科の3人の学生に

新しい教室や研究室、実習室の使い心地や快適性、そこでの学びの様子などを伺いました。

■ W3棟が学生の多様な交流起点に

　環境デザイン学科が使用するファッ
ション造形実習室は、日当たりがよく
寒い季節でも温かい南側に配され
ています。これは被服製作にあたり、
冬でも着替えることの多い学生に配
慮した設計。もちろん断熱材やベア
ガラスなど、最新の建築材料を使用
しています。また１人の先生が同時
に授業を行えるよう、二つの造形室
はガラスの壁で区切られ、スピーカー
を設置。二つの部屋を行き来できるよ
うに扉も作られるなど、細やかな工夫
も施されています。ほかにも生活情

報処理演習室やゼミ室などがあり、い
ずれも明るく快適な空間です。
　W3棟の完成により学生にとって
はより使いやすく、また金城学院キャン
パスマスタープランで思い描いたよ
うな、東西のキャンパスが一体となった
回遊動線が生まれました。授業と授
業の間、あるいは昼休みなどW3棟
の前やスロープでつながれた通路を
笑顔で歩く学生たちの姿が見られま
す。新校舎W3棟を中心に、未来へ
向けてさらに人と人、人と自然の多
様な交流が育まれていきます。

　キャンパス内の校舎が徐々に建て
替えられ、新しくなっていくのをずっと
見てきて、私たちの学科が入るW3棟
の完成も楽しみにしていました。これ
まで学んでいたE1号館と比べると
とても明るく、きれいになったので、
勉強のモチベーションも上がりました。
特にW3棟の正面入り口を入ったとこ

ろに設けられている大きな階段が
印象的で、ロビー空間も広 と々してい
て、今までの校舎にはなかった開放感
があると思います。
　またトイレも女子大学らしく、かわい
い雰囲気で気に入っています。ピンク
で花柄のタイルが愛らしく、友人と
「かわいいね」といつも話しています。

食堂「リリー・ウエスト」の花柄の壁紙
など細やかなところも配慮されている
のが金城学院大学らしくて素敵だと
思います。
　ランチは「リリー・ウエスト」をよく利
用します。ここのランチセットがお気に
入りですが、どのメニューもおいしく、
明るく清潔感があり、居心地も抜群
なのでゼミの仲間たちとよく集まって
話します。就職の話や授業の話など
話題はさまざま。最近では卒業旅行
の話で盛り上がっています。
　4年間の学びの中で消費生活の
分野に興味を持ち、2年次からはFP
（ファイナンシャル・プランナー）の資格
を取るために勉強をして資格を取
得、希望の金融機関への就職も決ま
りました。新しいW3棟で学ぶのはあと
わずかですが、充実した日々を過ご
したいと思います。

ファッション造形実習室

W3棟とW2棟を繋ぐ2階スロープ

Interview

生活マネジメント学科4年

杉山 実希さん

■ デザインの細やかな配慮も金城学院らしくて素敵です
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　W3棟では実験室、実習室、ゼミ室
を利用しています。実験室では主に
生化学実験や解剖学実験、食品衛
生学実験などを行っています。実験
室が以前より広く、明るくなったと思
います。実験台も最新の材質に刷
新され、イスも座りやすく、引き出し
も使いやすくなりました。生化学実験

ではヒトやラットの血清に含まれる
成分を調べる実験をしたり、食品衛
生実験では大腸菌の培養、着色料
などの抽出をする実験をするので
すが、こうした実験もすべて快適に
行えます。調理実習室では、これまで
以上にシンクが広くなり、コンロも機
能的になり快適に調理実習ができ

ました。
　また実習室は、横に幅広くなり、以
前にも増して、学習しやすい配置に
なりました。栄養カウンセリング実習や
臨床栄養学実習などではグループ
ワークなどで幅広くなった実習室の
机の配置を生かして仲間と楽しく学
んでいます。
　ゼミでは仲間とともに「糖尿病の人
のための500キロカロリーのお弁当コ
ンテスト」に応募し、見事1次審査を
通過。来年1月に京都で開催される
第20回日本病態栄養学会年次学術
集会で発表する研究も進めていま
す。新しいゼミ室で意欲的に取り組
めた結果だと実感しています。
　新しいW3棟で栄養や健康につい
てしっかりと学び、将来はこの学びを
活かした管理栄養士になりたいと
思っています。

■ 実験室も調理室も広く明るく、使いやすくて快適です

　W3棟の中でも特によく使うのは、共
同研究室です。明るくて居心地がいい
上にさまざまな建築ソフトが入ったパソ
コンが完備されており、作業台も広く、資
料も豊富にそろっているので卒業制作
はほとんどこの研究室で行っています。
　また設備のよさだけではなく、普段
あまり顔を合わすことのない学生たち

と一緒になることもいいところ。話をす
ることで情報交換ができ、また新たな
視点からアイデアをもらったりできるの
で、研究もより一層はかどります。後輩
も利用するので、ときには教えたりす
ることもあります。
　製図室も気に入っている場所の
一つです。私たちの研究や作業はた

