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ー シティライフ学部 ー

●学部長メッセージ

卒業生の皆さん、学位記授与おめでとうございます。
学び舎での４年間を有意義に過ごされ、晴れて社会に巣立た
れることに心よりお祝い申し上げます。

　学園創立120年に亘る「全人教育（人間形成の教育）」の伝
統に育まれ、温かい家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの優れ
た個性・能力・特質を存分に伸張されたことに、自信と誇りを
持ってください。

　AI知能やIoTが融合した Society 5.Oと呼ばれる第４次
産業革命が進行する現代、大学で身につけた人間ならでは

地元就職なら共和大！地元就職なら共和大地元就職なら共和大地元就職なら共和大地元就職なら共和大！
　勉強には「無駄」なものはない。自分自身を取り巻いているすべての環境が「刺
激」であり、勉強なのです。学校の授業中も休み時間も放課後の部活動も、また
家庭においても、地域社会においてもすべてのことが「刺激」であり、勉強です。　
　それらが皆さんを成長させてくれることでしょう。時には楽しいこと、
うれしいこと、悲しいこと、苦しいこと、いろいろなことが私たちを強く、
たくましく、そして賢くしてくれます。そして学修した能力により、自分自
身の幸せな人生を創造できると私は信じています。他者が「なぜ勉強す
るのか」と尋ねてきたら、「幸せになるため」と私は自信をもって答えま
す。

積極的な取組みを期待して

●学長メッセージ

私たちはなぜ勉強するのか

「全人教育」で育まれた個性を大切に

●学部長メッセージ

学 長
須賀　英之

■シティライフ学部卒業生の主な就職内定先一覧（１期生～17期生）

の感性とコミュニケーション能力が求められています。

　決して順風満帆とはいかないものが人生です。「艱難汝を
玉にす」という古来の教えがあります。人間は苦労や困難を
乗り越えることによって、立派な人間になることができるの
です。苦難に遭遇した際には、ぜひ全人教育で育まれた学生
時代を思い出してください。

　卒業後も折に触れて、大学にお立寄りいただき、後輩や教
職員にお元気なお姿を見せていただくことを楽しみにお待ち
しております。　

■子ども生活学部卒業生の主な就職内定先一覧（1期～5期生）

■宇都宮大学大学院
■筑波大学大学院
■千葉大学大学院
■東京農工大学大学院

13名
4名
1名
9名

■金沢大学大学院
■慶應義塾大学大学院
■中央大学大学院
■立教大学大学院

1名
1名
6名
2名

■日本大学大学院
■立命館大学大学院
■神奈川大学大学院
■その他大学院

4名
3名
3名
26名

■シティライフ学部卒業生の主な大学院進学状況一覧（１期生～17期生）

厚生労働省、栃木県庁、那須塩原市役所、矢板市役所、古河市役所、大田原市役所、
皆野町役場、警視庁、栃木県警察、埼玉県警察、栃木県中学校教員、
宇都宮市中学校教員、日本郵便、南那須地区広域行政消防本部

公 務 員 等
公共サービス

全国農業協同組合連合会、宇都宮農業協同組合、栃木県商工会連合会、
ＪＡうつのみや、ＪＡおやま各種公共団体等

ホテルオークラ、ホテル東日本、ホテルサンバレー、東急リゾートサービス、
宇都宮グランドホテル、ホテル東日本宇都宮、一心舘

ホテル・観光
関 連 産 業

日本赤十字社、倉持病院、医療法人ヒポクラテス介護ステーションたけむら、
あすなろ葬祭、ＴＭＣ経営支援センター、トランス・コスモス、ハヤブサドットコム、
ジェイコム、ジャパニアス、プラスワークス、キャリアイノベーション、国際人材育成機構、
行廣国際アカデミー、明光義塾、ＴＢＣ学院、東京コンピュータサービス、
トラスト・テック、株式会社テクノプロテクノプロ・エンジニアリング社

教育・情報・医療等
関 連 産 業

トヨタウッドユーホーム、グランディハウス、パナホーム北関東、栃木ミサワホーム、
東建ビルダー、東洋建設、イエステーション宇都宮、高久組、わいわい企画、石井工務店、住協

