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「 人にしてもらいたいと思うことは何でも、
あなたがたも人にしなさい」
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ま た、 ア ド ミ ッ シ ョ ン ポ リ
シー（入学者受入れ方針）
、ディ
プロマ・ポリシー（学位授与の
方針）
、カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
、これら３
研修や研究
つのポリシーも
会、教授会で何度も検討を重ね
た上で、明確化しました。
（３
つのポリシーの詳細はホーム
ページを参照）創立 周年に向
けて、こうして長い時間と手間
をかけて練り上げた教育環境の
基底的改善のもとに、２０１６
年度を開講することができまし
たことを深く感謝いたしており
ます。
さて２０１６年度は、この教
育環境の基底的改善を基に、大
きく４つ具体的改善が図られ、
実施されております。１つ目は、
学生たちの自習をサポートする
「 ラーニングセンターｗｉｌｌ」の

本学は、建学の精神である
キリスト教信仰に基づき、
スクールモットーである愛
と奉仕を実践する人、
地域社会のあらゆる局面で
積極的な貢献を成し得る人、
保育・福祉専門職として謙
虚に学び続ける意志をもつ
人への実力養成教育を授け
る。

副学長 教務部長

准教授

新 設。２ つ 目 は
「 Google Classroom
」
本格的導入。３つ目は時間割の
変更、４つ目は食堂のカフェ化。
支
１つ目の
「 ｗｉｌｌ 」は
「
援・一般教養学習支援」を柱に
自学自習を促進し、課題学習に
積極的に取り組む空間として設
立されました。またほぼ同時期
に整備した２つ目の
「 Google
」
の電子上の活用支援、
Classroom
課題取り組み支援等もここで
行っています。３つ目の時間割
変更は、端的に述べますと昼休
みの一斉取得を廃止し、５時限
の時間割を再構成しました。こ
れにより昨年まで５時限終了
時 分に対し 分短縮され、
時 分に終了できるようにな
りました。このような
「 ５時限
化」を実施した理由は、２０１
５年度までの２年生が、特に前
期において、 回分の授業を確
保するために、５限に授業が補
講的に置かれていました。教育
実習のため、前期に休講せざる
を得ない各科目３回分をこの５
時限に充てていました。また夏
休みが短いとの学生の不満の声
もあり、８月にはみ出してしま
う回数分の授業を計画的にこの
５時限に充てていました。その
ため２年生前期はほとんどの曜
日に５限目に授業・講義が入っ
ている状況でした。これに対し
て当時の学生から、
「 １日５限
全て授業が入っているのは辛
い、ついていけない」
、
「バイト
ができない」等の不満の声が多
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１年

齋藤

（都立町田高等学校

愛
出身）

出身）

大久保美南

この度は眞
鍋記念奨学生
として表彰し
て頂きまして、
深く感謝申し
上げます。こうして勉学に勤しむこ
とができるのも、家族や友人をはじ
め保育における様々なことを教授し
てくださる先生や職員の方々の存在
があるからなのだと、改めて身に染
みて感じております。日々新しい知
識や考え方に触れられるこの環境
は、私にとって良い刺激です。和泉
で保育の学びを深められることに誇
りをもち、より良い保育者となれる
よう邁進していきたいと思います。

１年

（県立有馬高等学校

立石

出身）

夏海

この度は名
誉ある賞を頂
き ま し て、 誠
にありがとう
ご ざ い ま す。
沢山の事をご教授してくださる教職
員の方々、助け合いながら共に学ぶ
友人、学生生活を支えてくれる家族
に感謝しております。幼い頃から憧
れてきた保育について、温かい和泉
で学ぶことができ、大変充実した
日々を過ごしています。将来私が関
わる子どもたちや保護者から信頼さ
れる保育者になるように、今後も学
びを深め、努力して参ります。

２年

（都立町田総合高等学校

この度はこ
のような素晴
らしい賞を頂
き、ありがと
うございま

I
T

若林

石井

出身）

七菜

出身）

晴菜
こ の 度 は、
名誉ある賞を
頂きましてあ
りがとうござ
い ま す。 介 護
福祉について学ぶ毎日でとても充実
した学生生活を送らせていただいて
おります。こうして有意義な生活を
送れているのは、友人や教職員の
方々、そして家族の支えがあるから
です。残りの学生生活も皆様に感謝
をしながら、学びを深めていき、悔
いが残らないよう何事にも積極的に
挑戦していきたいと思います。

