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杉田 奈未穂
名古屋文理大学 情報文化学部 情報メディア学科

平成２０年度卒

株式会社エスケイワード

NAMIHO SUGITA

株式会社エスケイワード
〒461-0001 名古屋市東区泉1-9-22 名古屋BXビル2階
TEL 052-953-7161(代)　　FAX 052-953-7163

［事業内容］
Webソリューション（webサイト作成）、マルチリンガルサービス
ドキュメント＆パブリッシングサービス、コンサルティングサービス
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　卒業生のみなさま、在学生とその保護者のみなさま向
けコミュニケーション誌「ぶんり」は、名古屋文理大学の
“いま”を伝えることによって、大学との“つながり”をい
つまでも持ち続けてもらうことを目的としています。創刊
号ということもあって、内容やレイアウト、掲載記事を試
行錯誤的に作成しました。今後は、多数の方からの意見
を聴取し、改良をしていきますのでご協力のほど、よろ
しくお願いします。発刊にあたり、お忙しい中、原稿執筆
をお引き受け頂きましたみなさまに感謝致します。
ぶんり編集室

編 集 後 記

学園の“いま”を伝えるコミュニケーション誌

●入試日程（大学・短大部・専門）

本学
浜松・津・富山・松本・金沢・東京
本学
浜松・津・富山・松本・金沢・東京
本学
本学

本学

推薦入試
（公募制）（指定校）

一般入試Ⅰ期

一般入試Ⅱ期 
一般入試Ⅲ期 
「センター試験」利用入試Ⅰ期
「センター試験」利用入試Ⅱ期 
特別入試Ⅱ期* 

10／19（月）～10／29（木）

1／12（火）～1／25（月）

2／ 5 （金）～2／15（月）
2／23（火）～3／ 8 （月）
1／18（月）～2／ 9 （火）
2／23（火）～3／ 5 （金）
2／ 5 （金）～2／15（月）

11／6（金）・ 7 （土）〈自由選択〉
11／6（金）
1／29（金）・30（土）〈自由選択〉
1／29（金）
2／20（土）
3／12（金）
個別学力試験は課さない
個別学力試験は課さない
2／20（土）

11／25（水）

 2 ／16（火）
 
 3 ／10（水）〈一括納入〉
 3 ／26（金）〈一括納入〉
 2 ／26（金）
 3 ／26（金）〈一括納入〉
 3 ／10（水）〈一括納入〉

12／10（木）

2 ／25（木）

3 ／10（水）

11／12（木）

 2 ／ 5 （金）
 
 2 ／25（木）
 3 ／16（火）
 2 ／18（木）
 3 ／12（金）
 2 ／25（木）

*特別入試Ⅱ期：社会人、帰国生徒、外国人留学生、フードビジネスあとつぎ奨学、ＰＲ学科町おこし奨学     ※健康栄養学科は実施しません

試験区分 出願期間（必着）
本学
浜松・津
富山・松本・金沢
本学
本学
本学
浜松・津・富山・松本・金沢
本学
本学

本学

推薦選抜Ａ
 
指定校推薦 
推薦選抜B 

試験選抜Ａ 

試験選抜B
特別選抜B*
「センター試験」利用選抜Ⅰ期
「センター試験」利用選抜Ⅱ期
西区近郊社会人 

１０／１３（火）～１０／２７（火）

１０／１３（火）～１０／２７（火）
１１／１８（水）～１２／ １ （火）

 １ ／ ８ （金）～ １ ／１９（火）

 ２ ／２４（水）～ ３ ／ ９ （火）
 ２ ／ ８ （月）～ ２ ／１６（火）
 １ ／１９（火）～ ２ ／ ４ （木）
 ３ ／ ５ （金）～ ３ ／１２（金）
 ３ ／ ８ （月）～ ３ ／１６（火）

試験日
１０／３１（土）１１／１（日）〈自由選択〉
１０／３１（土）
１１／ ６ （金）
１１／ １ （日）
１２／ ５ （土）
 １ ／２８（木）／２９日（金）〈自由選択〉
 １ ／２９（金）
 ３ ／１３（土）
 ２ ／２０（土）
個別学力試験は課さない
個別学力試験は課さない
 ３ ／２０（土） 
 

試験会場

１１／２４（火）

１１／２４（火）〈一括納入〉
１２／２１（月）

２ ／１５(月）
 
３ ／２５（木）〈一括納入〉
３ ／ ９ （火）〈一括納入〉
２ ／２２（月）
３ ／３１（水）〈一括納入〉
３ ／３１（水）〈一括納入〉

１回目 2回目
入学手続締切日

 
１／１２（火）

１／１２（火）

３／９（火）

３／９（火）

１１／ ５ （木）
 
１１／１０（火）
１１／ ５ （木）
１２／１０（木）

 ２ ／ ４ （木）

 ３ ／１８（木）
 ２ ／２５（木）
 ２ ／１２（金）
 ３ ／２４（水）
 ３ ／２４（水）

合格発表

試験区分 出願期間（必着） 試験日 試験会場 １回目 2回目
入学手続締切日合格発表

*特別選抜B：自己推薦、社会人、同窓会会員関係者、支援付社会人（介護福祉学科のみ）

本学
浜松・津
富山・松本・金沢
本学
本学
浜松・津・富山・松本・金沢
本学
本学
本学

選抜試験２期 
 
選抜試験３期 

選抜試験４期 

選抜試験５期 
選抜試験６期  
選抜試験７期 

１０／１３（火）～１０／２７（火）

１１／１８（水）～１２／ １ （火）

 １ ／ ８ （金）～ １ ／１９（火）
  
 ２ ／ ８ （月）～ ２ ／１６（火）
 ２ ／２４（水）～ ３ ／ ９ （火）
 ３ ／ ８ （月）～ ３ ／１６（火）

１０／３１（土）
１０／３１（土）
１１／ ６ （金）
１２／ ５ （土）
 １ ／２９（金）
 １ ／２９（金）
 ２ ／２０（土）
 ３ ／１３（土）
 ３ ／２０（土）

