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INFORMATION



2
0

1
2

/
0

5
 M

a
y

 N
O

.0
2

0
1

M ESSAGE
604名の新入生を迎え、
全員で新たな可能性に挑戦

NIIGATA SEIRYO NEWS
新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大学での日々を成長の糧に。専門知識と
「新しい教養力」を磨いてほしい。

大 短

2012年4月2日（月）午後
2時から、本学体育館会
場で新潟青陵大学、新潟
青陵大学大学院の入学
式が行われ、看護福祉心
理学部231名（編入学生
含む）、大学院臨床心理
学研究科12名の新入生
を迎えました。式終了後
はガイダンスや交流会
も行われました。

2012年4月2日（月）午前
10時30分から、本学体育
館会場で新潟青陵大学
短期大学部の入学式が
行われ、人間総合学科、
幼児教育学科、合計361
名の新入生を迎えまし
た。式終了後、オリエン
テーションでキャンパス
ライフに向けた説明が
行われました。

新潟青陵大学学長
諫山　正

理事長・
新潟青陵大学短期大学部学長
関　昭一

　学ぶとは学校の授業や本を読むことのみを指してい

るのではありません。人生の道の一歩一歩が、私たちの

成長の糧になるのです。これを意識するのとしないので

は、長い人生で大きな違いをもたらします。本学は、その

教育目的を「人間性豊かな福祉および看護の専門職を

育成し、新たな社会の需要にこたえる」ことにあるとす

る、専門職業人養成の大学です。学生時代から実社会に

おける実習などの経験をとおしてプロフェッショナルとし

ての基礎を学ぶのです。それと同時に入学生には 4 年

間の大学生活において「〈深い知力、豊かな情感、強い意

志〉の総合された能力」の基礎を培うことが期待されま

す。それこそが「新しい教養力」といって良いでしょう。ま

たドイツには「人間を自由にするのは教養である」という

ことわざがありました。現代における教養力とは「コミュ

ニケーション能力」だと思います。「誰とでも、どんな状況

でも、自分の言葉で語り、相手の心の痛みを感じ取り、人

と接する能力」こそ教養教育の中心に据えなければなら

ないでしょう。その力を育む上でも最も価値あるものは

友情です。なにより大事なことは、知的刺激を与えあえる

友人を持つことです。音楽を聴いたり、絵画を鑑賞した

り、小説を読んだりして、語り合うことも大学生活の重要

な要素です。そうして学生生活を楽しんでください。

　ようこそ青陵短大へ

「実力主義の青陵短大。」これが本学のキーワードです。

「実力」とは何か？それは本学卒業生がここ新潟の地域

で、採用された企業で評価される「実力」に他なりません。

私は某銀行支店長から「お宅の卒業生は伸び代がある。」

とたいへんな褒め言葉を頂きました。短大卒業生は四大

卒に比べて修業期間が半分、人生経験も二年分の幼さが

残ります。「伸び代がある」とはその差を縮めるだけでな

く、未知の人生、未知の世界を切り開くのに必要な素直な

心構えと柔軟な思考方法を意味します。私はいわゆる本

学に根付いている（教職員が高い目的意識を以て学生に

接する）「教養教育」が学生たちの豊かな「伸び代」に寄与

していると思います。「教養教育」といえば戦後の新制大學

の「教養学部」は、「教養教育」を謳いながら成果を挙げる

ことなく消え去りました。高い目的意識を欠いた「教養教

育」は、雑然とした知識の断片を学生に付与したに過ぎな

いからです。敗戦後の日本で否応なく貶められた「国家意

識」がその矮小化に寄与したと私は思っています。短大の

二年間を以て高等教育完成とは云い難いでしょう。私たち

は短大の延長として生涯教育を位置付け、短大で得た資

格の高度化を支援することによって、持続的な新潟の地

域と企業に歓迎される市民になれる筈です。

企業でも高く評価される、「未知の世界を
切り開く力」を身につけるスタート地点に。



大 短

