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　10月16日（土）、17日（日）の2日間、
浦和大学・浦和大学短期大学部の学園
祭「しらさぎ祭」を開催しました。第23
回「しらさぎ祭」は、年に1度の大学を挙
げてのお祭りということで、昨年にも増
してバラエティー豊かな企画が催さ
れ、メインステージはもちろん、校舎内
の展示も増え大盛り上がりの2日間と
なりました。
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第23回

開催！！開催！！
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10年秋号（2）通巻第１9号

　こども学部では、親子のひろば「ぽっけ」を学園祭に合わせて
特別に開設したほか、アートスペースでは、ゲーム遊びを行い
「ぽっけ」に訪れた親子の笑顔が溢れていました。
　このほかにも5号館1階のエントランスでは、Art Homeが障
がい者施設とコラボレーションしたアートギャラリーを開設、3号
館の1階、2階では茶道部、華道部、写真部などが日頃の活動の
成果を発表していました。
　また夕方からは3号館屋内ステージで、軽音学部、ウインド
オーケストラ、スケートボードサークル、ダンス部のパフォーマンス
が行われ、多くの観客が訪れていました。

　昨年初開催で話題を集めた「女装コンテスト」が今年も開催。学内から選り
すぐりの男子学生メンバーが“美しさ”を競いあいました。今年もおもしろキャ
ラから外見からは男子とは思えないほど完璧に女子になりきったものまで、バ
ラエティー豊かなメンバーが揃い歓声や笑いを誘っていました。

　今年も3号館前グラウンドに特設された屋外ステージは２日間とも大盛況。特
に学園祭のメイン企画のひとつ「お笑いライブ」は、今年も昨年に続き、3組の
芸人さんを招きました。午前中はゴー☆ジャスとユリオカ超特Ｑの2
組、午後は、ななめ45°が出演し、会場は爆笑の渦に包まれていました。
　また軽音楽サークル、ウインドオーケストラによる演奏、ダンス
サークルによるステージの他、有志によるライブなども行われ、学園
祭を盛り上げました。

学内の展示もさらに充実！

美の競演！　 女装コンテスト

　さらに今年は「B級グルメ」
ならぬ「B級ガールズコレク
ション」を開催。本当の高校生
と見間違えるようなものから、
明らかに怪しげな雰囲気が漂
うものまで、ファッションセンス
と“個性”を競い合いました。

もはや恒
例？！
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最高潮の盛り上がり！！屋外ステージ上のライブは

茶道部
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ダンス部

10年秋号 通巻第１9号（3）

　学園祭の開催に合わせ、今年も卒業生のためのホームカミングデーを開催しました。今年卒業したばかり
の人から、卒業して10年を越える人まで、多くの卒業生が仕事のスケジュールの合間を縫って母校へと
訪れてくれました。学生時代の話から現在の仕事の話まで、色々な話題に花が咲いていました。

このほかにも様々な催しがありましたが誌面スペー
スの都合上ここでは紹介しきれませんでした。当日
の様子は本学Webサイトのフォトギャラリーにも設
置していますので、是非ご覧になってみてください。

　今年の学園祭（しらさぎ祭）は、こども学部が創設されてから4年が経ち、初めて

全学部の全学年が揃うという記念すべき開催となりました。そう思うと非常に身

の引き締まる気持ちで実行委員長を務めさせてもらいました。

　「しらさぎ祭」も今回で23回目を迎え、先輩から引き継がれてきた地域との交

流も一層深まってきました。恒例となっている大崎園芸生産組合の方々による野

菜の販売や、こども学部こどもコミュニティセンターにある親子のひろば「ぽっ

け」の開設など、大学近隣の方々にも足を運んでいただける学園祭として一歩一

歩前進していることを実感しました。
　また今年の学園祭の運営には、2年生や1年生の若いスタッフの力も貴重な戦

力となりました。企画の立案で知恵を絞り、準備作業で力を出し、当日の運営で汗

を流す中でチームワークが生まれ、本当にみんなの力を結集する

ことができた学園祭になったと思います。

しらさぎ祭実行委員長
國分 雄貴（こども学部4年）

“母校へおかえり”