１１／ ５ （木）
 
１１／１０（火）
１２／１０（木）

 ２ ／ ４ （木）

 ２ ／２５（木）
 ３ ／１８（木）
 ３ ／２４（水）

注）介護福祉士奨励金制度　介護福祉学科では、「推薦選抜Ａ、Ｂ、試験選抜Ａ」の各入学試験において、学力優秀、将来性等を審議して合格者の２０％を限度として１年次前期分授業料を奨学金として付与する制度があります。

◎名古屋文理大学、名古屋文理大学短期大学部、名古屋文理栄養士専門学校は姉妹校として、卒業後に入学する場合、入学時の納付金優遇制度があります。
　詳細につきましては、各校の入試広報課へお問い合わせください。

試験区分 エントリーシート提出期間
12／15（火）～12／21（月）
2／24（水）～3／ 2 （火）
3／17（水）～3／23（火）

ＡＯ入試 11／25（水）～12／ 9 （水）
 2 ／ 3 （水）～ 2 ／16（火）
 2 ／24（水）～ 3 ／10（水）

面談日

　　　　　　　　　
12／12（土）
 2 ／20（土）
 3 ／12（金）

出願期間（必着）
1／13（水）
3／15（月）
3／31（水）

入学手続締切日
12／25（金）
 3 ／ 5 （金）
 3 ／25（木）

合格発表

大　

学

短　

大　

部

専
門
学
校

※健康栄養学科は
　実施しません

試験区分 出願期間（必着） 試験日 試験会場 １回目 2回目
入学手続締切日合格発表

１１／２４（火）

１２／２１（月）

２ ／１５(月）
 
３ ／ ９ （火）〈一括納入〉
３ ／２５（木）〈一括納入〉
３ ／３１（水）〈一括納入〉

 
１／１２（火）

１／１２（火）

３／ ９ （火）

●学納金の減免制度（平成22年度入試）

一般入試Ⅰ期

特別入試Ⅱ期〈フードビジネスあとつぎ奨学入試〉
特別入試Ⅱ期〈ＰＲ学科町おこし奨学入試〉

試験区分

成績上位者（得点150点以上）

フードビジネス業界の健全な発展を担う人材を育成するため､食品製造業・食品流通業・外食産業などの家業を継承することを希望している者
ＰＲを学び、卒業後は地元に戻って地域社会を活性化したいと考えている者

　

対象者
健康栄養学科
フードビジネス学科
情報メディア学科
ＰＲ学科
フードビジネス学科
ＰＲ学科

対象学科
３名
３名
５名
３名
若干名
若干名

人数

２年間授業料
半額免除

入学金免除
入学金免除

特典

特別選抜Ｂ
〈同窓会会員関係者入試〉

特別選抜Ｂ
〈支援付社会人入学試験〉

試験区分

本学同窓会（名栄会・稲友会）の会員、準会員の２親等以内の者

介護福祉士として勤労意欲を持った社会人

対象者
食物栄養学科 栄養士専攻
食物栄養学科 製菓専攻
介護福祉学科

介護福祉学科

金額

各学科
若干名

若干名

人数

入学金の半額を
奨学金として付与

入学金の半額を
奨学金として付与

特典

＊大学と短大部では､入試時に以下のような制度があります。

♣『ぶんり』への感想をお寄せください。
♣『ぶんり』でこんなものを読みたい、知りたいというリクエスト
♣卒業生同士の交流の呼びかけや近況報告など
Ｅ－ｍａｉｌやお便りでお送りください。

ぶんり編集室  Ｅ－ｍａｉｌ：b-hensyu@nagoya-bunri.ac.jp
お便り ： 〒492-8520 愛知県稲沢市稲沢町前田365 名古屋文理大学 ぶんり編集室

★資料請求・お問い合わせ
名 古 屋 文 理 大 学  入試広報課　TEL：0587-23-2400（代） E-mail：kouhouka@nagoya-bunri.ac.jp
名古屋文理大学短期大学部  入試広報課　TEL：052-521-2251（代） E-mail：nyusi@nagoya-bunri.ac.jp
名古屋文理栄養士専門学校  入試広報課　TEL：052-521-2251（代） E-mail：nyusispe@nagoya-bunri.ac.jp

入学試験のご案内

みなさんからのメッセージをお寄せください!