建設・不動産・環境等
都市開発関連産業

ブリヂストン、ハイビック、日之出水道機器、松井ピ・テ・オ・印刷、田淵電子工業、
大日本パックス、関東日本フード、タスク、明電産業、ミツヤ送風機、積水化成関東製 造 業

足利銀行、栃木銀行、みずほ証券、中央労働金庫、損害保険ジャパン日本興亜、
イオンクレジットサービス、烏山信用金庫、税理士法人ITS

金 　 融 ・
関連サービス産業

伊藤忠商事、南海鋼材、日生メディカル、ジャービス商事、東武宇都宮百貨店、福田屋百貨店、
イトーヨーカ堂、ネッツトヨタ栃木、トヨタカローラ栃木、栃木スバル自動車、
栃木ダイハツ販売、ホンダカーズ栃木、ホンダプリモ宇都宮中央、日産プリンス栃木、
オートアールズ、ベイシア、ギガス、ケーズデンキ、ミヤプロ、 トライアルカンパニー、
オータニ、かましん、たいらや、ファーストリテイリング、ヨークベニマル、ブロンコビリー、
セブンサービス企画、北総産業、ヨドバシカメラ、和商コーポレーション、サンドライ、
ヤマト運輸、ハヤブサドットコム、トヨタレンタリース栃木

商 社・卸 売 ･
小 売 業 等
流通サービス産業

風と緑の認定こども園、黒磯いずみ幼稚園認定こども園、さくら認定こども園、
虹ヶ丘認定こども園、にのみや認定こども園、認定こども園愛泉幼稚園、認定
こども園あかみ幼稚園、認定こども園アルス幼稚園、認定こども園岩舟幼稚
園、認定こども園釜井台幼稚園、認定こども園烏山みどり幼稚園、認定こども
園黒磯幼稚園、認定こども園くにや幼稚園、認定こども園黒羽幼稚園、認定こ
ども園駒生幼稚園、認定こども園さくらが丘、認定こども園すみれ幼稚園、認定
こども園みふみ幼稚園、認定こども園真岡ふたば幼稚園、認定こども園八幡台
幼稚園、認定しらゆりこども園、認定すずめこども園、認定みどりこども園

今市幼稚園、うじいえ幼稚園、宇都宮大学教育学部附属幼稚園、乙女幼稚園、
鹿沼ひかり幼稚園、きぬ川幼稚園、国谷幼稚園、さくらんぼ幼稚園、さつき幼
稚園、しらさぎ幼稚園/清愛幼稚園、高ノ台幼稚園、第二愛泉幼稚園、第二薬師
寺幼稚園、高根沢第二幼稚園、中鶴田幼稚園、仁神堂幼稚園、にしだ幼稚園、の
ぶ幼稚園、のぶしま幼稚園、陽の丘幼稚園、ふたば幼稚園、牧が丘幼稚園、松が
峰幼稚園、みのり幼稚園、真岡ひかり幼稚園 

あゆみ保育園、青葉保育園（宮城県）、氏家保育園、宇都宮保育園、江曽島保育
園、上横田よつば保育園、清洲保育園、けいほう保育園、こばと保育園、しらと
り保育園、城山さくら保育園、芹沼保育園、空と大地保育園、たんぽぽ保育園、
つくし保育園、つながる保育園釜井台、つるた保育園、とちの葉保育園、とちの
み保育園、ナーサリースクールとまつり、西が岡保育園、はるかぜ保育園（横
浜）、陽だまり保育園、平松保育園、不動前保育園、ふにゅう保育園、ふれあい保
育園、ベビースクールさくら、まなびの森保育園、みちおせ保育園、真岡めばえ
保育園、南町保育園（東京都）、御幸保育園、茂呂保育園、陽西保育園、ようとう
保育園、ゆりかご保育園、ラ・プリマブランカ永福（東京都）  　

イーストボーイ、宇都宮ヤクルト販売（株）、エイネット、株式会社SPGホール
マン、株式会社グローバルキッズ（保育士）、株式会社東横イン、カワイ体操教
室、サトーカメラ、スタジオアリス、東急リゾートサービス、長谷川ホールディ
ングス株式会社(保育士)、有限会社翼（保育士）、有限会社ハートマーケット