くさんの資料を広げて行うことが多
いのですが、新しい製図室は製図台
の間隔が広 と々しているので資料も
広げやすく、とても作業がしやすいで
す。製図板もコンパクトで使いやすく
なりました。静かな環境で作業に集
中できるので、授業の空き時間にもよく
利用しています。
　さらに1階のピロティも開放的でと
ても素敵だと思います。私はファッショ
ンショーを手がけたりするサークルに
所属していますが、今年の大学祭で
はピロティの屋外階段を利用して
ファッションショーを行いました。屋内
のショーとは違い、通りがかりの人も
見てくれてとても盛り上がりました。
　卒業後は内装デザインの会社へ
就職します。この場所で学んだ技術
やアイデアを仕事に活かして頑張り
たいと思います。

■ 情報交換の場になる共同研究室をよく利用します

食環境栄養学科3年

新木 万結さん

環境デザイン学科4年

吉田 奈津子さん



CLOSE UP
クローズアップ

薬
師
院 

は
る
み 

教
授

金
城
学
院
大
学 

文
学
部
日
本
語
日
本
文
化
学
科

京都大学大学院教育学研究科（図書
館情報学）博士後期課程研究指導認
定退学。博士（教育学）。2005年金城
学院大学に就任。専門分野は図書館
情報学、研究テーマは図書館職員論、
司書職制度、図書館行政。日本図書館
研究会、日本図書館情報学会、日本図
書館協会、大学図書館問題研究会、
中部図書館情報学会、日本図書館文
化史研究会所属。



　図書館サービス演習の2年生に、
先生の印象を伺いました。すると「とに
かく優しい先生」「話し方がおっとり
としている」「話題が豊富で楽しい」
という話が聞かれました。また「学生
のことを考えてくれて、授業もわかり
やすい」「わからないことがあればい
つでも研究室に来てくださいといっ
てくれる」という声も聞かれ、先生の
優しく温かい人柄が窺えました。

薬師院先生はどんな人！？
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■ 図書館の制度や経営を研究

■ 図書館学を通して、図書館の奥深さを知ってほしい

　大学を卒業してから全く別の仕事
をしていましたが体調を崩して職場を
離れました。その後、京都大学の東南
アジア研究所で非常勤の司書として
働くことになったのですが、そのとき
に図書館学の面白さに気づいたので
す。もともと本が好きで、勉強するうち
に「もっと本格的に学びたい」と思うよう
になり、京都大学の大学院に入って
５年間図書館学を研究しました。
　そのときから私が取り組んでいる研究
は図書館制度と図書館経営論です。
図書館の魅力は、敷居が低く誰もが
図書館に対してさまざまな意見をいえ
るところです。
　図書館は知識や文化の「身近な地
域拠点」をめざしています。地域ごとに
様 な々資料を集積し、それを日本中や
世界中で交流できるようになるのが理
想です。世界では目録記述の国際的
な標準規則（ＩＳＢＤ）も整備されてい
ます。しかしその理想に到達するため
には、やはり各図書館にきちんとした
技術と知識を持つ司書が必要となりま
す。最近は指定管理者制度を取り入
れる図書館もありますが、長期的な視
野に立った運営ができないことや、働
く人の待遇などが大きな問題になって
います。図書館が知識や文化の地域

拠点として世界中の図書館と交流でき
ることを目標にして、こうした研究を引き
続きしていきたいと思います。
　大学の授業では図書の分類や
目録について学ぶ「情報資源組織
演習」や、実際に図書館のカウンター
などで演習も行う「図書館サービス
演習」などを担当しています。また「何ら

かの形で図書館とかかわりたい」と研
究室を訪ねてきた熱心な学生たち
と勉強グループを作って、公立図書館
での活動も行っています。夏に阿久比
町立図書館で行った紙芝居が大
変好評でしたので、今後もさらにこう
した活動の場を作ることができたらと
考えています。

　私は常々、図書館は社会の縮図だと
考えています。各時代の公共図書館の
蔵書を調べると価値観や時代背景が
わかるのです。たとえば、昔のヨーロッパ
では本を多く持つことが権力の象徴で
した。また19世紀のアメリカでは、有識
者が選ぶ良書を人々に読ませるため
に、検閲は当たり前でした。現在の図書
館はあらゆる情報を集めて、市民に考

える機会を与える役割を担っています。
学生たちには、こうした奥深さをぜひ
知ってほしいと思っています。また情報
が膨大な現代だからこそ、自分がほし
いと思う情報を手に入れるのは難しい
もの。図書館サービス演習などで正しい
情報整理や入手の技法を学び、社会
や家庭生活で役立てながら、豊かな人
生を歩んでもらいたいと願っています。

「知識や文化の身近な地域拠点」の理想のために、図書館制度や図書館経営論の研究を続けられる薬師院はるみ先生。

非正規職員の問題や指定管理者制度の問題など、さまざまな問題について熱心に研究を続けていらっしゃいます。

また授業のかたわら、「図書館にかかわりたい」という学生と勉強会を開き、公共図書館での活動も展開。

「図書館学で身につけた情報整理の知識や技術を将来に役立ててほしい」と日々熱心に指導にあたられています。

“社会の縮図”の図書館で情報整理を学び、
将来に役立てて豊かな人生を歩んでほしい
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金城学院中学、高校に学び、金城学院
大学入学。同大大学院文学研究科国
文学修了。非常勤講師ののち2000年か
ら金城学院高等学校専任教員に。金城
学院中学校でも教鞭を執り、現在は
高等学校で国語科を教える。2015年
から生徒課長。