あて先は

『ぶんり』は卒業生のみなさまを誌面でつなぐコミュニケーション誌です。

募集します！

大学での色々な実践の場が、
私の意識を変えた

　名古屋文理大学に入って、意識が変わったなと思う
のは、稲沢市内の小学生にパソコンの授業を実習する
「小学校での情報教育」でした。当然子どもに接し、先
生方とも接します。実習を行うために、さらに多くの方
と接します。こうしたいろいろな世代の人との接点は、
私が苦手としていた人付き合いや、段取りを大きく修
正してくれました。それに漠然と「情報メディアをやりた
い」という気持ちから「教育システムを作りたい」とい
う明確な目標を持てるようになりました。そういう経験
から、稲沢市のHPの作成に携わったり、様々な学会で
発表したり、学内コンテストに参加したりと、とにかく、
少しでも興味があることは、とことんやってみるように
なりました。このような活動が就活の時の自分の「芯」
になって、面接などに大きな力になってくれました。

新しいことへの挑戦を続けていきたい
　今の会社では、Webを通して、いろいろな人と一緒
にモノを作り上げていますが、常に新しいことに挑戦
し、学ぶ姿勢を持ち続けたいと思っています。情報メデ
ィアの世界は、常に変化し続けていますし、まだまだ可
能性のある領域でもあります。そういう意味では、自分
だけ立ち止まっているわけにはいかないと思い、少しで
も興味のあるものはどんどん深く学んで、吸収していか
なくてはと思っています。それから、もちろんたくさんの
人との仕事も楽しみたいですが、いつかは、「杉田にし
かできない」「杉田にまかせておけば大丈夫」と言われ
るような仕事ができるようになれればと思っています。
やはりやるからには誰にも負けたくないですから。

第1回活躍する卒業生活躍する卒業生

大　

学

短 

大 

部



ＵＩ完成 ＵＩプロジェクト

ＵＩプロジェクトチームリーダー 

滝川 嘉彦
TAKIKAWA YOSHIHIKO

　「ぶんり」とは、「文科・理科を併せ持つ大学」を意味するとともに、「物事の

節目」を意味します。文理の名称がついた昭和63年ごろを振り返ると、当時は

栄養学、家政学、情報処理学、経営学等を有する、全国的にも稀な総合短期大

学の時期でした。本学は次の飛躍のために、大きな希望を胸に抱いて「ぶん

り」と名乗ったのでしょう。それから早くも20年以上の年月が流れました。未だ

に「西区の栄養の学校」と呼ばれることは稀ではありませんが、日本がチャレン

ジしている今だからこそ、文理にも新しい節目が必要です。その起点に不可欠

なのが、3万人におよぶ卒業生が社会で得た「経験」と、1800人の現役学生

の持つ「若さ」です。昨今社会的格差が広がっていると言われますが、歴史を

振り返ると差が存在しなかった時代はありません。異なる人と人とが調和し、心

豊かに過ごすために、先達は叡智を巡らしてきたのです。卒業生には、最新技

術や高度な専門を学び直す中で、若者から溢れんばかりのパワーを吸収して

ほしい。また現役学生には、机上で学んだことを社会や実生活とつなげるため

に、卒業生の経験を生かしてほしい。「年齢や経験に差はあるが、求めるもの

同士が切磋琢磨する中で、新しい叡智を獲得する場」。これこそが私が求める

次の大学の姿です。

理事長・学長

創 刊 に 寄 せ て

　ＵＩ(＝University Identity)とは会社の言うところのいわ
ゆるＣＩ(＝Corporate Identity)のことで、大学としてのアイ
デンティティを整備、確立するプロセスを指します。本学の
対外的なコミュニケーションにおいて、書体の不統一やロゴ
の使い方などに一定のルールがないことが学園会議などで
問題となり、ビジュアルや学園のスローガンなども含めて整
備が必要であるとの認識に至りました。そこで平成21年3月
に大学、短大の若手職員、教員10名からなるプロジェクトチ
ームが結成され、本学の特徴、持ち味や今後の方向性など
について話し合いを重ね、それらをもとに外部業者にデザイ
ンとタグライン（スローガン）の作成を発注いたしました。
　そしてこの度、コミュニケーションマークを制定いたしまし
た（図参照）。オレンジとピンクという暖色が本学の特徴であ
る家族的な雰囲気を表現する一方、斜体とアンダーライン
がスマートさや未来に向かって進む勢いを表しています。今
後、タグラインや大学名表記の際の標準書体などを決定の
後、本学の広告物やパンフレット、名刺、封筒などに順次採
用していきます。なお、ユリと楯の校章は今後も大学の正式
なシンボルとして使用されます。

大学
情報メディア学科

CAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWS

栗林 芳彦

　「Sakae Movie Award 2009」において
情報メディア学科3年生の小久保博文さん、久
保田紘文さんの2名が「NCA 名古屋コミュニ
ケーション・アート専門学校賞」を受賞しまし
た。授賞式は、9月20日（日）に名古屋テレビ
塔で執り行われました。
　ドラマ「TRICK」や映画「20世紀少年」を手
掛けた堤幸彦氏が審査をするこのグランプリ
において、今回は受賞から洩れましたが、グラ
ンプリ作品に木村仁美さん（情報メディア学科
3年生）の作品がノミネートされ、堤氏より高評
をいただきました。

情報メディア学科の学生が
「Sakae Movie Award 2009」で
受賞しました

【プロジェクト概要】
　本学フードビジネス学科が取
り組んでいる「田んぼアート」
が3年目を迎えました。今年度
も稲沢市のマスコットキャラク
ター「いなッピー（銀杏バージョ
ン）」を２反の田んぼ一面に描
きました。今年は地域の田んぼ
アート有志の会（稲人の会）や、
地元企業（三菱電機）、国分小
学校の児童たちと協力して完
成させることができました。