共生社あじさい学園寮、すみれ乳児院、たかはら学園、とちぎ健康福祉協会、
ひのきの杜共生、ライキ園、ひばり野学園 

小山市（保育士）、那珂川町（保育士）、宇都宮市（非常勤嘱託保育士）、
宇都宮市中央図書館（臨時職員）、栃木県子ども総合科学館（非常勤嘱託職員）

認定こども園

幼 稚 園

保 育 所

福 祉 施 設

一 般 企 業

学生提案コンテスト４連覇・　　　
　　2年連続地域経済貢献賞受賞

地域の認定こども園との　　　　
　　　交流保育を行っています！

　大学生活を通して自然遊びの会
「バーベナ」に所属し、大学にある子
どもの森を拠点とした地域での活
動や、学内外での成果発表などに活
躍されました。実習にも一生懸命取

り組み、最後の幼稚園実習では森の活動での知識と経
験を生かした責任実習も行いました。
　卒業研究では、「土に親しむ活動の考案と実践～幼児
期における土壌教育の視点から～」をテーマに、時間を
かけて丁寧な研究に取り組みました。地域の子どもたち
を対象とした土壌や生き物の学習プログラムを立案し、
観察会を実践し、成果を検証するというユニークで質の
高い研究の成果が認められ、全国保育士養成協議会　
関東ブロック「第32回学生研究発表会」で本学の代表
として研究発表をしました。
　卒業後は、県内の社会福祉法人に就職されるとのこ
と。大学での経験を活かして、活躍されることを期待し
ています。

子ども生活学部長・教授
河田　隆

シティライフ学部長・教授
山島 哲夫

子ども生活学部  中山 日向子さん

子ども生活学部5期生とシティライフ学部17期生の
就職内定率はともに高い水準を達成しました。

羽ばたく翼【卒業生紹介】

ー 子ども生活学部 ー

子ども生活学部  
岡村 汐里さん
　本学の地域貢献活
動「親子遊びの会」で
のボランティア活動
を続け、子どもたちに

やさしく向き合うお姉さんとして一翼を
担いました。友人への思いやりを欠かさ
ず、柔らかい雰囲気で周囲を気遣う様子
が印象的でした。大学生活の中では、悩
みながらも実習や授業に取り組み、自分
に合った進路を決めたそうです。
　卒業研究では「頻出および新奇の２種
類のオノマトペ絵本の制作と比較」を
テーマに、地道にデータを集め、独自性の
高い研究に取り組みました。大学での学
びをベースに制作した新しい絵本は、読
み聞かせた子どもたちに大好評でした。
その成果を「第32回学生研究発表会」に
て本学の代表として発表しました。
　卒業後は県内の認定こども園で、保育
者としての力強い第一歩を踏み出します。

シティライフ学部  
鈴木 蓮さん
専門教科の学修や

アルバイトをしなが
らの教職課程の履修
は、大変な努力を要

するものですが、互いに支え合った仲間
とともに、中学校教諭「社会」と高校教諭
「公民」の教員免許状を取得しました。
　介護等体験では人としての視野を広
げ、教育実習では、大学の学修成果を存
分に発揮して充実した３週間を送りまし
た。教職課程を履修する１年生から４年
生全員が一堂に会する有意義な懇談会
を開催してくれました。
　些細なことでも全力で向かっていく
姿勢は他の学生の模範でした。通信業界
に勤務し、社会人としてのスタートを切
りますが、教職課程で培ったことを糧に
活躍されることを期待しています。

（知識の森作成担当者レポート）

　12月20日（木）に、宇都宮市役所で「大学生によるまちづくり提案2018」
（主催：うつのみや市政研究センター）が開催され、「私たちらしい　これから
の『みや暮らし』」 をテーマに、市内の大学生たちによる若者の視点で11団体
からまちづくり提案が行われました。
　本学からは4件の発表があり、シティライフ学部西山ゼミ（代表者：和田 瑛
人さん）の 「『大谷景観復活プロジェクト』～大谷地区における持続的な景観
維持システムの検討～」 が第１位に選ばれました。本学としては、４年連続で
第１位の受賞となりました。