スタッフ全員で汗と力と知恵を出して団結

浦和大学Webサイト
http://www.urawa.ac.jp/

－さらに誰もが楽しめる学園祭を目指して－

インタビュー

しら
さぎ
祭フォトギャラリー

しら
さぎ
祭フォトギャラリー

しらさぎ祭実行委員長

ホームカミングデー

軽音部

ホームカミングデー同
時
開
催
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10年秋号（４）通巻第１9号

総合福祉学部ニュース URAWA UNIVERSITY

障がい者とスポーツの関係を考える

オープンキャンパスで車いすラグビーを体験
　8月22日に開催したオープンキャンパスでは、日本ウィル
チェアーラグビー連盟の監督と選手を招いて、車いすラグ
ビー体験の特別プログラムを実施しました。
　今年の総合福祉学部のオープンキャンパスは、「福祉の
幅広さ」を知ってもらうことを目的に高齢者以外の福祉分野
に従事する方をゲストに招いた講座を設けました。
　今回参加した高校生は車いすラグビーを初めて聞く・見る
という方ばかりで、選手たちのタックルのはげしい音に驚き
ながらゲーム観戦をした後、実際に競技用の車いすに乗っ
て、タックルやパスをするなど競技を体験しました。
　またゲストで来校いただいた日本代表監督の岩渕典仁さ
んからは、世界大会やロンドンパラリンピックに向けての意
気込みを聞くことができ、2年後を待ち遠しく感じました。競

技、スポーツ用車椅子の仕組み、選手の怪我、生活のことな
ど幅広い話と活動を知ることができ、新たな福祉分野を理
解するイベントになりました。

社会福祉士国家試験へ向け強い味方が来校

国家試験合格OB・OGとの交流会を開催
　夏休み中の9月2日、来年1月に行われる社会福祉士国家
試験へ向けた試験対策講座に参加している4年生の学生
と、社会福祉士に合格した卒業生との交流会が開催されま
した。
　当日は卒業生として2010年3月卒業の上原勉さん、石
山愛さん、濱口博文さんと1期生（2007年3月卒業）の池

田裕美さんが来校し、社会福祉士を目指す4年生31名と情
報交換などの交流を行いました。はじめに、卒業生4名から
それぞれの現在の職業や状況について自己紹介があり、そ
の後、4つのグループに分かれ、それぞれ受験勉強の仕方、
リラックス法、就職活動との両立はどうしたらよいか、一番
身に付いた勉強法など合格までの様々な体験について、4
年生に対しアドバイスがありました。4年生は、先輩たちの
生の声に耳を傾けつつ熱心にメモを取る姿が見られました。
　最後に先輩を代表して、「社会福祉士の合格率は27％
（～30％）、それだけ価値のある資格。自分はこの資格が取
れたからいま働いている。ぜひ死に物狂いで勉強してほし
い。不得意科目をなくし、どうか合格して下さい。」と熱い
エールが後輩達へおくられました。

野外活動を通してたくさんの「ありがとう」を発見

大自然で『キャンプ実習』を実施
　9月2日から5日まで3泊4日の日程でキャンプインストラ
クターの資格取得を目指す学生を対象としたキャンプ実習
を行いました。総合福祉学部1年生を中心とした参加メン
バーは、湖に浮かべた手漕ぎボートの競走や薪で火をおこ
しての野外炊飯など、大自然の中で互いに交流しながら野
外活動について学びました。キャンプファイヤーでは、力強
く燃え上がる炎を前に全員が一つとなり、歌って踊って笑顔
の絶えない時間を共にしました。
　このキャンプ実習には｢後輩の為に｣と手を挙げた上級生
の先輩やOBもサポートスタッフとして参加しており、運営を

支えていました。
最終日には参加
メンバーとスタッ
フが一人一人握
手を交わしなが
ら感謝の気持ち
を伝える感動の
フィナーレを迎えました。実習を通して、キャンプ実技の修
得だけでなく仲間との絆や感謝の気持ちを深く感じられる
貴重な経験となったようです。
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10年秋号 通巻第１9号（5）

