
専
攻
科
福
祉
専
攻 

生
活
支
援
技
術
Ⅱ「
経
管
栄
養
の
演
習
」の
様
子

P1──特集１／豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻20年の歩み
活躍する卒業生たち
実習施設と実習指導者から
同窓生組織「福祉の里」を設立

P3──特集２／地域の健康を支える活動
地域の健康支援のための公開講座（特定研修施設との連携講座）
スポーツ傷害予防教室 
高度リハビリテーション人材育成センター第3回特別講演会

P4──特集３／地域の未来を創造する活動
業界のビジネスリーダーから学ぶ特別講演会 
SOZO起業塾同窓会発足
SOZO起業塾OB向け拡大講座

P5──研究室から
P7──SOZOトピックス

創造学報
 Toyohashi Sozo University News

地域・職業教育・人間教育

2022.春号
VOL.45



1│創造学報

特集1 地域の未来を創造する活動
豊橋創造大学短期大学部専攻科福祉専攻20年の歩み

地域の介護福祉職の
育成をめざす

　専攻科福祉専攻は、保育士資格の
保有者が、1年間の学修で介護福祉士
の取得を目指すことができる専攻科（定
員20人）として2002年に発足しました。
初年度の入学者は20人。8割が社会
人で、親の介護が始まる世代が多く、半
数が 40代以上でした。1回生は、今後
の就職先を広げるためや、女性の資格と
して興味を持ったなど、様々な思いを抱
いて入学し、卒業後は、ほとんどが介護
の現場に就職しまた。その後も1回生とは、
様 な々形でつながっています。
 　2回生以降は、「保育の仕事は今し
かできない」と、専攻科卒業後、保育の
現場に就職する学生が多い年もありまし
た。介護福祉士の免許をもって保育園
に就職し、統合保育に関わり、障害児の
発達支援に携わっている卒業生もいます。
　これまでの 20年間で、229人の卒業
生を社会に送り出しました。

学び、考え、体験を通して、
1年間で育成

　専攻科福祉専攻では、人間の可能
性を引き出す知識と技術について、子ど
もからお年寄りについて教えてきました。
 　その人（子）がおかれている環境を見
据え、生活力に注目し、一人ひとりの「尊
厳」を考えて支援していくことを伝えてきま
した。学生たちは、「生きていくうえで何が
大事なのか」を学び取る機会になったと
思います。
　人は一人では生きていけません。人と
してより良く生きていくためには誰かの支
援が必要となり、その誰かによって、人生
の質が変わります。実際に、家族だけで
は負いきれないことがあります。こうした状
況の中で、より良く生きるためには「自立
支援」が必要となり、その人らしい人生を
歩ませることができるのが、介護福祉士で
あると説いてきました。
  専攻科福祉専攻（1年課程）の学生に
は、ベースに保育があり、人と人とのかか
わりの中で育んできたコミュニケーション
能力などが身に付いており、介護福祉士
を目指すうえで、大きな力となっています。
このように専攻科福祉専攻は、保育士と
介護福祉士の専門性を有する人材育
成ができたと思います。

「尊厳」を護るべき人に

 　老いも死も当たり前のことで、始まりが
あれば終わりがあります。福祉職は、人
の始まりから終わりまでに携わることができ
る職業であり、自分の人生の中でも活か
していくことができます。
　学生たちは専攻科福祉専攻の学び
のなかで、常に命の「尊厳」と向き合って
きました。その体験を活かし、「尊厳」を
護るべき人、護り得る人になって欲しいと
願っています。
　20年間、福祉の心を育てる教育をし
てきました。コロナ禍の今日にあっては、
人間の生きる価値を大切にできるスペ
シャリストとして、それぞれの現場で自信と
誇りをもって活躍して欲しいと願っていま
す。

第１回“福祉”情報展（2004年）開催 「介護福祉基礎学」の授業で実施した地域貢献活動

難聴の子供に音楽届け隊　目で音楽を見るプロジェクト

“福祉”情報展 2007特別企画「心の創造展」

短期大学部専攻科福祉専攻が、2021年度（2022
年3月31日）で閉科します。2002年の開科から、福
祉における地域課題に取り組み、介護福祉専門職
を育成し、20年間で229人の卒業生を輩出しまし
た。専攻科長を務めた大林博美教授に、20年の
歩みと卒業生への思いを伺いました。