　管弦楽部や授業を受け持つ３年
生に先生の印象を伺いました。「図
説やゲームなどを使った授業が楽し
い」「古典の世界が広がるお話をし
てくださる」と授業のわかりやすさが
評判です。授業以外でも「面白い
先生で話しかけやすいです」「思い
やりあふれる先生」と、朗らかで親し
みやすく生徒から慕われるお人柄が
窺えました。

鬼頭先生はどんな人！？
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■ 古典を通じ感じてもらいたい豊かで美しい日本語の表現

■ 変わらず受け継がれてきた金城生としての心を大切に

　小学４年生のときの担任の先生が
万葉集や古今和歌集、百人一首のほか
松尾芭蕉の作品などを機会がある
たびに教えてくださいました。教科
書にはまだ出てこない内容でしたが
とても楽しく感じました。その影響で、中
学では古典が好きになりました。教師
の道を選んだのも、古典の奥深さを伝
えたいと思ったからです。
　中学から高校、大学、大学院と金
城学院に学び、中・高６年間はグリー
クラブに所属して部長を務めました。
当時はメサイアも生徒たちが主体と
なって作り、部活動は自分たちで行
うという主体性を学ぶことができた
と思います。部長として指揮を経験
させていただいたのもよい思い出
です。
　部活動など学校生活を通じてでき
た友人は、今でも会えばすぐにわかり
合えます。やはり共通の思い出がある
のは安心ですし、職場や生活環境が
変わっても心は同じだと感じてい
ます。生徒たちにもぜひ、今の友人
関係をずっと大切にしてもらいたい
と思っています。
　授業では古典を担当しています
が、生徒たちに古典から学んでほし
いのは言葉の美しさです。本や人の

言葉からでも、常に感性のアンテナを
張って正しく美しい言葉を一つずつ
自分のものにしてほしいと思います。
新校舎の完成でメディアライブラリー
も広く使いやすくなったので、もっと利
用してほしいと思います。また美しく豊
かな言葉を学んだら、次はそれを自分
の言葉で表現し、伝える機会を作っ

てもらいたいと願っています。
　また古典は難しい言葉のように思わ
れがちですが、同じ日本語です。わか
らないと思って終わりにするのでは
なく、わかるところから広げていって
ほしい。言葉そのものにこだわるの
ではなく、古典の世界そのものを楽し
んでもらいたいと思っています。

　学校は勉強だけでなく、心を育て
る場所でもあります。生徒たちは毎
朝、礼拝で神様から素晴らしいメッ
セージをもらっています。それはきっと
将来、心の糧になるはずですから、
大切にしてほしいと思っています。
　現在、金城学院は新校舎の建設
など環境が変わりつつあります。しか
し、金城生の心の中にはいつの時代

も変わらないものがあります。それは
神様の存在です。神様に見守られ
る安心感に包まれて生きることの
幸せをこれからも生徒たちに伝え
ていきたいと考えています。また
学校生活を通し、自分が輝ける何か
を見つけ、勉強だけではなく人間と
してもっと成長してほしいと願って
います。

古典文学の奥深さと、美しい日本語を伝えたいとの想いから教職への道を選んだ鬼頭先生。

神様の愛に包まれた学校生活の中で「生徒たちには勉強だけではなく人間としての成長を期待しています」とおっしゃいます。

また「受け継がれてきた心と与えられる言葉を大切にして、将来の糧にしてほしい」とも。

生まれ変わっていく学び舎と、ご自身の中にも息づく金城スピリットを感じながら、日々生徒たちの指導にあたられています。

神様から与えられた言葉と心を大切に
自分が輝ける何かを見つけてほしい
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■ ホームカミングデイコンサートやキャンパスツアーも開催 ホームカミングデイ開催を終えて
金城学院大学 学長

奥村隆平

金城学院大学で第一回ホームカミングデイ開催

　みなさま幸せそ
うな表情で、ご満
足いただけて安
心しました。これを
機に多くの卒業
生を再びお迎えできるよう、来年以降も
継続した開催を予定しています。
　ハンドベルの体験イベントでは、みな
さまが積極的に壇上に上がる姿を見
て、物怖じしない明るさの中に金城学
院らしさを感じることができました。また
新しくなった建物とともに、「頑張ってい
る今の大学の姿」を見ていただけてと
ても良かったと思います。大学が頑
張っていればそれを誇りに卒業生も頑
張ることができます。その責任を重く捉
えながら、卒業生が気軽に足を運ぶこ
とができる開かれた大学づくりにこれ
からも取り組んで参ります。

※ホームカミングデイは「みどり野会」維持会員、
入学後25年、45年の卒業生を対象に開催しま
した。来年以降も開催を予定しておりますので、
ぜひお誘いあわせの上、ご参加ください。

　10月8日、大学が主催するはじめて
のホームカミングデイが開催されまし
た。かつての学び舎を懐かしむ声に包

まれてはじまった歓迎セレモニーでは、
参加した卒業生全員で讃美歌と校歌
を歌いました。そして再び集えた喜び
を分かち合いました。
　会場では学生が企業と連携し、企
画・開発に携わった商品の紹介や販
売も行われ、各ブースとも大盛況。学
生たちの活躍に訪れた卒業生からは
応援の声が上がっていました。