（県立大和西高等学校

専攻科

この度は眞
鍋記念奨学生
として選んで
い た だ き、 誠
に有難うござ
います。こうして賞をいただけたの
は、教職員の方々や友人、家族の存
在があったからです。和泉で学ぶこ
とができるのもあと半年となってし
まいましたが、これからも様々なこ
とに挑戦できる環境や支えてくださ
る方々へ感謝を忘れずに、日々努力
していきたいと思います。

（県立橋本高等学校

２年

す。
こうして賞を頂けたのは、
日々
の学生生活をあたたかく見守り、
応援してくれた家族や毎日楽しさ
を与えてくれる友人、そして沢山
のことをご教授くださった先生方
の存在があったからです。残りの
学生生活も感謝の気持ちを忘れ
ず、日々努力していきたいと思い
ます。

眞鍋記念奨学金受賞（前期）
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学生の学びを支える和泉の取り組み

西田恵一郎

教育環境改善のアクションプ
ランとその実施に向かう前に、
建学の精神とモットーを全教職
員で省みたことは、大きな意味
がありました。何より、本学の
強みである
「 教員と職員の協働
性」をさらに強めていく契機に
なったと思います。そして今後
課題となる学修・教育環境改善
の具体化は、何よりも本学が学
生にこの
「愛と奉仕」
の精神を身
をもって指し示す、学生
（ 学生
生活・学業生活）中心の改善で
あることが、全教職員のコンセ
ンサスになっていることを改め
て感じ、本学の組織に誇りをも
ちました。
さて抜本的な見直しを図った
のが、教育理念、スクールモッ
トー、そしてアドミッション・
ディプロマ・カリキュラムの３
つのポリシーです。以前
「 教育
目標」もありましたが、色々混
在し分かりにくいため、理念と
モットーに踏襲する形で、廃止
いたしました。
崇高な言葉とミッションに基
づいて表されてきました従前の
教育理念は、時の経過と共に学
生の実情・社会の現状に即さな
くなっておりましたので下記の
ように変更いたしました。

チャプレン

を 静かに被い包んでいた。
彼の
 上に降りかかり降りつもる雪は
そのしるしとなっていた。
」
（
「或 るクリスマスの出来事」
作詞：佐久間彪／作曲：新垣壬敏）

「なぜ、神の子が人となる必
要があったのか？」。ここに答
がないでしょうか。今年のクリ
スマス、どこかでこの詩を耳に
することを願いつつ…。
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本学の学修・教育環境改善のアクションプランと現況



２０１６年度は、本学創立
周年を迎えるにあたり、様々な
企画と共に、学修・教育環境の
見直しも図られました。一つ一
つの改善案は、丁寧にしかも数
回にわたる教授会で審議を重
ね、練り上げられていきました。
本学の教育の基盤となる
「 建学
の精神」
・
「 スクールモットー」
は 年の歴史を重ねても全く錆
びないものでしたが、時の経過
と共に教職員の中で、曖昧に捉
えられていたのが実情でした。
建学の精神：
「 キリスト教信仰
に基づく教育と人格形成」
スクールモットー：
「愛と奉仕」
「 あなたがたの光を人々の前で
輝かしなさい。
」
聖書：マタイによる福音書第５
章 節
（ ２０１６年２月元伊藤
忠彦チャプレンによる選定）

聖書のことば
おび
 ただしい小鳥の群だった。

雪闇
 に 渡りの途を誤ったのだろう
か 小鳥たちは ともしびを求めて
ガラ ス 窓 に 次 々 と 打 ち 当 た っ て は
むなしく軒下に落ちていく。
彼は
 しばし呆然と その有様を眺め