専攻科長を務めた
大林博美教授



創造学報│2

卒業生の声・同窓生の会「福祉の里」スタート

活躍する卒業生たち

実習施設と実習指導者から
同窓生組織「福祉の
里」を設立。絆をつなぐ。

　11年間、市内幼稚園に務めたあと、開科したばかりの専
攻科福祉専攻に入学しました。将来的に担うかもしれない
家族の介護を考え、勉強しておきたいという思いと、1年間で
学べること、母親が勧めてくれたことも力になりました。介護の
仕事が自分に向いているかどうかも、1年かけて考えようと思い
ました。専攻科の１年は、とても充実したものでした。施設見
学や実習で出会った利用者さんを通して、大林先生の講義
で学んだ、自立支援のむずかしさと大切さ、「尊厳」の在り方
が、今の私が取り組む介護の根底にあります。介護の現場
で19年。受け入れ実習施設の担当者として、学生たちと向
き合うようになりました。私たちが専攻科福祉専攻で学んだ
倫理観と「尊厳」を守る介護を、私たちに続く世代につなげ
たいと思っています。

　専攻科福祉専攻を卒業したあと、障害者就労施設の「どんぐり
の会」に就職し、現在、グループホームのサービス管理責任者をし
ています。弟に障害があり、親の大変さを見てきたので、少しでも親
を支えることができたらと考え、介護福祉士の資格取得を目標に、
短大部の幼児教育・保育科に入学し、専攻科福祉専攻に進みま
した。就職をしてからも、先生たちのバックアップを感じ、創造大で
学んだことが強みになっています。きついことがある仕事ですが、利
用者さんが今できることを維持するだけでなく、成長を感じられたとき
にやりがいを感じ、笑顔になってくれたときには喜びがあります。「やり
がいは自分で見つけるもの」と思っています。そのやりがいを見つけ
た時に、「このために頑張ってきたんだ」とわかります。今、社会福祉
士の資格を取りたいと思っています。利用者一人一人にあわせた
ライフプランを提案できたらと考えています。

　「介護福祉を学ぶ学生さんたちが現
場に来てくれることで、僕たちも一緒に勉
強していくという気持ちで対応しました。
実務研修がいろいろとあるなかで、事前
にきちんと準備をしてこられ、目標をもって
実習に臨む姿に、やる気と意気込みを感
じていました。この先5年間、一番お年寄
りが多くなる時代になります。人の人生を

預かる仕事ですか
ら、やりがいがありま
すが、大変さもあり
ます。卒業生の皆
さんには、地域を
支える福祉職として
活躍していただき
たいと思います。」

　専攻科福祉専攻の同窓生の有志が
発起人となり、2月12日に「同窓生のつど
い」が開かれました。また、つどいでは、
同窓生組織「福祉の里」の設立が発表
されました。介護福祉職をはじめとする
様 な々現場で活躍する同窓生の絆をつ
なげ、エッセンシャルワーカーとして互い
に支えあい、活動していこうと、誓い合い
ました。大林博美専攻科長は「同窓生
同士の継続した学習や仕組みを設け、
卒業生同士で刺激しあい、保育士・介
護福祉士のプロフェッショナルとして成長
し、福祉職しての更なる活躍を期待して
います」と贈る言葉が述べられました。

　「学生さんを受け入れるということは、
私たちにとっても良い刺激になりました。
学生さんたちの利用者さんへの視点が
新鮮で、私たちが見落としていた点など
に気づかせてくれました。学びたいことが
いつもしっかりしていたので、ともに仕事を
する仲間として私たちも安心して受け入
れられました。実習中も、学生さんと先生
との間で細やかな
やり取りがあり、私た
ちも気持ちよく指導
でき、勉強にもなりま
した。今後も、何か
しらに携わらせてい
ただきたいと期待し
ています。」

学びを生かして、人と向き合う
専攻科福祉専攻13回生

石原美加さん
豊川市
障害者就労 どんぐり 
グループホームの
サービス管理責任者

「今後の活躍
に期待」

特別養護老人ホーム
王寿園
介護主任

加藤英朗さん

「地域を支える
福祉職に」

特別養護老人ホーム
王寿園
施設部長　

石原篤志さん

「尊厳」を守る介護をつなげたい
専攻科福祉専攻1回生

村上実奈さん
豊川市
特別養護老人ホーム
ジャルダン・リラ
教育
研修事業所所長
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特集2 地域の健康を支える活動│地域連携事業