　12月1日（土）に、「第15回学生＆企業研究発表会」（大学コンソーシアムとち
ぎ主催）が開催されました。栃木県内の学生や大学関係者、産業界から約500
名が参加し、日頃の研究や活動の成果を発表しました。
　本学からは地域社会活性化分野に3件の研究発表があり、シティライフ学
部山島ゼミ＋都市アメニティ研究会（代表：福田 好古君）の「石の街 大谷 ―景
観活用に向けて―」が冠賞第１位の地域経済貢献賞を、同内藤マーケティング
論ゼミ２年（代表：大野 ありあさん）の「那須烏山市『山あげ野外劇場』建設に
ついて（共同研究：県立烏山高等学校「烏山学」研究チーム）」が烏山信用金庫
理事長賞を、同高丸ゼミ3年（代表：宮井 祐さん）の「地方自治体の行政文書を
対象としたLinked Open Text Dataの提案」が奨励賞を受賞しました。本学
としては、２年連続で「地域経済貢献賞」受賞となりました。

シティライフ学部  
松本 留美香さん
　日商簿記や電卓計
算能力検定など、
数々の資格に果敢に
挑戦した４年間でし

た。親友でありよきライバルでもある青
木美穂さんといつも2人で、学生ラウン
ジや商業資格指導室の定位置に陣取り
（？）、検定試験前には、一日、８時間以
上の勉強も厭いませんでした。
　大学祭やその他の学内外のイベント
にも積極的に参加、協力を惜しまず、学
生生活を謳歌しながら、常に目標に向
かって努力するという姿勢を、キャンパ
ス内に率先して示してくれました。
　今春から会計事務所に勤務され、培っ
てきた能力を大いに発揮してくれるも
のと期待しています。

就職内定
速 報

　入学当時、どこかあどけなさが残っていた皆さんの顔を思い浮かべると、卒業
していく皆さんの顔は、非常に頼もしくなっています。授業やゼミ活動、まちづく
り提案等の対外的な活動、大学祭をはじめとしたイベント、様々な資格の取得な
どを通して大きく成長を遂げられたことが感じられます。
　楽しいことだけではなく、難しい問題に責任ある立場として取り組ま
なければならないこともあるでしょう。学生時代のように自分の都合で
自由に振る舞うことは許されなくなります。しかし、本学で学んだ知識
と経験をもとに積極的に取り組んでいけば、そうした困難な状況に
あっても、必ずや切り開いていけるのです。

　子ども生活学部では、地域の就学前施設との連携により、子どもと触れ合いな
がら、教育実習や保育実習に向けての学習の基礎を学ぶことを主な目的とした交
流保育を実施しています。今年度も３回、各園のご協力により実施しました。
　5月25日（金）には、年長児約50名が本学グラウンドにて、2年生と一緒に『ブン
バ・ボーン』の体操をしたり、ボールや縄などを使い身体を思い切り動かしたりし
て遊びを楽しみました。学生たちは、子どもと実際に触れ合うことで、子どもの発
達について、より理解を深めていました。
　10月26日（金）には、年中児と年長児合わせて約100名が、本学の「子どもの
森」にて、2年生と一緒に森の中を探検したり、木の実を拾ったりして遊びを楽し
みました。子どもたちは、自然の中で見つけたたくさんの宝物を、学生たちに嬉し
そうに見せていました。
　1月23日（水）～25日（金）の3日間は、園児たちが来校し、グラウンドやアリー
ナで思い思いに遊びを発見しながら、1年生や3年生と楽しみました。アリーナに
は、3年生がお菓子の家やアスレチック、忍者修行や迷路などの遊びのコーナー
を、また、グラウンドには、凧あげのコーナーも設置しました。子どもたちの中に
は、同じコーナーで遊び方を変えながら、長い時間楽しんでいる姿もありました。

　交流保育に参加する学生たちは、授業の中で、来学する子どもたちの発達を考え
ながら教材研究や環境づくりを行っています。毎年行われているこの活動は、学生
たちの子ども理解や実習に対する事前準備としても、とても有意義な活動となっ
ています。