　2012年度「新入生オリエンテーションキャンプ」が、

4月7日（土）から8日（日）の1泊2日の日程で国立妙高青

少年自然の家で実施されました。これは学生間の交流

を深め、グループ活動などを通した学生間のネット

ワークづくりを目的として、開学以来実施されていま

す。今年度も在学生のスタッフを中心に、学部生、院生、

教職員とともに企画準備を行いました。

　初日は、グループでのレクリエーション、学科別交流

会などを行い、夜は先輩、教職員との茶話会がありまし

た。2日目は、各グループ対抗で地図作りからスタート、

作成した地図を持って宝を探すレクリエーションを体

験しました。

　入学間もない新入生の皆さんは期待と不安でいっぱ

いの中での参加だったと思われますが、時間が過ぎる

につれ、新入生同士の輪、事前準備から主導的な役割を

果たした在学生スタッフ・教職員との輪も広がってい

ることを実感させられました。

大
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T OPICS
新入生を迎えて活気づく、
本学のさまざまな活動を紹介
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新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

歌い継がれた伝統の学園歌を、
吹奏楽アレンジにして式典で演奏。

新入生オリエンテーションキャンプに先駆け、在学生スタッフ研修会
が、3月15日（木）から16日（金）の1泊2日の日程で、国立妙高青少年自然
の家で実施されました。この研修会は、

上記のような目的で実施しています。在学生スタッフの白熱した議論
と行動力が見られた研修会となりました。

新入生オリエンテーションキャンプ
在学生スタッフ研修会

　五七調の格調高い調べが美しい新潟青陵学園歌。

この歌は三好達治作詞、中田喜直作曲と、著名な作家の

手によって生まれ、学園で長く歌い継がれてきました。

その学園歌に、この度吹奏楽のための編曲が完成し、卒

業式と入学式で披露されました。

　演奏を担当した本学吹奏楽部は、3年前に「新潟青陵

ウインドアンサンブル」と改名し、外部講師の藤田豊先

生の熱いご指導のもと充実を図ってきました。訪問演

奏、学園祭、卒業パーティーなどでの演奏、他大学との交

流演奏の自主企画などを経て、意欲が形となりはじめ、

今回、満を持して学園歌を演奏する運びとなりました。

　編曲は、吹奏楽の作品で有名な作曲家の田中賢先生に

お願いできることになりました。田中先生には、団員の

音、目指している音楽、音色をイメージして、楽器編成等

の工夫も重ねて頂きました。吹奏楽の豊かな響きと、中

田喜直先生の原曲の趣を見事に兼ね備えた作品として、

学園歌が生まれ変わったのは言うまでもありません。

　入学式ではコーラスも例年以上の大人数で協演、入

学生や保護者席より拍手がわき上がり、感動の式とな

りました。団長の学生は「先輩を送り出したり、入学生

を迎えたりする、その瞬間に演奏してお祝いの気持ち

を伝えられる。感激です！」と興奮した様子でした。

　長く歌い継がれた学園歌が、今後は新潟青陵ウイン

ドアンサンブルも演奏し、受け継いでいく作品となり

ます。感動の瞬間を何度も体験しながら洗練され、学園

の息吹となって響き続けるよう、今後も期待が膨らみ

ます。

在学生スタッフが主導する
新入生オリエンテーションキャンプ。

① 大学という新しい環境の中で戸惑い悩む新入生を支援する立場で
参加する在学生スタッフ間の交流

② オリエンテーションキャンプで実施される活動の企画立案、計画、
運営についての理論と実際を体験的に相互学習し、グループのリー
ダーとしての役割や資質の向上を図る

③ 自己理解を深め、お互いの役割や影響力について学び、対人関係能
力を高めるための有効な方法を学ぶ
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　2011年12月11日（日）「SEIRYO復興支援ボランティ