　用意された軽食を囲み、懐かしい
思い出を語り合ったあとは、現在の
大学を知っていただくためのさまざま
なプログラムへ参加。エラ・ヒューストン
記念礼拝堂ではホームカミングデイ
コンサートが開催されました。
　新しい礼拝堂に感動の一同。ハンド
ベルクワイアによる見事な演奏や、文学
部音楽芸術学科ヴォーカルアンサン

ブル「リリー・ミューズ」の透き通った歌
声にみな聞き入っていました。
　キャンパスツアーでは学生がアテンド
し、新しく竣工したN1・N2棟やW3棟、
アニー・ランドルフ記念講堂などを歩き、
建物が持つ役割や学生の活動などを
紹介しました。途中、卒業生が話す40
年前の寮や講堂などの思い出に、案
内役の在学生が伝統を感じ驚く場面
もありました。
　小学4年生のお嬢さまとともに訪れ
た加藤清乃さんは、自分が学んだ場所
を見てほしい、そしていずれ金城学院大
学で学んでほしいという思いで参加。
お嬢さまも大好きな音楽を学ぶことが
できる環境に大満足の様子でした。

　こうした声を受け戸苅創理事長は
「金城学院全体で卒業生は90,830名
にものぼります。社会で活躍を続けら
れている卒業生を迎えることで、大学
も活性化していってほしい」と挨拶。参
加した卒業生は母校で思い思いの時
間を過ごしました。

卒業生を案内する文学部2年の吉野美紀さん

産学連携による開発商品を展示販売するブース

ホームカミングデイコンサートの様子

■ 大学に集う150名を超える卒業生
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KINDERGARTEN 子どもを取り巻く変化に対応する幼稚園へ

　幼稚園では子育て支援活動とし
て、在園児を対象とした「預かり保育」
や入園前の2歳児を対象とした「2歳
児プレ幼稚園」、保護者と一緒に園庭
を創り上げていく「園庭ワーク」などを
行ってきました。そして今年、新たな
子育て支援活動として、「2歳児園庭
開放デー」を実施。幼稚園が夏休み
に入った7月と8月に三回行い、各回
20組の親子を募集、のべ60組の親
子が来園しました。
　夏の暑い時期ということもあって、
園庭にはビニールプールも用意。子ど
もたちは水着に着替えて水遊びや

ウォータースライダー、泥んこ、と思い
思いに遊んでいました。特にいつも
幼稚園の子どもたちが滑っている
ウォータースライダーに「やりたいやり
たい！」と目をキラキラさせながら滑り
に行く姿が印象的でした。また「滑って
みたいけれど、怖そうだなぁ…」という
子どももいましたが、保育者とともに
滑った後に「もう一回！」と急ぐようにし
て順番待ちの列の後ろに並ぶ子も多
く見られました。
　この2歳児園庭開放デーで出会っ
て、仲良くなった子どもたちの姿も見ら
れました。「これ、使う？使いたい？」と

玩具の貸し借りをしている子どもたち
や、広い園庭を元気いっぱいに走る姿
も印象的でした。
　少ない人数での開催だったことも
あり、保護者の方からも「安心して
遊べる」「公園や家では、ここまでの
泥んこはできない」と好評の中での
終了となりました。家族の在り方という
環境の変化だけでなく、昨今の住宅
事情や治安や衛生上の問題から子ど
もたちの遊び場という物的環境の変化
を感じます。そのようなめまぐるしい環境
の変化の中、今後の幼稚園としての
在り方もさらに模索していきます。

■ 「満3歳児保育」を新たにスタート

　2017年度より満3歳児保育をスター
トします。保育園では2歳児として受け
入れている満3歳の誕生日を迎えた
日から入園し保育を受けることが出来
ます。この時期は子どもの個体差が
著しく生活習慣の自立も個人差がとて
も大きいため、丁寧にかかわる必要
のある大切な時期でもあります。
　クラスは12人定員の満3歳児のみ
の少人数で編成。一斉入園ではなく
満3歳の日から社会生活をはじめる

ことが出来るため、子どもが無理なく
ゆっくりと社会生活に慣れていくこと
ができます。年少児になるときは4月
生まれの子と3月生まれの子との間に
はまだまだ心身ともに大きな発達の
差がありますが、一人ひとりの違いを
受け入れつつ、縦割り混合クラスの
中で生活します。今後満3歳児クラス
に使用するためになくなる「絵本の
部屋」を惜しみつつも、その引っ越し
を子どもたちが率先して行ってくれた

ことに、頼もしさと優しさが感じられま
した。本園が実施している3歳児・4歳
児・5歳児が一緒に生活する縦割り
保育の中で、満3歳児保育がはじまる
ことにより、さらによい影響を与え合う
ことと期待しています。またこうした
新しい取り組みの中でも絶えず何が
誠に子どもたちの幸せとなるのかを
祈り求めつつ検証し、子育て世代に
発信し続ける幼稚園であり続けたい
と願っています。

■ 「2歳児園庭開放デー」に多くの子どもたちが参加
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日英ヤング・サイエンティスト・ワークショップに参加
UK-Japan Young Scientist Workshops.