こども学部ニュース URAWA UNIVERSITY

育つこころ・育むこころを実感しながら学ぶ授業です！

授業紹介「こども理解と観察」　こども学部 教授   櫃田紋子　こども学部  講師   三谷大紀
　こども学部には、地域と連携してすすめるユニークな内
容の授業がたくさんあります。特に、「こども理解と観察」は
親子のひろば「ぽっけ」に集う親子と保育者をめざす学生と
のつながりから生まれた新しいかたちの授業です。
　毎年、「ぽっけ」に参加するご家族の中から、新1年生が
入学してくる頃に誕生する赤ちゃんのいるご両親の協力を
得て、25名クラスに1組の“クラスの赤ちゃん”を決めること
で始まります。学生たちは、生後まもない頃からお誕生日ま
での約1年間、親子の成長の姿、プロセスに身近に触れ、感
じ、考えることで、こどもの心や行動を深く理解する“目”や
態度を培っていきます。
　赤ちゃん時代は日々めざましい成長をしています。また一
生の中でその時期にしかみられない成長の姿があります。こ
の授業ではそんな機会に出会うことがしばしばあります。例
えば、先回の交流授業で、4ヶ月に満たないＭちゃんの“初め
ての寝返り”を観察できました。学生のさし出したおもちゃを
じーっと見つめて、全身をつかってつかもうとするのですが

リアルな社会体験を通して学ぶ

3年生のインターンシップ

届きません。真剣な表情
で何度も挑戦を繰り返
す赤ちゃんの心の動き
に一体化したように、学
生たちも手を出さずに
一心に見守っていました。
“ふれあい”を続けるから
こそ、関与観察をしてい
る学生たちは新鮮な驚きや、ふしぎ、感動、いのちへの慈しみ
…等々を感受し、子ども自らの成長する力やその力を育むまわ
りの大人の力がみえてくるのです。そしてまた、自分が生まれ
育ってきたことの豊かさを考えることにもなっていくのでしょう。
　「ぽっけ」も開設4年目、登録家族も1,600組を超えまし
た。学生スタッフとして通常の「ぽっけ」に参加し、お兄ちゃ
ん，お姉ちゃんになったかつての“クラスの赤ちゃん”の姿
や、次世代の誕生に出会ったりしながら、こども理解・人間理
解を深めることができるのもこの授業の特徴です。

　8月から9月の間に11日間、東京おもちゃ美術館でインターンシップを
行いました。業務の内容は、来館者の方へのおもちゃの遊び方の説明、か
かわりが主で、その他にも事務作業、館内清掃などを行いました。おも
ちゃの説明をする際、私が「こうやって遊ぶんですよ」と一言で説明してし
まうのに対して、スタッフの方々は、例えば“科学おもちゃ”なら「なぜこう
いった現象が起こるのか考えてみてください」と問いかけたり、おもちゃ
の名前の由来や応用した遊び方を説明したりしていました。こうしたかか
わりを来館者の方は楽しみにしているとともに、おもちゃに対する興味を
持っていただくことができ、楽しさを膨らませることができることに気がつ
きました。スタッフの方々は、おもちゃのことが好きというだけでなく、自分
から様々なことを調べ、本当の意味でのおもちゃへの愛情を持っているこ
とを感じました。保育士を目指す私にとって、子どもを取り巻くおもちゃに
向ける視点が変わりました。おもちゃが、その子の発達にとってどのような
意味があるのか、丁寧に考える必要があることに気づかせてくれる機会と
なりました。

こども学部ではキャリア教育を重視しており、保育実習や幼稚園教育実習だけでなく、企業やNPO法人等での多様な
インターンシップ経験を通して、一人ひとりに適した進路選択ができるよう支援しています。

東京おもちゃ美術館（NPO法人日本グット・トイ委員会 ）
早坂春宣（こども学部3年）

○NPO法人  わんぱくクラブ
○浦和ロイヤルパインズホテル
○有限会社アイ・ピー・エス
○社会福祉法人  土の根会
○横浜市港北区地域子育て支援拠点
　どろっぷ

○埼玉県庁福祉部子育て支援課
○東京ガス株式会社
○株式会社ユニックス
○株式会社いろりコミュニケーション
○望月印刷株式会社
○共同製本株式会社
○共同印刷株式会社

○オンワード樫山
○埼玉トヨペットはあとねっと輪っふる
○株式会社大丸松坂屋上野店
○株式会社シャーリーテンプル
○浅草演芸ホール
○NPO法人  日本グット・トイ委員会
○社会福祉法人  雲柱社