　はじめはこれで「いなッピー」の絵ができるのかと不安でしたが、秋に消防署
訓練棟から見せてもらった時は、ちゃんとした「いなッピー」の絵ができていて感
動しました。地元の人達と触れ合い協力してできた「いなッピー」の田んぼアート
はすばらしいものとなり大変うれしいです。   （フードビジネス学科2年 飯田雅）

稲沢市
マスコットキャラクター
「いなッピー」
銀杏バージョン

田んぼアート2009
フードビジネス学科

大学

学生の感想

　９月１２日（土）、名古屋
ガーデンパレスで、臨地
実習及び校外実習先の
先生方、更に就職でお世
話になっている企業の
方々と本学担当者との名
古屋文理交流会を開催し
ました。

全 学 名古屋文理交流会を
開催しました

　初めに愛知県がんセンター研究所所長の田島和雄氏による「が
んのオーダーメード予防・医療の展望」の講演が行われました。が
んについて世界的な動向や最新の知見が報告され、早期発見と
一次予防の重要性、がん検診の定期的な受診の重要性を強調さ
れました。参加者は、自分自身のことと受け止め、真剣に聴き入っ
ていました。
　その後の懇親会では、実習受け入れ先の方々から臨地実習生
や校外実習生についての意見や本学に対する要望など、多くの情
報交換が行われました。
　参加して頂いた施設側の方は約６０名で、幅広い交流ができ大
変有意義な時間となりました。参加頂いた方からも、良い機会が
得られましたとの意見が寄せられました。

　６月１６日（火）健康栄養学科の辻ゼミが稲沢市立下津小
学校で食育支援出前授業を実施しました。
　辻ゼミの４年生９名が、朝食について自分たちで制作し
た教材を使ったり、演劇を取り入れたりして児童の興味を
惹きつけていました。ゼミ生の中には下津小学校の出身者
もいました。
　平成１７年度から始まったこの食育支援活動は、毎年全
員がゼミのロゴ入りポロシャツにジーンズ、白のスニーカー

というスタイルで一
丸となって実施して
います。今年で５年
になりましたが、本
学健康栄養学科の
ひとつの伝統にな
りつつあります。

辻ゼミが食育支援
出前授業を実施しました

大学
健康栄養学科

　昨年の秋、韓国で
行われた日韓松茸プ
ロジェクトにＰＲ学科
の学生７名および情
報メディア学科の学生
５名が参加しました。

　韓国のＰＲ会社から「日本と韓国の大学で韓国松茸
に関するＰＲのコンペを実施するが、参加してもらえな
いだろうか」という打診がありました。韓国東北部にあ
る襄陽（ヤンヤン）郡は品質の高い松茸が取れることで
韓国では有名ですが、コンペの主旨は日韓の大学生の
チームがこの襄陽の松茸のブランド価値を高めるＰＲ企
画で競い合うというものでした。このオリエンテーショ
ンの結果、入賞を果たしました。

大学
日韓松茸ＰＲプロジェクト 
PR学科　
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　９月１３日（日）、Ｅ館 第一視聴覚室で、食
育講演会（名古屋文理大学短期大学部・名
古屋文理栄養士専門学校主催）を開催しま
した。
　今年度は、一般の方を対象に２つの講演
会を実施しました。
　第1部は中部水産株式会社販売促進部長の神谷友成氏「水産市場のおさ
かなマイスターが語る魚食文化」の演題で、長年の魚市場生活で培った知識
と経験に基づいた魚や食にまつわる様々な話をわかりやすく説明されました。
　第２部は農林水産省東海農政局消費・安全部消費・安全調査官 小笠原陽太
郎氏による「食の安全・安心～食品表示ってどうなっているの～」で、昨年来の
食の安全・安心に関する問題や表示違反の事例を紹介するとともに、食の安
全・安心に対する国の取り組み、および正しい食品の表示法をクイズ形式にし
てわかりやすく説明されました。

平成20年度の
第三者評価による
「適格認定」を
受けました

　5月14日（木）に平成20年度第三者評
価認定証贈呈式が行われ、財団法人短期
大学基準協会理事長より「適格認定証」
が交付されました。
　第三者評価については、平成16年6月
に学校教育法が改正され全ての短期大学
に、国が認証した第三者評価機関による
評価を受けることが義務付けられました。
平成20年度に第三者評価を受け「適格
認定」により高等教育機関としての質が
保証された事になります。

短大部

短大部

　山田弘明教授の専門は西洋近世哲学ですが、現代の倫理学（生命倫理、環
境倫理）、近代日本の思想史（西田幾多郎、西周）にも関心を寄せています。授
業では、哲学、倫理学のほかに、フランス語、クリティカル・シンキング入門、レト
リックの基礎を教えています。いま行っている仕事は、フランス１７世紀の哲学
者デカルトの書簡集全８巻の翻訳・研究です。当面の目標としているのは、

１）テキストに忠実な全訳と注解とを日本の学界に提供すること（これは本邦初！）
２）それを通して１７世紀哲学の状況とその背景を生きた形で浮き彫りにすること
３）それをもとに現代思想の諸問題（こころ、他者、生命など）を解釈し直すこと

です。数人の仲間との共同作業で３～４年をかけて全巻を訳了し、５・６年後には
書店に、新訳がずらりと並ぶことになるでしょう。残念ながら、哲学という学問は
現在世界的に退潮気味です。日本の若い哲学研究者がこの訳を拠りどころに
新しい研究成果を挙げてくれることを願って、毎日研究室に通われています。