仲間とともに英語での研究発表を体験
視野を広げ、科学の楽しさを実感
仲間とともに英語での研究発表を体験
視野を広げ、科学の楽しさを実感

　去る7月31日から8月6日まで、高校
3年の平林茉莉亜さん、酒井理紗さ
ん、2年の大久保美卯さん、1年の鈴
木暖生さんが「日英ヤング・サイエン
ティスト・ワークショップ」に参加。さまざ
まなテーマのワークショップでディス
カッションや研究、発表を行いました。
　これは日本とイギリスの高校生を対
象に、科学を学び、科学知識を応用
することにチャレンジする機会を提供
するために英国のクリフトン科学財団
が約10年前から行っているものです。
今回は「女性研究者の育成」がテー
マ。平林さんら4人を含む全国の高校
生16人とイギリスの高校生16人が参
加し、名古屋大学で行われました。
　英語でのワークショップということ
で、事前にファーザーズ先生の指導
の下、英語でのディスカッションを練習
して当日を迎えました。平林さんは教育
発達科学、酒井さんは生命農学、大久
保さんは保健学、鈴木さんは医学系
とそれぞれ異なるワークショップに分
かれ、活動しました。

「最初は言葉の壁があって大変でし
た」とみなさん口をそろえます。しかし
同じチームの仲間に助けられたとも。
「イギリス人のチームメイトと意見が食

い違ったこともありましたが、頑張って
自分の意見を伝え、理解してもらい
ました」と話す酒井さん。また大久保
さんも「研究は難しかったけれど、
英語が得意な仲間に助けてもらいな
がら頑張りました」と話します。また
平林さんは「世界を舞台に経験をし
ている仲間の話を聞き、自分ももっと
多くの経験をして強い意志を持つ
人になりたいと思いました」といい、
鈴木さんは「違う地域から来た同世
代の人たちと触れ合って視野が広
がりました」とも。今までにない経験
を通して、自分自身の成長を感じること
ができたようです。
　ワークショップの最後は各チームが

研究の成果を発表しました。「準備は
大変でしたが、グループ全員でまとめ
ることができてよかったと思います」と
4人とも達成感を感じ、終えることがで
きました。
　今回、指導にあたられた柳瀬公代
先生は「他校やイギリスの生徒と一緒
に問題解決をすることは刺激になった
と思います。また“使うための生きた
英語”を学ぶことができたと思います」
といい、「4人にとってこの体験は一生の
宝物になったことでしょう」と話します。
かけがえのない体験で視野と可能性
を広げられた4人の6日間の成果は、
2月22日のディグニティ学年プレゼン
テーションで発表される予定です。

左から平林さん（3年生）、酒井さん（3年生）、柳瀬先生、大久保さん（2年生）、鈴木さん（1年生）
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■ さらに美しくなった音色で練習もより意欲的に

　今年3月、中学校と高校のハープアン
サンブル部に、銀座十字屋の中村会長
から新しいハープが寄贈されました。
「古いハープは創部以来40年余にわ

たって大切に使われてきましたが、だ
んだん音程が定まらなくなってきてい
ました」とハープアンサンブル部の
コーチをされている三宅百合子さん

は話します。「もともと
聖書を販売されていた
銀座十字屋様が金城
学院のキリスト教教育
に共感してくださり、今
回の寄贈の運びとなっ
たのです」。
　中学校に11台、高校
に9台寄贈された新し

いハープに生徒たちも「音が明るく
なって嬉しい」「運びやすくなった」と
大喜び。合同演奏のイベントに向け
て練習を行っています。また「いろい
ろな場所で、多くの人に聴いてもらい
たい」「中学、高校の合同演奏をもっと
たくさん行いたい」と意欲的に。新し
いハープとともにさらに練習に励んで
いきます。

■ 愛知県大会、東海大会では好タイムで見事１位に

中学３年の本多夏さんが
背泳ぎで全国大会に出場！

　去る８月17日～19日に新潟県長岡
市で行われた「全国中学校水泳競
技大会」に、中学３年の本多夏さんが
背泳ぎで出場。１分６秒34の記録を出
しました。
　全国大会へ出場するためには、県
大会で規定の記録を突破する必要
があります。本多さんは７月に行われた
「第70回愛知県中学校総合体育大
会」で自己ベストとなる１分５秒36を出
して見事１位に。また８月に行われた
「第38回東海中学校総合体育大会」
でも、１分６秒28で１位に輝きました。

　幼稚園のころから、お父さんについ
て水泳を習ったという本多さん。はじ
めはバタフライでしたが、中学２年から
背泳ぎに転向しました。いつもは中学の
水泳部で２km泳いでから、水泳クラブ
で約７km泳ぐといいます。「ときには
タイムが伸びずに悩むこともあります

が、コーチに相談して気分を変えて、
１本１本集中して泳ぎます」と話します。
　「ベストタイムが出たときは本当に
嬉しいです。もっとうまくなりたいから
頑張りたいと思っています」と週に6日
は泳いでいるそうです。また自己管理
もしっかりと行い、水泳だけではなく、
勉強も頑張っています。今後の目標は
11月12日に行われる東海選手権水泳
競技大会で１位を獲ることが目標。
「愛知県の代表として貢献できるように
頑張りたい」と意気込みを話す本多
さんの活躍を期待します。