　本学学生は、就職活動に向け基礎から応用への着実なプロセスで就職関連講座を受
講することで、流動的な就活環境にも落ち着いて対応できました。
　今年度も公務員・金融・サービス業、保育所・認定こども園・幼稚園等、地域に貢献する
「豊かな都市生活の実現に貢献する人材」と「子どもの未来を育むことのできる人材」を
送り出しました。

公 務 員 等
公共サービス



卒業生より 言葉の花束

流行語 2018

ヒット商品番付 2018

■ そだねー 　
■ ｅスポーツ　　　　　　 　　　
■（大迫）半端ないって　　　　　　
■ おっさんずラブ
■ ご飯論法
■ 災害級の暑さ
■ スーパーボランティア
■ 奈良判定　　
■ ボーっと生きてんじゃねーよ！
■ ＃MeToo

安室奈美恵
スマホペイ
羽生結弦

キリンビール「本麒麟」
Vチューバー

U.S.A.
日本橋高島屋S.C.

トヨタ「新型クラウン」
猛暑消費

森ビル チームラボ ボーダレス

TikTok
サブスクリプション
大坂なおみ
ゾゾスーツ
eスポーツ
カメラを止めるな！
東京ミッドタウン日比谷
ニコン「Z7」
サバ缶
銀座ソニーパーク

横綱
大関
張出大関
関脇
小結
前頭1
前頭2
前頭3
前頭4
前頭5

【東】     　　　　　　　    【西】
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‥‥‥‥‥平昌オリンピック女子カーリング日本代表 ロコ・ソラーレ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥一般社団法人日本ｅスポーツ連合

‥‥2018サッカーW杯 日本VSコロンビア 大迫 勇也選手のゴール
‥‥テレビ朝日ドラマ制作部「おっさんずラブ」チーム

‥‥‥‥‥‥‥法政大学教授 上西 充子氏／ブロガー 紙屋 高雪氏
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥気象庁

‥‥‥山口県での子ども捜索ボランティア男性
‥‥‥‥‥‥‥‥‥日本ボクシング連盟前会長山根 明氏の影響力

‥‥NHK番組「チコちゃんに叱られる！」
‥‥‥‥‥性被害を告発する女性による「＃MeToo」運動

入学式   
春学期授業開始
合宿交流研修
韓国・北朝鮮、両首脳が会談
JR両毛線に新駅「あしかがフラワーパーク駅」開業

就職個人面接開始
是枝裕和監督の「万引き家族」がカンヌ国際映画祭で最高賞
「大谷石文化」、「那須野が原開拓」が日本遺産に

オープンキャンパス
インターンシップガイダンス
大阪府北部地震
「潜伏キリシタン」世界遺産に
米・北朝鮮、史上初の首脳会談
サッカーW杯ロシア大会、日本代表は16強

春学期授業終了
春学期末試験
オープンキャンパス
西日本豪雨
「18歳成人」改正民法成立
フィギュア・羽生結弦選手に国民栄誉賞授与

オープンキャンパス
３年生インターンシップ
保護者教育懇談会
私大医学部で不正入試発覚相次ぐ
大阪桐蔭、甲子園で史上初2度目の春夏連覇

スポーツ交流会
秋学期授業開始 
北海道胆振東部地震、台風21号襲来、相次ぐ自然災害
歌手・安室奈美恵さん引退
テニス・大坂なおみ選手が日本人初の全米オープン優勝

就職ガイダンス
オープンキャンパス
京大の本庶佑特別教授がノーベル医学・生理学賞受賞
築地市場が豊洲へ移転

創立記念日
すみれ祭（宇都宮シティキャンパス）
彩音祭（長坂キャンパス）
日産・ゴーン会長を逮捕
2025年大阪万博決定
プロ野球・ソフトバンク、2年連続日本一
米大リーグ・大谷翔平選手が年間最優秀新人に

クリスマスコンサート
冬期休業開始
2018年の漢字は「災」＝相次ぐ大規模な自然災害などを反映

卒業論文提出
秋学期授業終了
秋学期末試験
レスリング・吉田沙保里さん引退
約20年ぶりの日本出身横綱・稀勢の里引退
テニス・大坂なおみ選手が全豪オープン初優勝、全米に続き２連覇