地域の医療系学部を有する大学として、地域の医療機関等と連携し、
令和3年度もさまざまな公開講座を開き、
地域の健康支援活動に取り組みました。

　　地域の健康支援のための公開講座 
令和3年度特定研修施設との連携講座　

第1弾 令和3年11月13日

第二成田記念病院

自由に外出できる日
のために～
運動、認知症、嚥下について～
　「運動」、「認知症」「嚥下」を取り上
げ、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士がそれぞれにレクチャー。「コロナ禍
で変わってしまった生活様式とその影響
を知ったうえで、自由に外出できる日が来
ることを想定して心身の健康を確認しよ
う」と呼びかけました。

第2弾 令和3年11月27日

医療法人整友会向山クリニック

腰痛予防教室～
自分に合った自己管理方法
を見つけよう～
　「腰痛のしくみと腰へのストレスについ
て知り、腰痛にならないための工夫しよう」
と呼びかけ、「腰の負担を少なくする3つ
の原則」を示し、座り方の工夫や、「腰の
負担を少なくする運動」を紹介。参加者
は、その場でできる運動を実践しました。

第3弾 令和3年12月11日

光生会病院

知っておきたい
運動器の疾患
　光生会病院の山本康洋整形外科部
長が講演。健康寿命に影響を与えるロ
コモティブシンドローム（ロコモ）を防ぐた
めに、関節変形疾患、脊椎変形疾患、
末梢神経疾患、骨粗しょう症の4つの疾
患を取り上げ、その種類と治療、運動療
法も紹介しました。

高度リハビリテーション人材育成センター
令和4年2月19日 第3回特別講演会
講師／福島県立医科大学 阿部浩明 准教授

脳卒中リハビリテーションにおける脳画像
情報に基づくクリニカルリーズニング
　医療・福祉関係者向けにオンラインで開催され、100人以上
が参加。症状が多岐にわたる脳卒中後のリハビリテーションを
取り上げ、実際の症例をもとに、画像情報を評価に生かすクリ
ニカルリーズニングの過程と治療、および経過について解説。
「脳画像は、有益な情報を提供するもの。脳損傷例の理学療
法において積極的に活用していただきたい」と呼びかけました。

スポーツ傷害予防教室
令和3年11月28日
医療法人整友会 愛知県理学療法士会共催

栄養×走
ケガをしない為のカラダづくり
　第１部では「タフなカラダ作りのための食事を知ろう」をテー
マに、公認スポーツ栄養士・管理栄養士の浜野純氏がオンラ
インで講演。第2部では、「速く走る為の身体づくり～チーム1速
い選手に」をテーマに、整友会の理学療法士の指導のもと、動
ける身体づくりのためのエクササイズを実施しました。

保健医療学部
理学療法学科主催
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特集3地域の未来を創造する活動│SOZO起業塾

SOZO起業塾は、本学大学院経営情報学研究科が実施する社会人のための起業家
精神（アントレプレナーシップ）育成講座です。令和3年度は、12期目の起業塾を開講。また、
同窓会を発足させ、公開講座として特別講演会や、OB向けの拡大講座を開きました。

SOZO起業塾
業界のビジネスリーダーから学ぶ特別講演会

SOZO
起業塾同窓会発足
　SOZO起業塾はこれまでに12回の起業塾を、100人を越え
る受講生を輩出。これを機に、修了生に呼びかけ、1月22日、
同窓会発足式を行いました。地元企業、金融機関、行政機関
などに勤める起業塾修了生と現塾生、塾長、学長、関係教員
らが出席し、初年度の会長にはサーラ物流の宮澤光社長が
選任されました。佐藤勝尚塾長はあいさつで、インドの経営学
者であるサラス・サ
ラスバシーの「エ
フェクチュエーシ
ョン（実行に移すこ
と）」の理論にふれ、
「アントレプレナー
として頑張っていた
だきたい」と激励しま
した。

SOZO起業塾OB向け
拡大講座
　同窓会発足を機に、SOZO起業塾の講義が、OBにも拡大
公開されました。2月12日、日本に初めてクラウドファンディングを
紹介したクラファン株式会社の板越ジョージ代表取締役社長に
よる講座を公開。「クラウドファンディングの進め方と可能性、事
例を含めて」をテーマに行われ、現塾生とOB（修了生）、オンライ
ンでも数人のOBが参加しました。
　板越ジョージ氏
は、アメリカと日本の
とらえ方の違いを挙
げ、自らが携わって
きた日本での事例
を交えながら、クラウ
ドファンディングの
概論と可能性につ
いて講演しました。