JUNIOR
HIGH

SCHOOL

中学、高校のハープアンサンブル部に
新しいハープ全20台が寄贈される
中学、高校のハープアンサンブル部に
新しいハープ全20台が寄贈される

JUNIOR
HIGH

SCHOOL

HIGH
SCHOOL
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　金城学院維持協力会は、「金城学
院の教育活動に対する支援と、さまざ
まな社会環境の変化に対する適切な

助言を行うことによって、金城学院の
維持・発展に寄与すること」を設立の趣
旨とし、2011年度に発足されました。

現在、東海地区を代表する有力企業な
ど法人会員74社、個人会員9名にご賛同
いただき、ご入会いただいております。

金城学院維持協力会

　この度は、金城学院へのご寄付、
心より感謝申し上げます。今号では、
2016年6月から2016年10月末日までに
ご寄付いただいた方々のご芳名を掲
載し、深く感謝の意を表します。
　今、日本の教育現場そして金城学院
の生徒・学生たちが卒業して活躍する
社会環境は、日々 変化しています。移り
変わる時代に対応するために、金城学
院では、諸設備及び教育研究環境の

充実を図り、教育効果の向上を期す
るための取り組みを行っております。
　2012年度より10年かけて中高大の
教育施設の大規模リニューアル
（KMP21）を進めています。また、金城
サポート奨学金をはじめとして13種も
の独自奨学金制度を用意し、約1600
人の学生・生徒が利用しています。内
外の教育環境の充実を図り、学生・生
徒たちが安心して学び、過ごせる学

院づくりを推進しています。
　これらの取り組みを推進またはサ
ポートするためには多大な経費が必
要です。福音主義キリスト教に基づく
女性教育、全人教育、国際理解の教
育の想いを堅持してきた先人たちの
想いを確実に次につなげるため、教
職員一同より一層努めてまいりますの
で、今後とも温かいご支援を賜ります
よう心からお願い申し上げます。

金城学院目的指定寄付金

寄付金ご芳名録
智　子
尾　上
幸　子

せい子
瑞　穂
龍一郎
雅　代
永梨香
聖　士
華　帆
隆　司
昭　子
稲　穂

正　樹
慶　子
謙　次
幸　雄
久　子
美佳子
春　子
輝　子
紀美子
逸　子
麻規子
雅　子

泰　啓
哲　也

信　義
秀　雄
保　夫
和　美
礼　子
恵　理
有美佳
富　子
明　子
祥　子
良　美
久　恵
晃　資
桂　子
照　子

壽　子
潮　音
伶　子
敦　子
由美子
葉　子
真木子
季代子
倍　子
美枝子
美弥子
暁　子
かほる

美　江

学生・生徒へ
キャンパス環境整備へ
文化事業へ
国際交流へ
地域との交流へ
学院全体へ
その他
総　　　　　計

 420,000
1,133,000
55,000
30,000

0
420,000
506,240

2,564,240

寄付目的 寄付金額（円）

卒業生
在校生ご父母
一般有志
教職員(元教職員含む)
その他
総　　　　　計

47
28
2
5
12
94

寄付者 件数

（2016年6月～2016年10月末日までにいただいたご寄付をご報告させていただきます）

斎　藤
分　部
茅　壁

田　中
櫻　井
坂　口
小　村
今　枝
松　田
市　川
清　水
中　川
横　地

畔　柳
家　田
森　
稲　垣
水　野
種　田
伊　藤
月　原
馬　場
杁　山
川　瀬
高　橋

山　本
林　

森　川
荒　居
犬　飼
山　口
酒　井
植　田
植　田
坂　本
野　田
中　村
相　羽
川　口
早　川
肥　後
粕　谷

大　平
加　藤
高　井
立　木
中　島
関　　
田　中
細　田
堀　  
鵜　木
吉　仲
鈴　木
藤　原

桜　庭

すゞ枝
直　哉
　芳
　渉
佳代子
延　子
慎　吾

稲　垣
戸　澤
山　口
上　條
長　坂
坂　野
梅　田

　浩
絢　子
嘉奈女
和　成
　肇
淳　午
珠　実

今　枝
佐　藤
鈴　木
鯉　江
成　田
井　戸
伊　東

啓　子
貫　幸

阪　根
小　塚

維持協力会ご芳名録

愛知株式会社
株式会社アイワット
株式会社明石スクールユニフォームカンパニー
アット・ワンス株式会社
株式会社アド・アート
株式会社アドマテックス
天野商事株式会社
大沢フォート
株式会社オティックス
株式会社カミヤマ
株式会社河合楽器製作所
株式会社キクタケ
教育産業株式会社
株式会社杏林堂薬局
金城学院大学生活協同組合
株式会社きんでん　中部支社
グリーンシティケーブルテレビ株式会社
株式会社sus4
株式会社三晃社
株式会社産通　名古屋支社
サンメッセ株式会社
株式会社シーアールイー
株式会社シーオーエー
株式会社ジェイエスティ
敷島製パン株式会社
株式会社正文館書店
株式会社進研アド