ア活動フォローアップミーティングⅠ」が開催されま

した。これは本学大学院・大学・短期大学部が行ってき

た、岩手県陸前高田市でのがれき撤去や草刈り、新潟県

に避難された方々への専門性を生かした支援など、東

日本大震災復興支援ボランティア活動に関する中間報

告会です。当日は本学学生および教職員のほか、学外の

方も含め約90人が参加しました。

　第1部では、2名の外部講師による学生ボランティア

の可能性についての講演、第2部ではボランティア活動

に参加した学生によるリレートークが行われました。

　第3部では、ボランティア参加学生有志作業チームが

策定した、「今後の継続的な震災復興支援に向けた、本

学の取り組みの可能性について」の提言が発表され、参

加者全員一致で採択し、閉会しました。

　本学では今回の提言を受け、継続的な復興支援ボラ

ンティアや他大学とのネットワークづくり等について

検討し、アクションプランを作成する予定です。

「SEIRYO復興支援ボランティア活動
フォローアップミーティングⅠ」を開催。

A CTIVITY
海外や国内で、多様な活動に
取り組む学生たちの姿

NIIGATA SEIRYO NEWS
新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大

　2012年3月9日（土）から20日（月）の12日間、新潟青陵大学

としては初のアメリカ研修旅行を実施しました。参加した

のは看護学科の学生9名と引率教職員2名の11名でした。

　参加者の看護学科4年生　金谷さんにお話を聞きました。

　学生はカリフォルニア州サンマルコスにあるパロマカ

レッジで、午前中は大学内でレッスンを受け、午後は見学や

交流というスケジュールをこなしました。

　午前中のレッスンでは、午後に役立つ英会話を教えてく

れます。その場に合わせた英会話を習うことができ、とても

理解しやすかったと学生に大変好評でした。

　午後の病院や高齢者施設の見学では日本との違いに驚

いたり、共通点を見つけたり、またパロマカレッジで看護を

学ぶ学生たちとの交流や、日本語を学ぶ現地学生との交流

など、はじめは英語に自信のなかった学生たちでしたが、日

を追うごとに英語コミュニケーションが楽しくなっていっ

たようでした。

　またサンマルコス滞在中は一般家庭へホームステイし、サ

ンディエゴ観光やホストファミリーとの交流を楽しみまし

た。中にはショッピングやホエールウォッチング、ホストファ

ミリーの親戚の誕生会に参加したという学生もいました。

　帰国前にアナハイムに立ち寄り、ディズニーリゾートな

どで2日間存分に楽しみ、帰国の途につきました。

　文化の違いに驚くこともありながらも外国から学ぶべき

点を多く発見すると同時に日本の良さを再認識することも

でき、参加した学生たちは大変有意義な経験が得られたよ

うでした。

大学初のアメリカ研修旅行で、
海外と日本の両方のよさを実感。

「フォローアップミーティングⅠ」で策定された「今後の継続的な震災復
興支援」の内容と、被災地でのボランティア活動への参加者が減少する現
状をもとに、いま改めて、私たち一人ひとりができることを考えます。

2012年6月23日（土）開催
フォローアップミーティングⅡ
〈主な内容〉
○講演「東日本大震災ボランティア活動の“今を知る”
（継続支援の現状）」
講師：小山 剛 氏（特定非営利活動法人 災害福祉広域支援ネットワー
ク・サンダーバード代表・こぶし園園長）
○ワークショップ「“いま”私たちにできることは」