第1弾 令和4年1月22日

知性と野生の融合で
実現する社会変革
株式会社スノーピーク
ビジネスソリューションズ代表取締役
株式会社スノーピーク専務取締役

講師 村瀬亮氏

第2弾 令和4年2月19日

最先端のUXとデジタル
ビジネスの事例紹介
Tigerspike株式会社
代表取締役

講師 根岸慶氏

　専務取締役を務めるキャンプ用品製造のスノーピークのミッ
ション経営と顧客創造のもとに取り組んでいる事業を紹介。その
うえで、IT企業と合併して設立したスノーピークビジネスソリュ
ーションズの新事業について話し、変革の時代を乗り切るため
のポイントを示しました。そのなかで「今までの成功の方程式が
通用しなくなる時代が到来する」と述べ、「ではどう動くべきか」と
問いかけ、具体的な方法としてスモールスタートを提案。「考え
ていることを分解し細かくし、『今日やれること』を毎日続ける。１、
２年たったときに全く違う自分になるだろう」と話し、地域社会で
の活躍を期待しました。

　Tigerspikeは、シドニーに本社を持つグローバル企業で、デ
ジタル・プロダクト開発のプロフェッショナル集団。テーマにある
「最先端のUX（ユーザーエクスペリエンス）とデジタルビジネ
ス」をグローバルパートナーとの事例で紹介し、UXとCX（カス
タマー・エクスペリエンス）の違いについて解説。そのうえで90
年代からGAFAが注力しているというCX（顧客体験目線の顧
客体験）について、基本的な考え方を示しました。最後に、「ビ
ジネスメガネをかけてユーザーを見ていないか」などと問いか
け、「CX を高めるには、企業目線を外す、顧客になり切る・寄り
添う・共感すること」と強調しました。

SOZO起業塾／同窓会結成とOB向け拡大講座
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研究室から

　「口は禍の門」など、口腔と全身の関
連を表すことわざがあります。口腔の健
康は全身の健康の入り口です。口腔内
環境の軽視(特に歯周炎)は、全身の疾
病の発症や増悪リスクとの関連が明ら
かになってきました。例えば、糖尿病、虚
血性心疾患、低体重児出産・早産、誤
嚥性肺炎、骨粗鬆症、認知症などの全
身疾患です。私が臨床勤務していた時
の調査においても、心筋梗塞や狭心症
が重症なほど、歯周病指数も重度を示

　「スポーツに怪我は付きもの」と言われ
ますが、大きな怪我はスポーツ復帰まで
に長い期間を必要とします。特に部活
動を行う子どもにとって、長期間のスポー
ツ活動の休止は非常に大きな影響があ
ります。さらには、怪我が治った後でも元
のレベルまでパフォーマンスが回復しな
い場合があり、競技生活からの引退を
余技なくされる方も多くいます。
　スポーツ中に起きる代表的な怪我に
膝前十字靭帯（ACL）損傷があります。

　最初に着任した大学の学長から、
「米どころ新潟に貢献できる研究もして
もらえないかなぁ」と言われたのが、農業
会計（経営）について研究するきっかけ
でした。
　従来、税務会計及び税法が専門
であり、そのなかでも租税回避のために
課税されない事業体を利用するパス・
スルー課税を中心に研究を進めてい
ました。しかし、米国及び欧州では、こ
のような事業体をLimited Liability 
Partnership及 びLimited Liability 

し、残存歯数が少ない傾向にありました。
歯周炎は口腔内の慢性炎症で不可逆
性であるため、口腔細菌のコントロール
が全身の健康の保持・増進のために極
めて重要です。患者自身または介護者
が、口腔の健康管理が行えるように、口
腔内の評価指標の開発が研究テーマ
です。
　現在、コミュニティや療養施設での調
査を始めています。全身疾患のリスク予
防や早期治療へ繋げることに貢献できる

私はACL損傷の発生リスクが高い動
作である「片足での着地動作」におい
て、膝関節を中心とした身体へ加わる
負荷について研究を行っています。三
次元動作解析装置を使用することで、
着地時の身体動作を詳細に計測・解
析することが出来ます。この研究によって、
ACL損傷を中心としたスポーツ外傷の
メカニズムを解明し、より的確な予防法
の確立を目指しています。
　また、動作分析で得た知見を活かし

Companyとよび、パス・スルー課税は合
法です。
　働きながら、二度目の博士課程に進
学した時に、前述した学長の言葉を思
い出し、新たな農業会計（経営）という
分野に足を踏込みます。農業経営者
が、経営的知識及び会計的知識を有
していれば、如何に業績に反映するの
かということについて質的及び量的側面
から考察し、戦略的経営を実行すべき
かについて研究をしました。
　現在は、租税に関する研究が終われ