株式会社新東通信
スギホールディングス株式会社
株式会社スギヤマ薬品
セクダム株式会社
株式会社瀬古写真館
瀬戸信用金庫
株式会社大学通信
大成建設株式会社　名古屋支店
大成有楽不動産株式会社　名古屋支店
ダイダン株式会社　名古屋支社
大日本印章株式会社
医療法人高田 ライフ健康クリニック
中央電気工事株式会社
株式会社中京テレビサービス
株式会社中部キャラバン
中部電力株式会社
電子システム株式会社
東海東京証券株式会社
東邦ガス株式会社
東洋熱工業株式会社　名古屋支店
株式会社トーエネック
トリニティー株式会社
有限会社永井抱陽写真館
株式会社中日本造園土木
株式会社名古屋観光ホテル
株式会社名古屋銀行
名古屋トヨペット株式会社

株式会社名古屋ピアノ調律センター
名古屋ビルサービス株式会社
日本管財株式会社
株式会社日本ドリコム
ネッツトヨタ東名古屋株式会社（キリックスグループ）
株式会社ファインメディカル
福玉精穀倉庫株式会社
株式会社プランナーズランド
株式会社朋和商事
株式会社マイナビ
丸善雄松堂株式会社　名古屋支店
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱地所設計
三菱電機株式会社　中部支社
メイティックス株式会社
株式会社名北調剤
盛田エンタプライズ株式会社
株式会社八神製作所
株式会社ヤマハミュージックリテイリング
リンナイ株式会社

浅井清司　大島寅夫　岡本浩延　野田清衛
橋本修三　山田隆雄　吉岡　肇　𠮷田大士
※個人の方、１名芳名掲載辞退

■法人

■個人

（敬称略 順不同）

※匿名希望16件
　同一寄付者による複数回の寄付3件

株式会社ファインメディカル

金城学院高等学校
  PTA会長 半谷眞一

BALISSAT 美奈（鈴木）
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C h r i s t m a s  S p e c i a l  C a l e n d a r

■日　時
■場　所

■説教者

■特別讃美

12月15日（木）17：00～18：00
金城学院大学
アニー・ランドルフ記念講堂
高橋 潤 先生
（日本基督教団中京教会牧師）
　大学クワイア、
　大学ハンドベルクワイア

大学クリスマス礼拝

金城学院大学

金城学院高等学校

■出　演

■日　時

■場　所
■入場料

高校ハンドベルクワイア
（大学及び中学ハンドベルクワイア
 も賛助出演します）
12月22日（木）
17：３０開場　18：００開演
中電ホール
無料（入場にはチケットが必要です）

ハンドベルクワイア定期演奏会

■出　演
■日　時

■場　所

中学・高校ハープアンサンブル部
2017年3月18日（土）
13：0０開場　13：3０開演
金城学院高等学校 榮光館

ハープアンサンブル部定期演奏会

■日　時

■場　所

2017年3月22日（水）
17：15開場　18：００開演
愛知県芸術劇場コンサートホール

グリークラブ第38回定期演奏会

■出　演

■日時・場所
　◎12月10日（土）12：００、15：００、17：００
　　中日ビル（中学3年以上）
　◎12月15日（木）16：30
　　名古屋逓信病院（中学３年以上）
　◎12月22日（木）17:15
　　公立陶生病院
　　（中学１年～高校３年全員）
　◎12月24日（土）13:30
　　SMBCパーク栄（高校生のみ）
　　鑑賞希望者は要予約
　◎12月24日（土）16:30
　　ミッドランドスクエア
　　（中学３年以上）
　◎12月25日（日）16:30
　　ミッドランドスクエア
　　（中学３年以上）
　※開始時刻は変更されることがあります。

高校グリークラブ
（中学グリークラブも出演します）

キャロリング

■出　演
■日時・場所
　◎12月11日（日）11：45
　　日本基督教団春日井教会
　◎12月23日（金）14：00
　　日本基督教団刈谷教会
　◎12月24日（土）10：３０
　　キリスト教社会館発達センターあつた
　◎12月24日（土）15：0０
　　名古屋港水族館
　◎12月25日（日）15：００
　　ラシッククリスマスステージ

高校ハンドベルクワイア

クリスマスハンドベル演奏

金城 学院高等学校

■日　時
■場　所

12月15日（木） 9：50
金城学院幼稚園

クリスマス讃美礼拝（親子）

■日　時
■場　所

■プログラム
　◎礼拝
　◎金城学院大学
　　ハンドベルクワイアミニコンサート
　◎年長児キャロリング
　※15：30頃より名鉄瀬戸線大森・金城学院前駅にて

12月17日（土） 13：30
金城学院大学
アニー・ランドルフ記念講堂

クリスマス親子礼拝

金城学院幼稚園

定期演奏会のご案 内

■日時・場所
　◎12月18日（日）10：3０～12：3０
　　日本基督教団名古屋西教会
　◎12月23日（金）17：0０～19：0０
　　日本キリスト改革派津島教会

ハープアンサンブル部

金城学院中学校

■出　演
■日時・場所
　◎12月10日（土）15：００
　　NTT西日本東海病院
　◎12月11日（日）14：00
　　栄聖書教会
　◎12月17日（土）13：００、14：30
　　明治村（入場料有料）
　◎12月24日（土）15：３０
　　ミッドランドスクエア
　◎12月25日（日）15：３０
　　ミッドランドスクエア