ていたが 外に出るや 雪の降り積も
るなか 一目散に納屋へと走った。

扉を
 大きく左右に開け放ち、 電灯
を明か明かと灯して 乾草をゆたか
に蓄えた暗い納屋へ 小鳥たちを呼
び入れようとした。
い！』 しかし はばたく小さい命

『こっ ち だ 、 こ っ ち だ 、 こ っ ち へ 来
たちは
彼の
 必死の呼び声に応えず ガラス
窓に突き当たっては死んで行った。
農夫は 心のうちに思った。
『ああ
 、私が小鳥になって、彼らの言葉
で 話しかけることが出来たなら！』

られた』ということの意味を。

一瞬
彼は息を呑んだ！ 彼は 瞬

時にして悟ったのだ。
『神 が 人 と な

つめていた。

馬

今や
 、人となり給うた神の 神秘に
みちた愛が ひざまずく老いた農夫

彼は
 思わず その場にひざまずいた。

こした。

に激しく、 何事かと、彼は身を起

突然
窓ガラスに 何かがぶつかる

烈しい音。 それも次々に、更に更

眼を
 閉じ、薪のはじける音を聞きな
がら 彼は まどろみかけていた。

を信じるものか。
』

鹿々々しい。 だれが、そんなこと

『神が 人 間 に な っ た 、 だ と ？

彼は
もう長いこと 教会に背を向

けて生きてきた。

遠く
教会の鐘が鳴っている。クリ

スマス・イブ。

「老い
 た ひとりの農夫が ゆり椅子
に 身をゆだねて 暖炉の火を み

で従順でした。
」（フィリピの信徒
への手紙二章六～八節）

「キリストは、神の身分であ
りながら、神と等しい者である
ことに固執しようとは思わず、
かえって自分を無にして、僕の
身分になり、人間と同じものに
なられました。人間の姿で現
れ、へりくだって、死に至るま
で、それも十字架の死に至るま
しもべ

60

窓際
 に立って 見たものは 音も無
く雪の降りつもる夜闇の中に この
家をめざして押し寄せてくる

く出ており、苦肉の策で時間割
改善を行ったわけです。しかし
この流れや実態を知らず、また
１年時には４限までしか授業が
なかった現２年生には、かなり
衝撃を与えたようです。現２年
生に対する説明・説得への反省
もさることながら、改善年度と
はいえ、クラスによる時間割の
ばらつき等も含め、課題が尽き
ません。一方で、１日の中で２
時限目、３時限目のどちらかを
必ず空きコマにしています。学
生はその日の時間割に合わせ
て、どちらかの時間帯に昼食・
談話・自習をしています。この
ことにより、１から５時限まで
５科目の詰め込み授業が回避さ
れました。さらに食堂の混雑も
解消され、所狭しと並べられて
いたテーブルと椅子を処分し、
イマドキの大学生の学習スタイ
ルの一つである
「カフェで自習」
を実現しました。これが４つ目
の具体的改善です。食堂に限ら
ず、学生ホール、ｗｉｌｌ、キャ
リアデザインセンター等で学生
たちが共同学習や課題学習に取
り組んでいる姿が圧倒的に増え
ました。２年間で
「 守られ育て
られる者から守り育てる者へ 」
の具現化の前に
「 学ばされる者
から学ぶ者へ」の転換を図るべ
く、本学の教育・学習環境改善
のアクションプランは、その都
度示される無理難題・課題に真
摯に向き合いつつ、更新を続け
ていきます。

学長賞表彰（前期）
バレーボールサークル
代表 ２年 遠藤 知美
（都立小川高等学校 出身）

この度は学
長賞をいただ
きありがとう
ご ざ い ま す。
このような賞
をいただけたのは、同じサークル
の仲間たちや応援してくれた友
人、家族、先生方や職員の皆様の
支えがあったからだと感じていま
す。体育大会に出ることで経験し
たことを心に留め、これからの学
びに活かしていきたいと思いま
す。バレーボールサークルの後輩
たちが来年の ブロック大会でよ
り良い結果を残してくれると期待
しています。

学長賞とい
う素敵な賞を
頂けて嬉しい
です。大会で
いい成績が残
せたのは遠いところまでわざわざ
応援に来てくださり、声援を送っ
てくださった方や先生方の協力が
あったからだと思います。たくさ
んの支えがあったからこそいいプ
レーでいい試合を行うことができ
ました。卒業してしまう２年生は
もう大会に出ることはできません
が、専攻科に進む２年生や１年生
にサークルを受け継いで頑張って
ほしいと思います。