「口は禍の門」をモットーに、
口腔内環境の評価指標を研究

スポーツ中の怪我を減らすために
機器を駆使して原因解明に挑む

学術的な租税の研究と地域に貢献
する実践的な農業会計の研究

◉保健医療学部 理学療法学科

◉経営学部 経営学科

◉保健医療学部 看護学科 小山順子
保健医療学部 看護学科 助教
ICU・CCU、循環器病棟に勤務。その後、専任教員養成
講習会修了、修士課程（看護学専攻）修了後、看護教員
の道に。2020年4月より現職。

彦坂 潤
保健医療学部 理学療法学科 助教
修士（健康科学）。豊橋創造大学理学療法学科三期生。
豊橋創造大学大学院修士課程修了。総合病院にて勤
務後、豊橋創造大学理学療法学科助手を経て、2021年
9月より現職。

田邉 正
経営学部 経営学科 准教授
熊本県出身。高知工科大学大学院博士課程修了、博士
（学術）。2021年より現職。専門は、税務会計及び税
法、農業会計。

よう研究に取り組んでいます。

て、体幹運動のアシストや足へ加わる体
重を減らす機能を持った歩行訓練装
置についての研究も行っています。

医療系、ビジネス系、幼児教育まで、
さまざまな分野の課題に向き合う研究室から、
6つの取り組みをクローズアップ。

ば、農業に関する研究というように、大谷
翔平選手ではありませんが、二刀流で
研究を進めています。



創造学報│6

　食事作りの体験は単純に「腹を満た
す物」自体の完成だけではなく、材料の
知識や器具の安全で有効な使い方、そ
して進める手順の計画などが複合的に
関連しており、社会生活にも必要な要素
を沢山含んでいます。昔から「子どもは
台所で育つ（Kids in the kitchen）」と
言われています。調理は身近で子どもの
頃から関わることができて体得の機会も
多い。食事作りが簡便になった現代は
大人になっても家族の食事作りさえ関わ

　「医療的ケアが必要な子ども・高齢
者・家族・地域」、「多職種連携」、最近
では「災害・防災」をテーマに研究活動
をしてきました。
 　医療職である私が福祉教育に携わ
るきっかけは、訪問看護の現場で、「病
気や障害があっても活き活きと生活して、
あるべき人生をまっとうしたい」という多く
の患者さんの願いを知ったからです。以
来、生活支援のプロを育成する教育に
関わってきました。

　作家・評論家の柳田邦男氏は、「人
生に三度絵本を」と呼び掛けています。
三度とは、まず自分が読んでもらう側とし
ての時期、次には自分が誰かに読む側
としての時期、最後に自分自身のために
読む時期を指しています。
　幼児教育・保育科の学生達は、これ
まで、幼児への読み手となることを意識し
て、絵本と向き合ってきました。今年度か
らは、自分自身のための絵本も探しても
らえるように伝えています。同じ一冊の絵

らない人が増えており、グループ活動等
の際に、身のこなしに違いが出ていると感
じることがあります。令和3年秋に新城市
地産地消食育推進協議会の依頼で
郷土料理を取り入れた「親子和食調
理講習会」を2つの小学校で行いました。
保護者の方は手出し口出しを我慢しつ
つお子さんの動作を見守りながら寄り
添って完成させました。初めての郷土料
理の“煮味噌”と旬の次郎柿を使った水
羊羹を「美味しい」と笑顔で召し上がっ

　今後は、こども訪問看護ステーション
の仕組みづくりにも取り組んでいきたいと
考えています。これからの地域包括ケア
システムは、子育て中の親、幼児、虚弱
や要介護のお年寄り、障がい者などが、
何らかの支援を得つつ自立生活を送る
上での支援体制づくりが必要と言われ
ています。
　いつか専攻科福祉専攻の卒業生と、
地域で一緒に多職種連携できること期
待しています。

本でも、読む時期が異なれば、全く違っ
た印象を抱くことになります。例えば、『ま
いごのどんぐり』（松成真理子著・童心
社）。男の子とどんぐりの深い絆は、人生
経験の少ない幼児にもしっかりと伝わりま
す。けれども、大人になってこれを読むと、
今までの人生で失ったもの・切り捨ててき
たものへの深い後悔や哀惜の念が滲
み出てくるのです。大人になって自分自
身のために絵本を読めるよう、そして、一
冊の絵本から様々な記憶を辿れるよう、