第1回 “本学教員の研究内容をお伝えします。”

山田 弘明（やまだ・ひろあき）

プロフィール
昭和２０年生まれ。京都大学
大学院文学研究科博士課
程・単位取得。名古屋大学文
学研究科教授をへて、現在、
本学情報文化学部教授。文
学博士。著書に、『デカルト
『省察』の研究』（創文社
1994）、『真理の形而上学』
（世界思想社2001）、『デカ
ルト哲学の根本問題』（知泉
書館2009）などがある。

１．ＳＫＥ４８ライブステージ  １２：３０～ 大学内特設ステージ
　ＳＫＥ４８とは、作詞家でもある秋元康が総合プロデューサーを務め、名古屋で活
躍するアイドルグループです。歌とダンスのステージをご覧いただけます。
　観覧は自由です。なお、当日は大変混雑が予想されることから、卒業生向け※１に
優先席をご用意しています。ご希望の方は、開始１５分前に特設ステージ横の専用
受付へ、学園報の入った封筒をお持ち下さい。先着２０名様をご案内致します。

２．公開講座「おもしろ科学実験教室」  １３：３０～１５：００ 北館１階 エクステンションセンター
　特別講師を招き、子供から大人まで楽しめる科学実験を行います。
参加者の方も実験を通して、自然現象の不思議に触れ、科学を身近に
感じることができる内容となっています。ＮＢＳＣ（名古屋文理大学サイ
エンスサークル）も協力しています。
　また、卒業生向け※１に先着１０名様※２のお席を無料でご用意してい
ます。受講希望の方は、受付へ学園報の入った封筒をお持ち下さい。
　
３．稲友祭もちつき大会  １１：３０～ 体育館１階ラウンジ
　フードビジネス学科「田んぼアート事業」の紹介と収穫米による餅
つき大会及び、つきたて餅の販売を行います。卒業生の方※１はお餅
を無料でお召し上がりいただけます。ご希望の方は学園報の入った
封筒を会場へお持ち下さい。先着４０名様に無料券をお渡しします。

４．デジタルコンテンツコンペ  １０：３０～ 大学内特設ステージ
　学生が日頃の学習の成果を発揮する場となっており、会場
では応募作品をご覧いただくことができます。当日は同窓会
長賞を授与します。

　稲友会は、本年度「４年制大学化１０周年記念応援事業」を柱として様々な取り組みを行っています。
　毎年特に力を入れている学園祭への協賛については、以下の４つのイベントを実施します。この機会
にぜひ母校へ足を運んでいただき、お気軽にご参加ください。

５０周年記念総会が
開催されます
　名栄会は会員数が２万人を超え、平成２１
年度は名栄会創立５０周年の記念総会を１０
月２５日（日）にウェスティンナゴヤキャッスル
ホテルで開催します。総会に続く懇親会では、
この日のために用意された献立を加藤敏彦
会長とホテルのシェフが説明し、賞味するこ
とになっており、予想を超える数の同窓生４０
０人以上が集う予定です。
　なお昨年度には母校のＥ館（東館）の新築
に伴い視聴覚教室充実のために１,０００万円
の寄附を行い、母校の発展に寄与しました。
 

名栄会

→http://www.nagoya-bunri.ac.jp/classmate/index.html
その他にも様々な事業を展開しています。リニューアルした稲友会Ｗｅｂサイトをご覧下さい。　

　9月2日（水）の全国栄養改善大会
において、本学教員の長谷川孝子先
生が栄養士養成功労者として厚生労
働大臣から表彰されました。
　長年にわたり本学を拠点に地域の
栄養士養成に努められたご功績が認められ、東海
三県では長谷川先生お一人だけが受賞されました。
　今後ますますのご活躍が期待されます。 

長谷川孝子先生が
厚生労働大臣から
表彰されました！

専門
学校

専門
学校

★すべて１０月３１日（土）開催の学園祭で実施します

恒例の稲友祭が開催されます

※１. １～３の卒業生向け特典は、お１人様１イベントに限らせて頂きます。
※２. お子様の同伴も可能です。

2008年度 受賞作品

同窓会から

先着
2０名

先着
1０名

先着
4０名

CAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWSCAMPUS  NEWS

名栄会では、以下の助成を行っています
①在学生（準会員）に対する支援
・ 入学祝
・ クラブ活動の助成
・ 体育祭、名栄祭の優秀者への同窓会賞贈呈
・ 卒業式に同窓会会長賞贈呈
②卒業生に対する支援
・ 同期会、クラブＯＢ・ＯＧ会への助成

　昨年１１月２２日（土）、１２月１３日（土）、平成２１年３
月１４日（土）の計３回に渡り「実践！ 約束食事箋の作成
と栄養指導システムの連動」と題したセミナーを、藤野
敏夫先生を講師として開催しました。セミナーは医療・福
祉施設の管理栄養士、栄養士を対象として、エネルギー
コントロール食（糖尿病、脂質異常症など）に重点をお
いて進められました。約束食事箋の作成方法や栄養指導システムの構築法、さらに
参加者自らの勤務施設ごとの約束食事箋作成演習など、実務に即した盛りだくさん
の内容で、総計約２００人の参加者を迎えることができ、盛況のうちに終了しました。