詳細は大学・短期大学部ボランティアセンターにお問い合わせください。

SEIRYO復興支援ボランティア活動
フォローアップミーティングⅡのお知らせ

大 短

（取材：事務局）
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ACTIVITY

　2012年度の短大海外文化研修は2012年2月18日から25

日の8日間実施しました。人間総合学科6人、幼児教育学科

22人、引率教員を入れて総勢31名で、フランスのパリ、モ

ン・サン・ミシェル、シャルトルを巡りました。

　出発当日は大雪による新潟空港閉鎖で半日の遅れとな

りましたが、フランスではほとんど晴天に恵まれました。

もっとも人気のある世界遺産、モン・サン・ミシェルでは

数百年の歴史はあろうかという古いホテルに宿泊し、ま

た、おごそかな修道院内部を見学してその歴史を満喫し

ました。

　シャルトルでは2つのグループに分かれ、現地の幼稚園

でフランスの幼児教育の現状について話を聞きました。

また園内を見学して幼児と直に交流したり、シャルトル

大聖堂のステンドグラス修復などを手掛けている専門家

から教えてもらったり、ステンドグラスの製作体験をす

るなど、フランスの社会や文化に触れる経験をしました。

　パリではルーブル美術館をはじめエッフェル塔、ノー

トルダム寺院、凱旋門などの名所旧跡の見学や、少人数の

グループに分かれての自由研修を行い、シャンゼリゼ通

りやサン・ジェルマン通りなどを直に歩いて、しばしのパ

リジャンの気分を味わい、フランスの文化にたっぷりと

浸ることができた研修でした。

世界文化遺産や幼児教育施設を訪れる、
フランスでの海外文化研修。

　人間総合学科の「海外語学研修」が、2012年2月16日（木）か

ら3月7日（水）の期間で実施されました。これは人間総合学

科人間総合コースの授業科目で、主に英語を履修する学生

を対象としています。

　研修ではアメリカのワシントン州で３週間にわたって

ホームステイし、連日起きてから寝るまで完全に英語のみで

生活します。今回は14名の学生が参加し、さまざまなプログ

ラムを体験してきました。

　学習センターでの会話授業に加えて、現地の消防署、市役

所、高齢者施設、小学校ほかの見学もプログラムに入ってい

ます。消火作業を体験したり、施設利用者の方とコミュニ

ケーションをとったり、現地小学校では日本語のプレゼン

テーションも行いました。

　小学生に日本語での数の数え方を教えた際には、日本か

ら持参した手作りのフリップボードが好評で、子どもたちか

ら質問も出ました。さらに、本学の姉妹校“グリーン・リバー・

コミュニティ・カレッジ”も訪問し、大学の説明を受けたり、

自然が豊かで広大なキャンパス内を見学したりもしました。

　参加学生は一人一家庭でホームステイをし、３週間でそ

れぞれのホストファミリーともすっかり打ち解け、楽しく過

ごすことができたようです。帰国日には皆、涙で別れを惜し

んでいました。

　異文化に触れ、語学力も鍛えられた３週間。ホストファミ

リーからも好評で、海外語学研修の目的をしっかりと果たせ

たのではないでしょうか。

3週間のアメリカ海外語学研修で、
現地の小学生と楽しい異文化交流も。

短 短



　2012年5月12日（土）、来賓の方々、多くのご家族の方々をお迎

えして、看護学科2年生の第12回戴帽式が厳かに挙行されまし

た。式では「看護を目指す決意を新たにする」ことを目的に、87名

の学生が看護への新たな決意と強い意志を胸に、“誓いのこと

ば”を宣誓しました。この日はフローレンス・ナイチンゲール生誕

の日に由来する「看護の日」でもありました。

　新潟青陵大学の戴帽式は、学生が主体で企画・実施していま

す。1年生の10月に戴帽式委員会を立ち上げ、委員長を中心に17

名の委員が会議を重ね、大切なことは学年全体の意見を聞き、1

つひとつ丁寧にまとめあげてきました。そうした委員に対して

学年全体が協力しあう姿も、練習の過程で多く見られました。

　このように自分たちで作り上げた式が、学生のみならず、参加

いただいた方々の感動につながったと思われます。学生対象の

アンケート調査では、87名全員が「看護を目指す決意を新たに

する」目的を達成できたと回答しています。

「実感が湧いたし、目指すものが明確になった」「保護者や先生

方の前で誓いのことばを言うことで、自分にとっての看護に対

する気持ちが確かめられた」「キャンドルサービスで先生から

の“意思”という名の火をしっかりと受け取り、看護師について

自分の中であらためて考え直すことができた」などの記述がそ

れを物語っています。

　また、ご家族を対象としたアンケート調査では、感動の想い

や学生たちへの激励のことば

が多く述べられていました。

この式は、先輩から後輩へと、

次年度の学生へ引き継がれて

いきます。
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　2012年5月8日（火）、短期大学部のプレイデーが行わ

