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あおがく通信

第２８号のあおがく通信は、「第１０回青学祭」「体育祭」特集です。今年は１０月に新設した日本
語科の学生が新たに加わっての開催となりました。体育祭では学科や学年を越えて共に汗を流し、ス
ポーツを通して交流を図りました。学園祭では「∞夢限∞ ～夢を無限に追い求める人達～」をテーマに
開催し、それぞれの学校・学科について地域の皆様に知っていただける場となりました。その様子をお
伝えしたいと思います。

青

学

祭

∞夢限∞ ～夢を無限に追い求める人達～
１１月１７日（土）に若狭医療福祉専門学校にて第１０回青学祭が開催されました。
今年のテーマは「∞夢限∞ ～夢を無限に追い求める人達～」。将来、自分がなりたい職業
への夢について入学当初はばく然としていた学生も、学校生活を送るにつれ、リアルな自
分の姿として思い描き、着実に夢へ近づいていると実感してきているのではないでしょう
か。青池学園の学生たちは、自分の夢に向かい今日も走り続けています！

福井しあわせ元気大会のサポートボランティアの様子紹介や思い出
の品の展示、作成した横断幕写真の掲示をしました。福井しあわせ
元気大会でのボランティアの様子を来場者のみなさまにお伝えできたと思います。
また、各ブースでスタンプを集めて景品をゲットする「スタンプラリー」を行い、多
くの方々にご参加いただきました。みんなで協力しながら完成することができました。
ひとりでは成しえないことも、みんなで協力して挑戦することの大切さを青学祭を通
して学びました。
理学療法科２年 大村 駿（大津商業高校出身）

実行委員

和食（鶏のひつまぶし）・洋食（生パスタのミートソース）
・中華（天津黒チャーハン）のランチセット、デザートセット
(抹茶のティラミス・林檎のシフォン・梨のタルト）を提供し、楽しんでいただきま
した♪メニューの考案、原価計算、調理に接客と実践的な経験をすることができまし
た。お客様に「おいしかった」と声をかけていただき、とてもうれしかったです。

カフェ

調理師科専門課程 北山 哲士

フライドポテト・焼き鳥・から揚げ・ホットドック・たこ焼きなど
を販売しました。ベトナム料理を企画し、代表的な麺料理「フォー」
を販売しました。日本人に好まれる味にしつつも、ベトナム感を出すところが難しか
ったです。学科・学年ごとでメニューを担当しましたが、積極的に他のところを手伝
ったりアドバイスをしたりと、学科・学年を超えて協力して行うことができました。

模擬店

介護福祉科２年 中北 佳寿（滋賀県立伊香高校出身）

高等課程３年生はガトーショコラ・カップケーキ・ういろうなどを販売しました。
２年生はパウンドケーキ３種類・塩パンなどを販売しました。１年生はお客様に「い
かがですか？」と呼びかけたり、商品について説明したりと接客を中心に行いました。
完成度や販売方法に試行錯誤しましたが、お客様から嬉しいお言葉をいただき、やり
調理師科高等課程３年 道野 弘幹（角鹿中学校出身）
がいを感じることができました。
調理師科高等課程２年 三浦 朋華（高浜中学校出身）
調理師科高等課程１年 橋本 咲良（マキノ中学校出身）

ホールステージには今年の青学祭のテーマをイメージして、大空
へ夢に向かって走る人を描きました。準備の段階でいろんな人た
ちに助けてもらい、良いものが作れたと思います。
企画では仮装コンテスト、歌うまコンテスト、クイズ大会を行い
ました。ました。急なアクシデントに戸惑うこともありましたが、みんな
で助け合い、みんなが楽しめる企画ができました。