中学ハンドベルクワイア

ハンドベルクワイアのクリスマス

■日時・場所
　◎12月10日（土）10：0０
　　みどりの会クリスマス　
　◎12月10日（土）15：0０
　　NTT西日本東海病院クリスマス会
　◎12月25日（日）14：0０～15：0０
　　日本基督教団中京教会

ハープアンサンブル部



柴田　自分とは違う考えを持つ友達と

出会えるところです。先生方がそれ

ぞれの生徒に合った対応をしてくださ

るのもこの学校の魅力だと思います。

越智　みんながパワフルで積極的な

ところです。団結心もあって、みんな

で楽しんで頑張ろうという姿勢も素

敵です。そんな金城生が大好きです。

　生れたイエス様を探し出して宝物を捧げた星の学者達。
彼らは星の調査・観測から得た情報を自らへの「知らせ」と
受け止めて行動し、ついにその事実に出会い感動し感謝
したのでした。
　聖書は、主の降誕物語をマリアや羊飼いなど様 な々人物の
目線で語り、私達がそれぞれ異なる立ち位置にあってもクリ
スマスに繋がっていることを示しつつ、「受け止め・行動し・
出会う」との前へ踏み出す勇気を与えています。
　それぞれ異なる生活を送る私達が、クリスマスの一点で
繋げられているとは何と素敵なことでしょうか。一人一人が
一歩踏み出し、共に主の御前に集う群れとさせていただき
ましょう。

マタイによる福音書第２章９－１０節
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with Dignity = 金城女学校・第6代校長 エラ・ヒューストンが、外出する生徒に「金城の生徒として “You must have dignity”」と話しかけたことに由来しています。“dignity”は、尊厳・品位の意。

本誌「with Dignity」は、金城学院のホームページ（http://www.kinjo-gakuin.jp/）でもご覧いただけます。ご意見、ご感想をお寄せください。
（また、現在お送りしております方で、住所変更や購読中止を希望される方もホームページからご連絡ください。）

金城学院中学校3年

金城学院中学校の魅力は
何だと思いますか？

柴田 栞里さん

金城学院中学校3年

越智 佳奈子さん

Q　&　A

01

後藤田 典子 （金城学院中学校宗教主事）

これからの夢や展望を
教えて下さい。02 中学に入って、自分が

変わったと思うことは？03
柴田　人が何を思い、どんな風に考え

ているのかを知ることに興味がありま

す。将来は心理カウンセラーになって、

人の役に立ちたいと思っています。

越智　中学で英語を学んでから、英語

が好きになりました。将来は語学を

活かした仕事をしたいと思っています。

留学にも行きたいと考えています。

柴田　相手の気持ちを考えられる

ようになったと思います。相手が自分

をどう見ているかを考えて行動する

ことができるようになりました。

越智　みんなが元気で積極的なので、

自分も影響されて積極的になりまし

た。授業中でもたくさん手をあげて、

意見をいえるようになったと思います。

33年

子子さん

金城学院院

柴田

私にとっての金城学院 vol.02

みどり野会（同窓会）より

◎お問合せはみどり野会事務局まで
本　部　ＴＥＬ.０５２－９３１－４４８０（中学校白百合館1階）
分　室　ＴＥＬ.０５２－７９８－０１９３（大学本部棟4階）
H　P　 http://www.kinjo-midorino.com
※活動情報は会報「みどり野９８号」をご覧下さい

みどり野会からのお知らせ

みどり野会は1903年に設立された金城学院の卒業生が集う会です
『みどり野会』という名称は大正９年（１９２０年）
旧約聖書詩篇第２３篇から名付けられました

「主はわが牧者なり われ乏しきことあらじ
主は我をみどりの野にふさせ いこいの水濱にともなひたまふ」

神さまによってこの学院に集められた私たちが
卒業後母校に集まり いこいの時を過ごす場という意味で
「みどり野会」はいつも皆さんと共にあるのです

ぼくしゃ とも

われ のしゅ みぎは

クリスマスメッセージ

『さあ、ベツレヘムへ行こう』

「彼らが王の言葉を聞いて出かけると、
東方で見た星が先立って進み、

ついに幼子のいる場所の上に止まった。
学者たちはその星を見て喜びにあふれた。」

クリスマス讃美礼拝
■日　時／２０１6年１2月10日（土）１0：30～13：30
■場　所／金城学院中学校 白百合館礼拝堂
　　　　　　（愛餐会は白百合館一階ホールにて）
■礼　拝／日本基督教団名古屋中央教会 草地 大作牧師
■演　奏／小川 和代さんによるオーボエコンサート
　　　　　オルガン伴奏 伊藤 まり子さん

2017年度 総　会
■日　時／2017年4月15日（土）10：00～14：00
■場　所／ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋にて
■礼　拝／金城学院中学校宗教主事 後藤田 典子先生

2017年度 修養会
■日　時／2017年7月1日（土）
■場　所／金城学院高等学校 榮光館 新しい校舎の見学
■礼　拝／金城学院高等学校宗教主事 沖崎 学先生
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