スキルアップセミナー報告専門
学校

【東館建築のコンセプト】
　名古屋文理大学短期大学部では、新し
い栄養士教育に対応できる教育システム
の構築と安全なキャンパスづくりを目指し
て、E館（東館）の建て替えを行いました。
　日々進歩する調理現場に対応できる栄
養士を養成するために、従来のガス調理
機器実習室だけでなく電磁調理機器（IH）
実習室を設け、より幅広い調理実習を展
開できるようにし、更には、大画面モニタ
ーを設置し、より分かりやすい授業が可能
となりました。また、各種精密機器を備え
た理化学実験室、用途によって自由にレイ
アウトができる機能的な演習室、200名収
容できる視聴覚教室を備え、より充実した
教育が行えるようになりました。他にも、安
全面や使いやすさに加えて、バリアフリー
トイレ等も設置されています。
　この、E館（東館）の建て替えの際に
は、名栄会・稲友会同窓会から多大なる
ご寄附を頂きました。大変ありがとうござ
いました。

より充実した教育を！
短期大学部 Ｅ館（東館）
建て替え

短大部

電磁調理機器（IH）実習室 視聴覚教室

　E館（東館）外観

　大学・短大・専門学校の第１３回
合同海外研修を実施しました。昨年
３月には、全学から集まった１７名が
ロサンゼルス郊外 Marymount 
College にて研修を行いました。
全員がホームステイをし、大学での
英語研修をはじめ、地域見学、現地
栄養士の講演、給食施設の内部視
察など、さらにハリウッドやディズニ

ーランドにも訪れ充実した楽しい日々を過ごしました。参加
者からは、「本物の英語に直に触れとても貴重な体験をす
ることができました。一番大事なのは英語をうまく話すこと
ではなく、自分自身が相手と向き合って話すことなんだと
感じました」と感想が寄せられています。

名古屋文理
海外研修の実施

全 学
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　学校法人滝川学園の主な事業としては、名古屋市西区にある名古屋文
理大学短期大学部において、古くなった東館を建て替えることとなり、新た
な建物はE館と称し３月末にはほぼ完成いたしました。
　大学では平成２０年４月にＰＲ学科が発足し、短期大学部では（財）短期
大学基準協会の第三者評価を受け、適格の認定をいただきました。大学、
短期大学部とも引き続き教務改革に取り組みました。
　広報活動では、本学の社会的認知度を上げることを目的とし、次年度
に、ユニバーシティーアイデンティティー（ＵＩ）作成のためのプロジェクトを
立ち上げ、活動を開始しました。また地域貢献活動など、本学園のパブリシ
ティーを積極的に行った結果、ＮＨＫなどのマスコミから取材を受けました。

　キャリア支援センターは、個々の学生が高い目的意識を持って人生
観や職業観を養い、的確な進路や職業の選択を通じて希望あふれる
将来につながるようサポートします。履歴書の添削や面接の受け方か
ら就職斡旋、必要な書類の発行、さまざまな就職指導、進路・就職相談
まで、きめ細かく支援。産業界・同窓生の強固なネットワークを活用する
など、内定に直接つながるプログラムを展開し、毎年高い就職実績を
実現しています。学生の不安や悩みにも経験豊富なスタッフが親切丁
寧に対応します。在学生の就職活動の拠点としてはもちろんのこと、保
護者の方からのご相談、卒業生の就職・転職相談も行っていますので、
積極的にご活用ください。

【医療福祉】高山赤十字病院／足助病院／尾西病院／西尾病院／一宮西病院／総合大
雄会病院／松波総合病院／蒲郡深志病院／和合病院／済衆館病院／豊田山之手病院
／竹内病院／岡波総合病院／榊原白鳳病院／四日市社会保険病院／博愛会病院／彦
根中央病院／松前内科医院／社会福祉法人 西春日井福祉会／社会福祉法人 青山里会
／社会福祉法人 博寿会／社会福祉法人 百陽会／社会福祉法人 きらら会／社会福祉法
人 福寿園／社会福祉法人 薫風会／介護老人保健施設 おおひら／メデカジャパン
【給食会社】新三商事／グリーンハウス／日清医療食品／日本ゼネラルフード／富士産業
／魚国総本社／エームサービス／レオック／メフォス／ナリコマエンタープライズ／レパ
スト／丸玉給食／サンフード／トモ／八区炊事／シダックスフードサービス
【食品製造・飲食店】フジパングループ／明治乳業／ロック・フィールド／七福醸造／ヤマ
ミ醸造／竹本油脂／虎屋／ナニワ／プリムイソベン／アサダ／ワタミ／共和食品工業／
日本レストランエンタプライズ／日本レストランシステム／ブロンコビリー／隆祥房／ポッ
カクリエイト／伊藤ハムフードソリューション／日本食研／栄屋乳業／スガキコシステム
ズ／スギ製菓／ジー・コミュニケーション／木曽路 
【卸売・小売業】大日本木材防腐／アルフレッサ／スギ薬局／スギ薬品／中部薬品／ゲン
キー／バロー／FEELコーポレーション／マックスバリュー中部／ユニー／ヤマナカ／ト
ヨタカローラ愛知／オザワ科学／豊田通商／ネッツトヨタ愛知／名古屋トヨペット／愛知
日産自動車／ホンダカーズ三重東／東海マツダ販売／ブリジストンタイヤ中部販売／大
和冷機工業／ダイキン空調東海／アオキスーパー／平和堂／清水屋／コクヨ中部販売
／ヤマダ電機／ビックカメラ／エイデン／東海ペプシコーラ販売
【製造業】トヨタ自動車／大豊工業／三和化学研究所／オムロン飯田／SANKYO／大和
冷機工業／田村プラスチック／王子紙業／JUKI／名古屋製酪／愛知電線／日本食研
【サービス】近畿日本ツーリスト／アクトス／TBCグループ／大垣ガス／東海アドエージ
ェンシー／沖縄ツーリスト／瀧冨工業／東海警備保障／ラウンドワン／加賀屋／出雲殿
／佐川急便／名古屋タレントビューロー
【運輸】名古屋鉄道／西日本旅客鉄道／キューソー流通システム／伊勢湾海運／西濃運
輸／豊通物流／遠州鉄道
【金融・保険・不動産業】十六銀行／清水銀行／明治安田生命保険／日本生命保険／住友
生命保険／東海東京証券／碧海信用金庫／愛知県中央信用組合／クレディセゾン／住
友不動産販売／ミニミニ／レオパレス21／ブルーボックス／ニッショー／東濃信用金庫
【情報通信業】リコーテクノシステムズ／アイシンエンジニアリング／テックエンジニアリン
グ／日立システムバリュー／トランスコスモス／エクシング／旭情報サービス／日本テクシ
ード／トーシン／エスワイシステム／アイエックスナレッジ／ネオ／テクノア／映像舎／ム
トーテクノバ／ソフトウェア興業／VSN／アレクシード／ナカシャクリエイティブ／メイテッ
ク／ピコ・ナレッジ／アワーズ／カーネル情報サービス／ハイパープランニング／東京コン
ピューターサービス／エスケイワード／第一システムエンジニアリング／SETソフトウェア
【公務員・公的機関・教育】愛知県（栄養士）／石川県（学校栄養）／塩尻市役所（栄養士上
級）／浜松市医療公社／小鳩保育園／和光保育園／熱田保育所／郵便局／小坂井町役
場／尾鷲市役所／愛知県警察本部／岐阜県警察本部／各地ＪＡ／名古屋文理大学