代表 ２年 松田 菜月
（県立旭高等学校 出身）

バスケットボールサークル

A
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‒

准教授

卒業生の活躍
（第
14

回）

佐々木由美子さん

二本松保育園 主任（１９８８年卒業）

私は現在、相模原市 も含め、周囲の方々が
内の保育園に勤務して 沢山支えてくれたお陰
います。毎日の可愛い だと感謝しています。
子ども達の笑顔に囲ま
学生時代は勉強と実
れて、保護者や職員な 習、聖歌隊の活動に励
ど多くの人たちと忙し み、多くの仲間と同じ
く、また楽しく過ごし ように憧れの保育士を
ています。この生活も 目指していました。そ
い つ し か 年 以 上 過 の側では、あたたかく
ぎ、先日、永年勤続者 先生方が、保育に必要
として表彰状を頂きま な教養や技術だけでな
した。和泉短期大学を く、厳しい環境に置い
卒業後、保育園に就職 て も 愛 情 や 精 神 力 を
し、育児休業を頂きな 持って根気強く進んで
がら保育士として邁進 いくことの大切さを教
してきました。
しかし、 え て く れ た と 思 い ま
病気、介護ほか大小の す。それは保育士とし
壁が立ちはだかる事も て私の基礎となってい
あり、ここまで来られ ます。
たのは、職場による寛
「継続は力」
という言
大なご理解と、家族等 葉を信じ、百戦錬磨の
経験を生かして多様な
子育て家庭の力になれ
るよう、また次世代保
育士の育成のお手伝い
と、子ども達の笑顔が
沢山見られる保育が出
来るよう、これからも
進んで行きたいと思い
ます。
25

洋平

‒

松山

‒

「ＷＩＬＬ と
- もに語ろう 」（在校生を含む）若手・中堅研修会

８月６日
（土）
、７日
（日）
に、和泉短期大学
アリーナ棟に宿泊する研修会、
「ＷＩＬＬ
ともに語ろう 」が開催されました。この研
修会は、卒業生・在校生・教員がともに語り
合うことを一番の目的に行っています。
卒業生には実践現場において様々な困難や
葛藤と出会い、もう一度和泉ベースで語りた
いという思いがあり、在校生には就職後の具
体的な働き方のイメージがつかないという悩
みがあります。教員にはどちらの思いも受け
止め、育ちゆくものを支える専門性がありま
す。それぞれの思いや志を集めて皆でじっく
りと語り合うことにより、和泉で学び合った
保育への思いを原点として、明日からの具体
的な手立てや活力を見出していくのです。
今年度は、分科会、夕食調理、情報交換会
に加えてリカレント講座
「働くためのトラン
ジション アクティブトランジション 」
を、
講師をお招きして開催し、一層学びの内容も
充実させることができました。また、昨年同
様に同窓会や有志の先生方のご支援もいただ
き、充実した語り合う場を創り上げることが
できました。
‒

オレンジリボン運動
11月は、
「児童虐待防止推進月間」
です。本学は、
「オレンジリボン運動」
（児童虐待防止推進活動運動）
に賛同しており、
学生、教職員共に本運動を支援・推進しています。

厚生労働省「児童虐待防止推進月間」標語選定
平成28年度 厚生労働省
「児童虐待防止推進月間」の標語に、全国7,034作品の中から、
１年山口涼香さんの作品が最優秀作品
（厚生労働大臣賞）
に選定されました。
標語 「さしのべて

あなたのその手 いちはやく」

これを受け、11月19日
（土）
に福井県福井市で開催された
「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinふくい」
にて、賞状を
授与されました。授賞式で山口さんは、
「今回の標語作成は授業の一環で取り組みましたが、多くの応募があった中で自分
がつくった標語が選ばれ、とても嬉しく思います。私はいま、児童福祉学科で保育の勉強をしていますが、今回の受賞を
機にさらに学びを深めたいと思います。
」
と、約600人の参列者を前に感想を述べました。
児童福祉を学びの柱に掲げる本学として大変喜ばしい受賞です。山口さんの作品は啓発ポスターへ掲載され、11月の推
進月間にて全国各地に活用されました。