スキー実習
春期休業開始

学位授与式
春の大学体験講座

ご卒業おめでとうございます

（子ども生活学部3年）

2017年度 長坂キャンパス 学友会会長
野澤 祐香
　大学行事の運営では様々なアドバイス
を頂いたことに感謝しています。大学で
先輩方と過ごしてきて、多くのことを学ば
せて頂きました。この学びを今後に活か
していきたいと思っています。

　春からは社会人として新たな道のスタートとなりますが、学生生活
で学んだ数々の経験を活かしこれからも頑張ってください。
　新たな門出に際し、更なる飛躍と今後のご活躍をお祈りいたしま
す。本当にありがとうございました。

（子ども生活学部4年）

2016年度 長坂キャンパス 学友会会長
沼尻 未来

感謝の気持ち

　「保育者」になるために、仲間と共に一
生懸命勉学に励んできました。壁にぶつ
かる時もありましたが、先生方や友だち
に助けてもらいながら、実習等を乗り越
えることができました。
　これから私たちは、それぞれの道へと

進みますが、この大学で学んだことを生かし、さらに日々成長してい
きたいと思います。
　私たちを支え続けてくれた先生方、先輩や後輩、友だち、そして家
族に心から感謝の言葉を伝えたいです。
　4年間本当にありがとうございました。

　ご卒業おめでとうございます。新生活を迎える皆さんへの餞に、私の好きな
言葉を贈ります。
“You’ll never find a rainbow if you’re looking down.”
「下を向いていたら、虹を見つけることはできない」　(チャップリン)
これからの長い人生、時には大きな壁が皆さんの前に立ちはだかることもあ
るでしょう。でも皆さんには、本学で得た知識と知恵という、誰にも奪われるこ
とのない武器があります。
　どうぞ胸を張って歩んでいってください。新たな門出に、幸あれ！

　ご卒業おめでとうございます。
　私は、シティキャンパスで働き始め、もうすぐ8年になります。その当時は、
東日本大震災直後ということもあり、新しい環境と震災の影響に当惑したこ
とを覚えています。
　卒業生の皆さんは、４月から、学生時代とは違った慣れない環境で戸惑うこ
とも沢山あるかと思いますが、大学生活で培われた経験を、何かのお役に立
てていただけたら、職員として大変光栄に思います。実りある人生となります
よう、今後ますますのご活躍を心よりお祈りいたします。

早瀬 裕栄（長坂キャンパス事務局） 藤﨑 緑子（シティキャンパス事務局）Coffee 
Break

Coffee 
Break

在学生より 贈る言葉

　2019年１月24日(木)、宇都宮共和大学
シティキャパスの大通り側１階エントラン
スに、宇都宮市・芳賀町のLRTの実物大車
両を描いた大型のラッピングシートが掲
げられました。お披露目として、除幕式をは
じめ、多くの方に見守られながら記念セレ
モニーが行われました。
　広く市民の皆さまに、実物大のLRT車両
の大きさを実感していただき，東西基幹公
共交通（LRT）として、JR西側延伸の気運
が高まることを願っています。
　この大型ラッピングシートは、宇都宮商
工会議所、宇都宮まちづくり推進機構、県
央まちづくり協議会、足利銀行のご協力に
より、4月末まで掲示する予定です。

まちづくりシンポジウムまちづくりシンポジウム

LRTラッピング・セレモニーLRTラッピング・セレモニー

　2019年２月12日(火)、宇都宮共和大学
にて、「国際コンベンション都市うつのみや」
まちづくりシンポジウムが開催されました。
　うつのみやシンフォニーグループをお招
きして、不動産、交通、医療など多角的な観
点から宇都宮の再開発のありかたについて
ご講演いただきました。隈 研吾氏（隈 研吾
建築都市設計事務所）から「県都の都市景
観」に関するビデオ・メッセージをいただい
たのち、須賀英之学長が司会となり、吉田信
博氏（宇都宮副市長）、原忠之氏（セントラル
フロリダ大学 ローゼン・ホスピタリティ経
営学部教授）、古池弘隆氏（本学特任教授）に
よるパネルディスカッションを行いました。
　当日は、約280名の皆さまにお越しいた
だき、大盛況のうちに終了しました。