■ 卒業生の主な就職先

■ 業種別内定比率

■ 就職内定率

健康栄養学科  １００％　　フードビジネス学科  １００％　　情報メディア学科  ９１.７％

健康栄養学科

医療福祉
24％

医療福祉
4％

不動産
4％

運輸業
1％

金融・保険・
不動産業
1％

給食会社
29％食品製造・

飲食店
15％

食品製造・
飲食店
45％

卸売・小売業
20％

金融 2％

運輸・サービス
7％

公務員・公的機関・
教育 3％

フードビジネス学科

卸売・小売業
27％

サービス
12％

サービス
16％

公務員・公的機関・教育
8％

公務員・公的機関・教育
4％

情報メディア学科

情報通信業
38％

製造業
15％

卸売・小売業
25％

　名古屋文理大学短期大学部及び名古屋文理栄養士専門学校では、就職相談・指導および斡旋を
取り扱うキャリア支援センターがあります。個人の持つ特性や指向性に合った職業に就くことができ
るようきめ細やかで、迅速丁寧な対応を心がけ、就職活動の全面的なバックアップを行っています。
また、近年では卒業後の進路として、四年制大学への編入学および各種専門学校等への進学指導
も行っています。さらに、本学なら就職指導も在学中だけで終わりません。卒業してからも支援をしま
す！在学生同様の対応でみなさんの就職力をアップするべくサポートします。就職支援では抜群の
体制で臨んでいます。

【製造業】愛洋産業／大日製薬／ホーユー／長尾木鋼／磯谷製作所　他
【卸売・小売業】愛知トヨタ自動車／キャメル珈琲／明治ライアス／ジップドラッグ／向山調剤薬局／ヤマダ電機
／ワールドストアパートナーズ　他
【食品製造・飲食店】エースベーカリー／中日本フード／名古屋牛乳／日本デリカフレッシュ／日本フーズデリカ
／ムアー食品／明治乳業／名糖産業　他
【サービス】貝坂工業／総合警備保障（ＡＬＳＯＫ）／タートル／長島観光開発／華屋余兵衛　他
【複合サービス】鈴鹿農業協同組合／南医療生活協同組合　他
【医療福祉】磐田原病院／深谷胃腸科外科／中野胃腸病院／成田病院／はまなこ病院／林病院／森下耳鼻咽
喉科／せんねん村／水車の森／ミソノピア／羽衣ディサービス／竜陽園／あさひが丘／岩崎あいの郷／ウェル
グランデ明石／オーネスト熱田の杜／清洲の里／五井眺海園／庄内の里／西濃ホーム／第二八事苑／日進ホ
ーム／御桜の里／みず里／やはぎ苑／ユートピア第二つくも／ライフケア山根／ラ・ファミリア／ラ・プラス　他
【給食会社】アイコーメディカル／アイビス／魚国総本社／グリーンハウス／栄屋食品／知久／トモ／日清医療食
品／日本アグネス／日本ゼネラルフード／丸玉給食／三重給食センター／ミツオ／メーキュー／メグリアクック　他
【製菓】シャンティーヒラノ／スイーツスタイル／たねや／パティシエ・キドコロ／パティスリー メリ・メロ／フィレン
ツェ／ル・スリジュ ダムール／かとう製菓／正和製菓／DONQ／DOWNEY／WITTAMER　他
【公務・教育】熱田保育所／音聞山保育園／こひつじ保育園／大生幼児園／めぐみ保育園　他