オレンジリボンキャンペーン
2016年11月９日
（水）
18:00～19:00 JR横浜線 橋本駅 北口広場、11月16日
（水）
18:00～19:00 小田急線 相模大野駅 北口
広場にて、オレンジリボン・キャンペーンを実施しました。
本学学生と教職員が、相模原市民生児童委員、相模原市児童虐待防止連絡会、相模原市こども青少年課、相模原市こど
も家庭相談課、市内児童福祉施設の方々と協力して
「児童虐待防止にご協力お願いします！」
と呼びかけながら、学生が手作
りしたオレンジリボン2,000枚を、駅を行きかう人々へ手渡しました。今回の運動が少しでも児童虐待防止につながればと
願います。

TOPICS

WEEKDAY
CAMPUS VISIT 開催

入試広報部長

WCV １日の流れ
ガイダンス

授業

（60分）

（90分）

振り返り
ワーク
（60分）

鈴木

敏彦

教授

７月26日・28日・29日の３日間、WEEKDAY CAMPUS VISIT
（WCV）
プログラムが開催されました。WCVとは、高校生が和泉生と一緒に90分
間の授業に参加し、入学後と同じ
「普段の大学生の一日」を体験するプログ
ラムです。これまでも高校生が本学での学びを体験する機会として、オー
プンキャンパス時の
「ミニ講座」や、市内高校生向けの
「プレカレッジ」等を
実施してきました。これらの取り組みは参加者から一定の評価を頂いてき
ましたが、WCVの特色は本学学生とともに和泉の日常を体験できる点です。
７月のWCVでは、合計19校・23名の高校生が参加し、
「最初は難しそうだ
と思ったが先輩と一緒に考えることができた。他の授業も受けてみたい」
「自
分の力で考えて発信する力の大切さを知った」
「授業を通して自分がどうい
う保育者になりたいのかということが明確になった」
等の感想が寄せられま
した。次回のWCVは、12月23日に開催の予定です。

第51回全国私立短期大学体育大会結果報告
第51回全国私立短期大学体育大会が、2016年８月８日
（月）～11日
（木）
に開催されました。
●女子バレーボール（於：大田区総合体
育館・大森スポーツセンター）
16チーム出場のBブロックにて完全優勝
１、２年７名のチーム。決勝トーナメン
ト、決勝戦をすべてストレートで勝利。
試合結果
◇Ｂブロックグループ予選 vs 豊橋創造大学短期大学部 ２‒０ 勝利
◇決勝トーナメント１ 回 戦 vs 湘北短期大学 ２‒０ 勝利
準々決勝 vs 岡崎女子短期大学 ２‒０ 勝利
準 決 勝 vs 千葉経済大学短期大学 ２‒０ 勝利
決
勝 vs 千葉敬愛短期大学 ３‒０ 優勝
※決勝のみ５セットマッチ
●女子バスケットボール
（於：八王子市富士森体育館分館）
Ａブロック
試合結果：１回戦 vs 常磐会短期大学 敗退

●男子バスケットボール
（於：八王子市富士森体育館・エスフォルタアリーナ
八王子）
昨年３位。１、２年８名が出場。
試合結果：予選リーグ vs 修文短期大学部 敗退
vs 武蔵丘短期大学部 敗退
vs 新渡戸文化短期大学部 不戦勝
●バドミントン男子シングルス（於：小田原アリーナ）
試合結果：１回戦 vs 湘北短期大学 勝利
２回戦 vs 福島学院大学短期大学部 敗退
●バドミントン女子団体戦・女子個人戦ダブル
（於：小田原アリーナ）
試合結果
◇女子団体戦
１回戦 vs富山短期大学 敗退
◇女子個人戦ダブルス
（白石・町田組）
１回戦 vs大阪成蹊短期大学部 敗退
◇女子個人戦ダブルス
（大森・加藤組）
１回戦 シード
２回戦 vs松山東雲短期大学 敗退