ホール企画

医療保育科２年 酒井 千智（美方高校出身）

学 術

▼ 理 学 療 法 科 ▼
温熱療法、むくみ解消のための空気圧迫といった物理療法体験コーナーや、
脚年齢をチェックするコーナーを企画しました。物理療法体験ではお客様に
やすらぎのひと時を過ごしていただきました。立ち上がりテストで脚年齢を
チェックした後は、機器を使ってのトレーニングやストレッチの指導などを
行いました。今回の企画をとおして全員で内容を共有する重要性を学びまし
た。準備に悪戦苦闘しましたが、たくさんの方に理学療法を知っていただけ
てよかったです。
理学療法科２年 早苗 駿（北陸高校出身）

▼ 介 護 福 祉 科 ▼
レクリエーションを意識し、折り紙工房、プラ板キーホルダー作製、つりゲーム、
ボウリングを企画しました。また、介護福祉科の授業風景を紹介したり、介護食を
展示しました。子どもが多く、プラ板やつりゲームが人気で、たくさんの方に喜ん
でいただけました。思い通りにいかないこともたくさんありましたが、みんなで協
力して活動ができました。
介護福祉科２年 田邊 舞（敦賀気比高校出身）

▼ 医 療 保 育 科 ・ 医 療 秘 書 科 ▼
絵本の世界をテーマに「バムとケロ」「ぐりとぐら」など、みなさまに親し
まれる絵本の世界を再現しました。また、巨大な絵本を作り、子どもたちに
楽しんで読んでもらえるよう工夫しました。さらに時間を決めて絵本の読み
聞かせを行なったり、ボール入れゲームや魚つりゲーム
など来ていただいた方が楽しめるよう計画をしました。絵本の読み聞かせが始まる
ことをアナウンスすることで、たくさんの子どもたちが来てくれました♪
準備はとても大変でしたが、模造紙に絵を描いたり製作に取り組むなど保育士にな
るために必要なことを多く経験することができました。
医療保育科２年 坊 悟恵（敦賀気比高校出身）

▼ 日 本 語 科 ▼
ベトナム語教室、ベトナムのことや遊びの紹介をしました。
クラスのみんなと協力して頑張りました。日本語で説明をすることは難しいですが、
日本のみなさんとたくさん話すことができてよかったです。
日本語科 グエン ヴァン トゥアン

第１０回青学祭実行委員長
理学療法科２年 屋敷 秀明（富山県立有磯高校出身）
青学祭の実行委員長を経験して、学科・学年を超えた関わりを持つことができまし
た。全体を把握し、指示を出し、まとめることはとても大変でしたが、みんなの協
力があり、無事に終えることができました。一人一人、自分の役割に責任もって活
動することができたと思います。また、手が空いていれば他の部門を手伝うなど協
力し合う場面がたくさんありました。青学祭を通して、協力し合い、助け合うこと
で大変なことも乗り越えられる、そのために自分のできることを責任もってやる大
切さを学びました。この経験を今後に活かしていきたいと思います。

体 育 祭
１１月１３日（火）に美浜町総合体育館にて体育祭を開催しました。学科対抗でバレーボールとバスケ
ットボールの試合をしました。また、混合チームによるドッジボールを行い、学科や学年を越えて楽し
みました★

試 合 結 果
≪バレーボール≫
１位 介護福祉科２年
２位 理学療法科２年

≪バスケットボール≫
１位 理学療法科２年
２位 理学療法科１年

≪ ドッジボール≫
１位 チームＨ ２位 チームＤ

昨年は２回戦敗退という悔しい思いをしたため、今年はもっと上
を目指そうとみんなで協力して頑張りました。今年は僕たちにとっ
て最後の体育祭だったので、優勝できてとてもよい思い出になりま
した。ベトナム人留学生が指示を出してくれたため、とてもうまく
コンビネーションがとれ、互いに励まし合いながら試合をすること
ができました。
（介護福祉科２年チーム）
僕たち理学療法科２年は、体育祭に向けて放課後に練習をしてき
ました。練習をすることで、仲を深めることができ、チームワーク
を高めることができました。“優勝”ができてとてもうれしいです。
試合中に熱くなりすぎて周りが見えなくなってしまったことは反省
点です。僕たち２年生にとっては今年が最後の体育祭でしたが、一
緒に汗を流して参加できたことはとてもうれしく、学生生活の良い
思い出になりました。
（理学療法科２年チーム）