■ 卒業生の主な就職先
【卸売・小売業】安田商事　他
【サービス】日本レストランシステム／サロ
ン オードリー　他
【医療福祉】海南病院／佐々木医院／福
祉村病院／深谷胃腸科外科／豊岡会／
好生館病院／朝日福祉会／あま恵寿荘／
鈴鹿聖十字会／せんねん村／福寿園　他
【給食会社】医療給食／魚国総本社／グリ
ーンハウス／サマンサジャパン／日京クリ
エイト／日清医療食品／日本アグネス／
日本ゼネラルフード／富士産業／まごころ
／丸玉給食／メーキュー／メグリアクック
／メフォス　他
【公務・教育】名古屋市学校栄養職員／赤
羽根学園／けやきの木保育園／すずらん
幼児園／大和保育園／コビー アンド アソ
シエイツ　他 
 

■ 卒業生の主な就職先

平成２０年度事業報告

平成２０年度財務状況について

就職状況

●個人寄附者
（平成２１年９月30日現在、敬称略、順不同、公表を了承された方々です） 

岡田 幸作／神谷 俊行／浦辺 勝豊／川原田 英喜／榊 聡／中川 重則
森 信樹／栗原 利也／荻野 多成／鈴木 義雄／戸塚 文彦／永田 孝
松野 孝好／安立 美保／宮浦 幸昭／加藤 友孝
ご支援ありがとうございました。 　

他３５名  合計５１名   一般寄附金合計  ￥７２５，０００

一般寄附金につきましては、引き続きお願いをしておりますので、
詳細は下記までお尋ね下さい。

■ 問い合わせ先
〒４９２－８５２０ 愛知県稲沢市稲沢町前田３６５（名古屋文理大学）
学校法人 滝川学園 事務局 経理課 寄附金係
TEL ０５８７-２３-２４００（代表）

　本学は、高等教育機関として社会のニー
ズに応えるべく、教育体制の充実と研究施
設等の更なる整備を図りつつ、特色ある学
園を目指し日々努力を重ねております。 
　そのためには十分な財政的支援も必要
と考え、卒業生の皆様はじめ広く社会各層
からのご支援を賜りたく、お願いいたしてお
ります。寄附金の利用方法は図書館の蔵書
（専門書）等の購入費に充当させていただ
きたいと考えております。ご協力をよろしく
お願いします。
　既にご協力頂きました方々は右記のとお
りです。 

大 

学

短
大
部・専
門
学
校

■ 職種別内定比率

■ 就職内定率

食物栄養学科（栄養士専攻） 97.7％　　食物栄養学科（食生活専攻） 92.9％　　介護福祉学科  １００％

食物栄養学科（栄養士専攻）

栄養士
59.3％

研究
10.5％

事務
17.4％

営業 2.3％
販売 4.7％

販売
42.9％

販売 4.2％その他 3.4％ その他 8.0％

その他
7.2％

調理 1.2％

調理 4.0％

製菓 1.2％
進学 7.1％ 事務 7.1％

事務 2.0％

製菓
35.7％

食物栄養学科（食生活専攻） 介護福祉学科

介護 95.8％

■ 職種別内定比率

■ 就職内定率

栄養士科　１００％　　

栄養士科

一般寄附金の
お願い

栄養士 86％

専門
学校短大部

学校法人 滝川学園ホームページの財務状況をご覧ください。（http://www.nagoya-bunri.ac.jp/gakuen/finance.html）

科学研究費・奨学寄附金の実績一覧

基盤研究（Ｃ）
若手研究（Ｂ）
若手研究（Ｂ）
基盤研究（Ｃ） 研究分担者
基盤研究（Ｂ） 研究分担者

科学研究費
辻とみ子
松原友子
後藤千穂
中村麻理
竹中晃子

氏名
1,300,000
780,000
1,300,000
273,000
260,000

金額
行動科学に基づく高学年児童への食育支援プログラムの検証
コンピュータ診断支援システムにおける理解と利用しやすい結果の提示方法に関する研究
閉経後女性の骨密度低下抑制に対するカルシウム摂取と生化学指標との関連
産業グローバル化先進地域の階層構造変動と市民活動
稀少動物ＤＮＡバンクの有効活用システムの構築

研究課題

エリザベスアーノルド富士財団
カゴメ株式会社

奨学寄附金
江上いすゞ
芳本信子

氏名
500,000
500,000

金額
介護予防のための形態性・機能性を考慮したパンの開発
トマト及びリコピンの神経変性疾患に与える影響に関する研究

研究課題

若手研究（Ｂ）
若手研究（Ｂ）
基盤研究（Ｃ） 研究分担者

科学研究費
松原友子
後藤千穂
中村麻理

氏名
1,300,000
1,560,000
130,000

金額
コンピュータ診断支援システムにおける理解と利用しやすい結果の提示方法に関する研究
生体指標を用いた妊産婦および妊娠前成人女性の栄養改善アプローチの検討
産業グローバル化先進地域の階層構造変動と市民活動

研究課題

エリザベスアーノルド富士財団
カゴメ株式会社

奨学寄附金
松田秀人
芳本信子

氏名
600,000
200,000

金額
ダイエット食品の検討（小麦粉パンと米粉パンの比較）
虚血マウスに対するリコピンの投与効果の検証

研究課題

平成
２０年度

平成
２1年度

＊平成20・21年度は以下の科学研究費・奨学寄附金を受けました。

（単位 ： 円）
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