○神愛保育園
○江東区南砂子ども家庭支援センター
○練馬区光が丘子ども家庭支援センター
○江東区東陽子ども家庭支援センター
○江東区深川北子ども家庭支援センター
○小平市子ども家庭支援センター
○児童書専門書りとる

インターンシップ先

　8月5日から11日までの5日間、埼玉県庁福祉部子育て支援課におい
てインターンシップを行いました。主に出前訪問、書類作成などをさせて
いただきました。出前訪問では、県民の方々の依頼に応じて出張し、県の
行っている子育て支援や少子化対策について説明する職員の方に同行
しました。また、保育現場の取組みを把握するために、保育園、子育て支
援センターや放課後児童クラブへの視察も行いました。
　これらの経験から、保育現場がさまざまな職種の人々によって支えられ
ていることを知りました。今までは、保育現場にのみ注目していましたが、
行政の取組み等についてより深く学びたいと思いました。このようにイン
ターンシップは、今後の学びや職業選択の参考になるとともに、新しいこ
とにもチャレンジしていこうという思いを強く持つようになり、自分自身が
大きく変わるきっかけになりました。

埼玉県庁福祉部  子育て支援課
折橋未希（こども学部3年）

インターンシップ先

こども学部 2009年度・2010年度 インターンシップ実施先（企業名・施設名）一覧
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10年秋号（6）通巻第１9号

介護福祉科ニュース URAWA UNIVERSITY

『世界に一つだけの貼り絵』を一緒に作ろう！

特別養護老人ホーム「スマイルハウス」でワークショップを開催
　９月１８日に開催されたオープンキャンパスに合わせ、本
学の関連施設・特別養護老人ホーム「スマイルハウス」と短
期大学部介護福祉科の共催で、ワークショップ『高齢者と作
る！世界に一つだけの貼り絵』を開催しました。
　開催にあたって、数日前から介護福祉科オープンキャン
パス実行委員会の学生を中心に、大型の模造紙に下絵を描
き、ワークショップ当日に高齢者の方々が色紙を貼りやすい
よう色紙を手ごろな大きさに切り分けたりと、放課後遅くま
で準備作業を進めてきました。
　当日はスマイルハウスの利用者の方々と介護福祉科の
学生、また当日オープンキャンパスに参加されていた方々
も加わり、総勢３０名以上の手によって巨大な貼り絵作りが
行われました。参加者は、学生が事前に用意した色紙を思

介護福祉科１年生３名がお手柄！！

盗撮犯逮捕に協力で武南警察署から表彰

いおもいの形に切り取り、大型の模造紙に描かれた下絵を
手がかりに貼り付け、世界に一つだけの貼り絵を完成させま
した。学生は勿論のこと、当日参加されたオープンキャンパ
スの参加者からも「とても楽しかった」「今日、入学を決めま
した」と大変好評でした。
 今回作成した貼り絵は学生が仕上げを行い、１０月１６日と
１７日に開催された学園祭「しらさぎ祭」の介護福祉科の展
示コーナーで皆様にお披露目しました。

　短期大学部介護福祉科1年の吉岡夏海さん（写真左）、
千明由佳さん（写真中央）、渡辺佳代さん（写真右）の3人に
武南警察署から感謝状が贈られました。既に新聞等で報道
されているため御存知の方もいらっしゃると思いますが、今
年6月19日の夕刻、3人は帰宅途中のJR東川口駅構内の
上りエスカレーターで、男性が女性の背後からスカートの中
を携帯電話のカメラで盗撮していたのに気付きました。3人
は女性に被害を告げたうえ、渡辺さんがショックを受ける女
性に付き添い、吉岡さんが逃げた男性を追跡。さらに千明さ
んが同駅前交番に駆け込みました。男性は盗撮を認め、県
迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検されました。
　この連携プレーが評価され、3人には武南警察署から感
謝状を贈られました。当時を振り返り、「本当はすごく怖かっ
たけれど、見て見ぬふりはできなかった」「弱い立場の人を

守れてよかった」と3人。介護福祉科で培われた福祉の心は
こんなところでも生きています。
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10年秋号 通巻第１9号（7）