ドッジボールは学科や学年の枠を取り払い、混合チームを編成し
ました。校舎が違うこともあり、普段話したことのない人たちとの
チームだったため始めはとても心配でした。しかし、一緒のチーム
でドッジボールをしたことで仲良くなれました。そして、このチー
ムで優勝ができてよかったです。ドッジボールは２つのボールを使
って試合をしたため、どちらのボールを見ていいのか迷いドキドキ
しました。

（理学２年・介護２年・保育１・２年・
高等課程１年の混合チーム）

体育祭実行委員長
理学療法科２年 長谷 匠（北陸高校出身）
体育祭の企画、準備をするうえでどのような競技にするか、どのように競技を
進行するかなどみんなの意見をまとめることが大変でした。体育祭当日は体育
祭実行委員メンバーの協力により、スムーズに進行することができました。
また、日本の学生とベトナム人留学生が一緒に楽しんで競技ができたことも、
とてもよかったと思います。体育祭実行委員長として自分の意見を持ってそれ
を人に伝える場面がたくさんありました。大変だと思うこともありましたが、
これからの学生生活や社会に出たときにこの経験を活かしていきたいと思います。

日本語科 チャン ティ ラン さん
［感 想］体育祭も青学祭も、
とても楽しかったです。たく
さんの日本の方とお話ができ
ました。日本の方はとても親
切だと感じました。
体育祭ではドッジボールをし
ました。少し怖かったですが とても楽しかっ
たです。青学祭ではベトナムについて日本の
方とお話ができて、とてもよかったです。

日本語科 リュー ヴァン ソン さん
［感 想］体育祭も青学祭も、
楽しかったです。体育祭では
いろいろなスポーツが見れた
し、はじめてドッジボールを
して楽しかったです。
青学祭では、仮装コンテスト
がきれいでした。日本の学生さんが、とても親
切にしてくれて、うれしかったです。

介護福祉科１年
ファン ヴァン フン さん

介護福祉科２年
グェン ティ ラン アィン さん

［感 想］体育祭ではみなさん
［感 想］体育祭も青学祭も、
と一緒にバレーボールとドッ
楽しかったです。私たちにと
ジボールができて楽しかった
っては最後の体育祭・青学祭
です。一生懸命、参加しまし
だったのでいい思い出になり
た。青学祭で僕は模擬店を担
ました。体育祭では、わから
当しました。品物をお客さんに買ってもらえてう ないことがあったけれどみんなで協力してでき
れしかったです。また、歌うまコンテストで日本 たのでよかったです。青学祭で私はホール企画
の歌とベトナムの歌を聞きました。みなさん、
担当でした。みんなで楽しい企画を行うことが
とても上手でしたし、聞いていて楽しかったです。 できました。

◆編集後記◆
今年度は、「∞夢限∞ ～夢を無限に追い求める人達～」をテーマに青学祭を開催いたしました。
第１１回青学祭（２０１９年度実施予定）も盛況となるように楽しい企画を準備してたくさんの方々の
ご参加をお待ちしております。（青学祭 広報部）

体験入学日程
若狭医療福祉専門学校

青池調理師専門学校

１２月１５日（土） １４：００～１６：００
１月２６日（土） １４：００～１６：００

１２月２２日（土） １０：００～１３：００
１月２０日（日） １０：００～１３：００

＜お問い合わせ＞
若狭医療福祉専門学校
三方郡美浜町大薮7-24-2
0770-32-1000
http://www.wakasa-iryo.com/
青池調理師専門学校
小浜市小浜広峰108
0770-52-3481
http://www.aoike-chori.com/