「食事作りは人をも育てる」
という信念で食育に関わっています

介護福祉士教育を通して、
生活支援のプロを育成

人生で三度
絵本と出会うために

◉短期大学部 幼児教育・保育科

◉短期大学部専攻科 福祉専攻（令和4年3月閉科）

◉短期大学部 キャリアプランニング科 朝倉由美子
短期大学部 キャリアプランニング科 教授
管理栄養士をはじめ、調理師、食育インストラクター、
食生活アドバイザー等、食に関する資格を多数持つ。
ゼミ活動では豊橋市こども未来館でこどもクッキング
教室を14年間継続中。

大林博美
専攻科福祉専攻 専攻科長
幼児教育・保育科 教授
東三河広域連合地域密着型サービス事業選定委員
介護プロフェショナルキャリアアセッサー
名古屋大学大学院多元科学研究科修了、聖隷クリスト
ファー大学大学院保健科学研究科博士後期課程単位
取得満期退学。日本保健医療福祉連携教育学会、日本
子ども学会、日本介護福祉教育学会に所属。

青嶋由美子
短期大学部 幼児教育・保育科 教授
言語表現と言葉の発達に関係する科目を担当。今年
「認定絵本士」養成講座を開設でき、学生と絵本の関
係をさらに深めたいと考えている。

ていました。このように周囲も喜んでくれる
実体験の積み重ねが人間作りには必
要だと改めて感じました。

学生達には「今」多くの絵本と出会って
欲しいと思います。
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　本学短大部の幼児教育・保育科で、
今年度から開設された「認定絵本士
養成講座」の学外講座が11月６日、豊
橋市中央図書館で行われました。
　同図書館司書の田中久実さんと松
井久美子さんによる講義が行われ、学
生37人が受講しました。

　「群青」をテーマに、10月23日24日
の二日間、在学生のみの参加で、「創
造祭」を開催しました。コロナ対策として、
模擬店の出店にも厳しいルールを設け、
検温などの入場受付を完了した人たち
にはリストバンドの装着を徹底し、そのう
えで実施しました。
　模擬店やイベント等は縮小されまし
たが、「できることを考え実施しよう」と学
内に貼られたQRコードを見つけて賞品

　講座は、絵本士専門カリキュラムのう
ちの2講義で、「絵本と出会う　図書館
等での出会い～絵本の活用および地
域連携の可能性～」と、「絵本の世界
を広げる技術③～絵本コンシェルジュ
術～」の2講座を実施。田中さんと松井
さんは、「将来、子どもたちに、読書の楽
しさを伝える担い手になってほしい」と学
生たちに期待されました。
　「認定絵本士養成講座」は、絵本に
関する高度な知識、技能、感性を備え
た絵本の専門家の育成が目的。授業

を当てるゲーム「QRコードでお宝探し」
や、大学初の「ミス・ミスターコンテスト」
などを行いました。恒例のお笑いライブ
は、入場者を事前予約に、アリーナで実
施。また、飲食の模擬店が少ないことか
らキッチンカーを呼び、学内ににぎわい
の雰囲気をつくりました。
　実行委員長を務めた看護学科３年
の金田未来さんは、「コロナ禍で極端
に減ってしまった学生間の交流をめざ
し、人間関係を築くきっかけの場にした
い」と開催意図を明確にし、委員会メン
バー一丸となって取り組み、好評を得ま
した。

の中で学ぶことができる制度で、三河地
方では同大短大部が初めての開設にな
ります。

「認定絵本士
養成講座」、

豊橋市中央図書館で
学外講座を実施

第26回
SOZO祭、
2年ぶりに開催

創造 トピックス S o z o T o p i c s

　一昨年から続くコロナ禍で当日外来
者をお招きしての開催は中止となりまし
たが、自分たちの学修成果を映像で残
そうと、2月上旬に「青い空コンサート」
を撮影し、DVD制作を行いました。音楽
表現では、「エンターテイナー」の曲に合
わせて声を発することなく行える「オー
ディオパーカッション」を演奏。

　脚本から衣装、大道具づくりまで、す
べて学生たちで行ったオリジナルミュー
ジカル「白雪姫」では、コロナ禍を踏ま
えたアイデアと工夫が注がれ、学生た
ちの熱意が伝わってくる作品となりまし
た。「青い空コンサート」の様子は、今後、
大学のホームページで公開する予定で
す。

DVD制作で実現

短期大学部幼児教育・保育科

青い空
コンサート