れました。大学・短大ともにアドバイザー制度を取り入

れ、全学生に担当教員（アドバイザー）がいます。プレイ

デーは新年度から1ヵ月を過ぎたこの時期に、アドバイ

ザーグループの1～2年生と教員の親睦をはかり、1年生

が大学生活に早く馴染んでもらう目的で毎年実施され

るものです。

　当日は特に決められた活動はなく、アドバイザーグ

ループごとに何をするか、どこに行くかを決めるのも特

徴です。学内でドッヂボールやゲームをした後で食事に

出かけたグループ、ボーリングに出かけたグループ、

バーベキューをしたグループ、公園で遊んだグループな

ど、28グループがそれぞれのプレイデーを楽しみ、先輩

と後輩、教員との交流を深めていました。

　学生たちは（特に1年生は）初めは緊張していたようで

すが、「地元が同じ」「履修コースが一緒」といった共通点

を見つけると一気に打ち解け、1年生が2年生から短大

生活のアドバイスを聞くような姿がどのグループでも

見られました。そしてプレイデーが終わると先輩・後輩

同士ですれ違った際にも挨拶するなど、気軽に話ができ

る仲になるようです。

　年1回のイベントですが、プレイデーは短大生活を楽

しく有意義なものにするきっかけのひとつとなってい

ます。

新入生と、アドバイザーグループの
先輩、教員が交流を深めるプレイデー。

E VENT
学生時代の思い出を彩る、
学年・季節のイベント
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“誓いのことば”に込められた、
看護への思いを実感した戴帽式。

大



事務職 7.6% 

販売職 19.0% 

サービス職 3.8% 

福祉職 67.7% 

その他 1.9% 

合計 100.0% 

看護師 72.9%

保健師 7.1%

助産師 11.8%

養護教諭 8.2%

合計 100.0%

看護学科 100.0%

福祉心理学科 94.6%

（※就職率＝就職者/就職希望者）

人間総合学科人間総合コース 94.8%

人間総合学科介護福祉コース 100.0%

幼児教育学科 100.0%

（※就職率＝就職者/就職希望者）

事務職 51.7%

販売職 22.1%

サービス職 15.8%

製造職 8.3%

福祉（介護）職 2.1%

合計 100.0%

福祉（介護）職 100.0%

合計 100.0%

保育士 78.1%

幼稚園教諭 17.9%

福祉職 2.4%

その他一般職 1.6%

合計 100.0%

○専門分野以外に学ぶ「教養」やインターンシップ・語学研修に代表される
体験型学習、必須のPCスキル、ビジネス系の様々な資格が就職の際、総
合力となって有利に働くようです。

○サービス・販売等、対人コミュニケーション能力が問われる業種・職種に
強いのが特徴です。

・人間総合学科介護福祉コース卒業生就職状況

○在学中に取得する「介護福祉士」の資格を生かし、希望者全員が県内外の
福祉施設に就職を決めています。福祉関連の職場は人材不足感が続い
ており、求人数も多く、学生にとっては有利な状況が続いています。
○4年生大学へ編入学し、福祉に関する勉強を深化させる意欲ある学生も
みられます。

・幼児教育科卒業生就職状況

○在学中に取得する「保育士」「幼稚園教諭」の資格を生かし、ほとんどの学
生が新潟県内の保育所・幼稚園・福祉施設等に就職を決めています。
また、ごく少数ですが、一般企業へ就職する学生もいました。

（すべて2012年5月現在の情報です）

【2012年度の新任教員】

大学院臨床心理学研究科／長谷川早苗（教授）

大学看護学科／坪川トモ子（准教授）、塚原加寿子（准教

授）、中根薫（准教授）、柏陽子（助手）

大学福祉心理学科／藤瀬竜子（准教授）、所浩代（准教授）

短大人間総合学科／五十嵐由利子（教授）、本間美知子

（助教）

【2011年度で退職された教員】

大学院臨床心理学研究科／運上司子（教授）

大学看護学科／石﨑トモイ（教授）、清水みどり（准教授）

大学福祉心理学科／國武輝久（教授）、押木泉（教授）、三浦

美子（准教授）

短大人間総合学科／今井悦子（准教授）、宇佐美千晴（准教

授）、北和丈（助教）

新潟青陵大学看護福祉心理学部　学科別就職率

・看護学科卒業生就職状況

○看護師として就職する卒業生が、全体の7割強を占めています。
○保健師については、平成23年度は全員が公務員試験に合格し、市町村の
正規職員として採用されています。