第８回市内高校長との教育研究会
９月14日
（水）
第８回教育研究会を開催し、相模原市内10校の高等学校から校長先生、教頭先生方にご参加を
いただきました。
「幼児教育改革の動向と和泉短期大学のアクティブ・ラーニング－学力の３要素と幼児教育・
保育者養成教育に焦点を当てて－」
の話題提供の後、意見交換が行われました。各高等学校の先生方からいただ
きましたご意見などを参考として、地域に根ざした短期大学として教育改革に取り組み、今後も市内高等学校と
の連携強化に力を注いでいきます。

サンクスギビングフェア
10月19日
（水）
サンクスギビングフェアを開催しました。いずみ祭を目前に控えて、いつも以上に学生パワー
が満ち溢れたフェアとなりました。好評により、無料ドリンクは10:30に完売、100円ランチ
「ハロウィンミート
ドリア」
も昼休みが始まる前に完売しました。
学生食堂のじゃんけん大会、コンビニのくじ引きなどで学内が笑顔で盛り上がりました。

第50回いずみ祭 「みんなでいこう！いずみのテーマパーク」
<サウンドコンテスト> いずみ祭のメインイベント10月29日
（土）
に１年生、２年生、専攻科生のグループごと
にサウンドコンテストを行いました。グループ一体となって、
今年の課題曲１年生
「和泉短期大学カレッジソング」
２年生
「にじ」
と自由曲を歌いました。
各グループが様々な衣装や歌の表現を工夫したサウンドコンテストでした。
<保育出店> 縁日、スタンプラリー、風船ランド、宝さがし迷路など、どの出店も幼児や子ども達で大盛況で
した。和泉らしさが出せた保育出店でした。
その他健康測定コーナー、入試相談コーナー、茶会などを開催しました。
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2016年度「創立60 周 年 記 念 事 業 募 金 」 の お 願 い
学校法人和泉短期大学は1956年に東京都世田谷区中町でバット博士記
念養成所を開設し、同年５月現任訓練講習会が開催されたことに始まり、
2016年５月で創立60周年を迎えました。教育の充実を図り、学修環境
整備、施設維持整備を目的に、「創立60周年記念事業募金」を行うことに
なりました。皆様には出費多難の折と存じますが、ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
●募金対象事業
１）創立60周年記念事業 ２）学修環境整備
３）１号館外壁・鉄部塗装工事 ４）その他、関連個所整備
●募金目標金額
１億円
●募金募集期間

2016年５月～2017年３月

●募金金額

１）個人
２）法人

１口  5,000円
１口 10,000円

●所得税・住民税の寄付控除
本法人への募金（寄付金）については、年間2,000円を超える金額に対
して、確定申告をすることにより所得税及び住民税の寄付控除を受ける
ことができます。
●法人募金の場合
法人からの募金（寄付金）につきましては、日本私立学校振興・共済事
業団を通じて「授配者指定寄付金」として全額損金に算入することができ
ます。詳しくは、下記あてにご連絡ください。
●募金問い合わせ先
学校法人和泉短期大学 経理・施設ユニット 042-754-1133（代表）