（シティライフ学部4年）青木 美穂
4年間ありがとうございました

　大学では、簿記論や原価計算の勉強に
力を入れました。簿記の勉強はゼロから
のスタートでした。簿記論担当の飯島先
生に丁寧にご指導いただき、２年生の時
に日商簿記検定の２級に合格することが
できました。１級は惜しくも点数が僅か
に届かず合格することができませんでし

たが、目標であった金融機関への就職も決まり、共和大に入って本当
に良かったと思っています。
　いろいろな先生方から毎日、温かいご指導をいただき有り難うご
ざいました。

（シティライフ学部2年）

2018年度 シティキャンパス 学友会会長
松岡  匠

ご卒業おめでとうございます

　ご卒業おめでとうございます。1年生の
合宿交流研修でのまち歩きゼミから始
まって、勉強やサークル活動など、学生生
活の様々な面でお世話になり、ありがと
うございました。

　まち歩きゼミでの発表は、初めてのプレゼンテーションで大変で
したが、2年生になって後輩を指導する立場になり、初めて先輩の皆
さんの大変さが分りました。
　これからも皆さんを見習って、後輩と一緒にシティライフ学部を盛
り上げていきたいと思います。

［長坂キャンパス］彩音祭 2018
　宇都宮共和大学・宇都宮短期大学長坂キャ
ンパスで、11月17日（土）・18日（日）の2日間
「彩音祭2018」が開催されました。
今年のテーマは「祝彩～輝け私たちの色～」。

各学年の展示やクラスごとの模擬店、サーク
ルの発表、各種コンサートなどがあり、一般
の方や卒業生など多くの来場者を迎え、盛大
に開催することができました。
　ご来場いただきました皆さまにお礼を申し
上げます。

［宇都宮
シティキャンパス］すみれ祭2018

　澄み渡る秋空のもと、宇都宮中心市街地にある宇
都宮共和大学・宇都宮シティキャンパスで、11月4日
（日）に「すみれ祭2018」が開催されました。
　今年で13回目を迎える「すみれ祭」は、『輝くまち
なか休憩所』のテーマのもと、日頃の研究成果の発
表、ゼミによる研究展示をメイン企画として行われ
ました。

　午前のステージでは、留学生による留学生スピー
チコンテストが実施され、個々のテーマにより、日本
について感じたことをスピーチしました。午後のス
テージでは、チャリティービンゴ大会、学生バンド
（LMC）によるライブが繰り広げられ、特に豪華景品
が用意されたビンゴ大会では、一般の方にも大勢ご
参加いただき、楽しんでいただきました。
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シティライフ
学　部

シティライフ
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子ども生活
学　部

2018年度の出来事

2
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「保育所保育指針改定のねらいと
　　　　これからの保育」　公開講座
「保育所保育指針改定のねらいと
　　　　これからの保育」　公開講座

　2018年10月6日（土）、長坂キャンパスで
「保育所保育指針改定のねらいとこれから
の保育」と題し、子育て支援研究センター公
開講座が開催されました。地域の保育関係
者、本学学生・教員をあわせて約200名の方
が参加しました。
　第31回目となる講座には汐見稔幸氏（白
梅学園大学　元学長）をお迎えし、国の教育
政策やこれからの子どもたちに育てたい能
力を踏まえた指針改定のねらいを、わかり
やすく解説していただきました。また、「幼児
期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に
ついても、日々の保育の中ですでに実践さ
れていることから、10の姿をとらえるため
の視点をお話しいただきました。
　後半は、宇都宮市こども部保育課の栃木
肇子氏、陽西保育園の福田清美氏、つるた保育園の徳原真奈美氏をお迎えし、それぞれの取り組みをご紹介いただきました。
2019年度も、子育てや保育に役立つ講座と研修を企画しています。日程と内容は大学ホームページで順次公開します。
ぜひご参加ください。
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