　私たち浦大ウィンドオーケストラは、吹奏楽のサークルです。現在の部員は男子3名、女
子12名の計15名で、毎週火曜・木曜・金曜の週3回、1号館1階にある音楽室で活動をして
います。
　練習の成果の発表の場は、学園祭「しらさぎ祭」での演奏のほか、施設でのボランティア
演奏や学内にある親子のひろば「ぽっけ」での演奏、毎年４月に近隣地域の親子を大学に
招いて開催している「さくらまつり」での演奏など、精力的に活動を行っています。
　サークルができて今年で4年目なのでまだまだ小さなサークルですが、部員も年々増え
てきて、日々の練習でも笑いの絶えない楽しいサークルです。今年は新たにユーフォニウ
ム、ホルン、ピッコロ、クラリネットを購入し、演奏に厚
みが出てきました。聴いているお客さん
の心に届くような演奏を常に心がけてい
ます。大学に来る機会があれば、ぜひ一
度私たちの活動の様子を見て（聴い
て！？）ください

み
ん
な
の
心
に
届
く
よ
う
な

演
奏
を
し
て
い
き
た
い

クラブ・サ
ークル紹介

クラブ・サ
ークル紹介浦大

浦大ウィンドオーケストラ
部長

介護福祉科２年
木原 麻奈美さん
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2011年

大学へのアクセス

AO入試を受験する方は、本学のオープンキャンパスまたは個別学校見学で本学へ来校し、入学相談を
受けることが必須となりました。
入試相談では、AO入試を検討されている方へ向けた個別相談を実施いたします。
エントリーカードの配布のほか、エントリーカードの書き方や面接試験について、また入試課題となる

「体験学習」「レポート提出」についても説明いたしますので、是非ご参加ください。

東
川
口
駅

スクールバス（無料）乗降場  ご案内図スクールバス（無料）時刻表

20
30
30

00
00
00

40 12

13

14

東川口駅発 浦和美園駅発時

10
10
10

赤色の出発時間は、浦和美園駅経由大学行です。

AO入試の受験には本学への来校が必須となります！

10年秋号（8）通巻第１9号

個別学校見
学

オープンキャ
ンパス

AO入試
日　程

AO入試
日　程

オープン
キャンパス
日  程

総合福祉学部・
こども学部

短期大学部介護
福祉科

5/29㊏ 6/19
㊏ 7/10㊏・25

 8/7㊏・22  9
/18㊏

10/2㊏・17  1
1/20㊏ 12/4㊏

 1/15㊏　

  8/ 7 ・28   9/18

10/ 2 ・30

11/20   12/
4

  1/15     2/
25   3/12

  8/ 2  より 随時実施

2011

ハ ロ ー フ ク シ
資料
請求

nyushi@ura
wa.ac.jp

048‐878‐55
36

13:00～15:30
（受付開始12

:00～）

土曜日

日曜日 10:30～15
:00（受付開始  9

:30～）

※10/2以降の
開催は、個別相

談および学内見
学のみとなりま

す。 ※予約不要
。上記以外の随

時見学会も歓迎
します。詳しくは

ホームページを
ご欄ください。

2010年

2010年

2011年

AO入試のエン
トリーには、オ

ープンキャンパ
スまたは個別相

談会への参加が
必要となります

。

〒336-0974 さいたま市緑区大崎3551　　　0120-860-294　　　048-878-5536（直通）　FAX 048-878-5690（直通）
ハロー  フクシ

学校法人 九里学園  浦和大学／浦和大学短期大学部  入試広報課

URL  http://www.urawa.ac.jp/   E-mail  nyushi@urawa.ac.jp

浦
和
大
学

浦和美園駅
経由

●予約不要。保護者の方の同伴、高校の先生も是非お越しください。
●入試相談開催当日は、JR武蔵野線「東川口駅」または埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より
　スクールバスを運行します。（スクールバス乗り場は下記の地図をご参照ください）

●入試相談・ミニオープンキャンパス日程 

オープンキャンパス来校の際には、スクールバスをご利用ください。

11/20土 12/4 土

1/15土1/8 土

2010年 12/11土 12/25土
1/22 土

大学からの便
は、随時運行し
ています。

AO入試エントリーも受付中
入試相談でギモンを解決！

AO入試エントリーも受付中

知

って
ますか ？

知

って
ますか ？

13:00～16:00
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