寄付者一覧（敬称略）＜2016年５月１日~10月31日＞
【特別寄付金】
阿部 遥/新井 津多惠/井狩 芳子/池田 涼子/石井 俊子/石上 雅久/石川 ひろ子/和泉短期大学 後援会/和泉短期大学 父母会/伊藤 忠彦/伊東 直聡/
伊東 弘子/今泉 治子/上田 祥子/潮田 健治/内田 千恵子/梅澤 隆夫/大塚 恵子/大塚 貴子/大塚 真光子/岡村 愛子/荻原 英子/奥原 智義/小椋 郊一/
小倉 敏子/尾﨑 文則/片山 知子/川井 俊幸/川崎 正博/神田 幸枝/岸川 洋治/北﨑 煕/鯨岡 昌浩/栗田 利広/栗林 直樹/小井土 智江子/
河野 康/小久保 光世/小山 郁子/雑賀 えり子/齋藤 眞理子/笹野 和子/佐藤 淑子/佐藤 繭美/佐藤 美紀/佐藤 守男/篠原 俊正/四宮 英哉/
島谷 尚子/志村 美佐子/杉本 美恵子/鈴木 貢次郎/鈴木 正栄/芹澤 薫/曾根 真理子/大吉 ナカ子/高浦 悦子/髙澤 和子/匿名/髙橋 正臣/髙山 聡/
滝沢 奈美子/武石 宣子/武田 美智子/田代 敦美/田中 益代/手塚 育代/同窓会 いずみ/戸沢 祥子/戸田 美穂/土橋 正文/冨田 幸子/長尾 紀子/
仲澤 眞/中島 弘光/長友 潔/中道 由紀子/長山 篤子/中山 真一/中山 多恵子/西川 一仁/西田 恵一郎/西田 伸江/新田 恭平/登 好美/
平塚 豊/福本 あや子/布施 英雄/舩橋 恵司/前田 清子/松岡 俊彦/松田 壯吾/松山 由佳子/眞鍋 恵三/村田 恵子/村田 吉隆/森 享/森 三樹/
森久保 和子/八代 陽子/谷田貝 幸男/矢野 圭一/山﨑 久美子/山下 幸子/山中 仁/横川 剛毅/横溝 淑江 以上107件 3,753,000円
【受配者指定寄付金】
株式会社 日立オートサービス/株式会社 有隣堂/第一工業株式会社 横浜支店/谷津建設 株式会社/有限会社 青史堂印刷

以上５件

700,000円

2016年度 保育士資格取得特例講座（幼稚園教論免許状を有する方の保育士資格取得特例に関する科目）
新たに創設された「幼保連携型認定子ども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定子ども園法の施行後５年間は、
「幼稚園教諭免許状」
または「保
育士資格」のいずれかを有すれば、両方の免許・資格を有する「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられています。
和泉短期大学は、相模女子大学と共同で本講座を開設いたします。詳しくは本学ホームページをご覧ください。
※なお、両大学共催による講座は本年度で終了となります。本年度のみ受講の方は、保育士試験科目全科目免除にはなりませんのでご注意ください。
問い合わせ先

和泉短期大学

教育・学習支援ユニット 042-754-1133（代表）

クリスマスコンサート
（子育てひろば「はっぴい」）

12月10日（土）、和泉クラーク・ホールにて、子育てひろば「はっぴい」
のクリスマスコンサートを開催します。開催時間は、午前10時45分から
正午まで。ハンドベルやパイプオルガンの演奏、聖歌隊によるクリスマス・
ソングのほか、学生の出し物など、ご家族がそろって楽しめる内容です。
（参
加は無料です。「はっぴい」ご利用の家族は、要保険料100円。駐車場有）

開催日：12月10日（土）10:45～12:00
受 付：９:30 はっぴい受付 10:30 コンサート受付

創立60周記念事業

「60周年記念コンサート」
学校法人和泉短期大学は、2016年５月15日に創立60周年を迎え、
記念式典・祝賀会・記念講演を開催いたしました。このたび、60
周年記念コンサートを開催し、本学を支えてくださった方々へ感謝
を捧げたいと思います。ぜひお誘いあわせの上、ご臨席ください。

開催日：12月17日
（土）13:30～15:00
場 所：和泉クラーク・ホール（３号館）
奏 者：ハンドベル（卒業生）パイプオルガン（千葉仁非常勤講師）

たかとし

高鋭
専任講師

退任あいさつ

河合

４年半という短い期間で
したが、教職員の皆様にた
くさんのご指導ご厚情を賜
り誠にありがたくお礼申し
上げます。何かと至らぬ私
でしたが、皆様方のおかげ
で充実した日々を過ごすこ
とができましたことを深く
感謝しております。
新入生歓迎大会や和泉
祭、サウンドコンテストな
ど、学生たちが力を合わせ
て作り上げていく姿に感動
しました。そのような学生
の皆さんと一緒に学べたこ
とを嬉しく思います。
また、
子育て支援に携われたこと
は、大きな糧となり、和泉
で得た貴重な経験を生かし
て、新生活を歩んでいきた
いと思っております。
最後になりますが、４年
半ありがとうございまし
た。和泉短期大学のさらな
る発展と、皆様のご健勝を
心よりお祈り申し上げま
す。