○養護教諭については、教員採用試験が非常に難関のため、まず臨時職員
として勤務し、翌年以降も再受験する学生が多くなっています。

・福祉心理学科卒業生就職状況

○福祉職に就く卒業生が全体の65～75%、残りが一般企業に就職しています。
○新潟県内志向が強く、卒業者の90%以上が新潟県内に就職しています。

新潟青陵大学短期大学部　学科・コース別就職率

・人間総合学科人間総合コース卒業生就職状況

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
平成 23年度卒業生就職状況の報告
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R EPORT
卒業生の就職状況など、
学園の今を伝える最新情報
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2012 年度新任教員と
2011 年度退職教員の紹介

大 短

大 短



［大学］
 Tel （025）266-8833　Fax （025）266-9642
 URL : http://www.n-seiryo.ac. jp/　
 E-mail :  ao4@n-seiryo.ac. jp
［短期大学部］
 Tel（025）266-8833  Fax（025）267-9642
 URL : http://www.n-seiryo.ac. jp/
 E-mail :  ao2@n-seiryo.ac. jp

〒951-8121　新潟市中央区水道町1丁目5939番地

INFORMATION 新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部からのお知らせ
詳細は本学ホームページ（http://www.n-seiryo.ac.jp）をご覧ください。

●開催日時
2012年7月16日（月・祝）、8月5日（日）、18日（土）
いずれも10:00～13:00　要予約
〈プログラム〉
9 :00～ 9 :30 学内見学ツアー（随時出発・自由参加）
10:00～11:00 全体説明（学科紹介、入試説明など）
11:00～11:30 入試説明（自由参加）
11:00～13:00 模擬授業（7月16日のみ）、小論文対策講座
（8月5日・18日のみ）、学科・コース別体験コーナー、個別相
談、先輩とのフリートークなど

●開催日時
2012年6月16日（土）、7月14日（土）、8月4日（土）
いずれも10:30～14:00　要予約
〈プログラム〉
10:30～11:30 全体説明（学科説明、入試情報など）
11:30～13:45 キャンパス自由見学、個別相談コーナー、ピ
アノ体験・初心者講習会、お楽しみイベント、就業力育成支
援事業『コミュニケーション力養成講座』体験（7月14日・8月
4日のみ）など

●開催日時
2012年６月９日（土）　14:00～16:30　予約不要
〈プログラム〉
14:00～15:00 研究科長テーマ講演
15:00～15:25 入学試験説明、大学院内容案内
15:00～16:30 大学院施設・臨床心理センターツアー、個別
相談、修了生・大学院生とのフリートーク、入試過去問題集
配布、教科書展示、研究活動紹介など

このたび、学内の3か所（学生玄関、学生
ホール2か所）に募金型自動販売機を設
置いたしました。これは本学学生から「自
分たちができることで、東日本大震災へ
の復興支援活動に取り組みたい」という
発案で実現したものです。この自動販売機から飲料水を1本購
入すると、2円が募金となり、毎月の販売実績に応じて、その募
金を日本赤十字社に寄付する仕組みです。日本赤十字社に寄
付された募金は、震災義援や復興支援などに役立てられます。

大学オープンキャンパス

短大オープンキャンパス

大学院説明会
募金型自動販売機の設置のお知らせ

2012年度前期の主な公開講座

講座内容の詳細、お申込み方法など、詳しくは
（http://www.n-seiryo.ac.jp/extension/ec/index.html）
をご覧ください。
世界遺産登録推進関連講座
「日本の産業近代化を先導した佐渡金山」
 6月23日（土）10：30～12：00
現役ソプラノ歌手による音楽を指導する人のための
ヴォイストレーニング＆コンサート～♪シートDE発声♪～
 6月23日（土）14：00～16：00 
児童文学・ファンタジーに学ぶ、
生きる知恵と技術パートVIII
（「今もう一度考える、災害と児童文学」）
 【第1回】7月21日（土）10：30～12：00
 【第2回】7月28日（土）10：30～12：00
 【第3回】8月11日（土）10：30～12：00
世界のGoogleがSNSをスタート！
コミュニケーションツールの
集大成を100％使いこなそう！Google+入門！！
 6月20日（水）18：30～20：45
「つぶやき」のコツがわかるツイッターTwitter入門！！
 7月4日（水）18：30～20：45

・

・

・

・

・

大 短大学 短期大学部

編 集 後 記 NIIGATA SEIRYO NEWS 2012/05 May No.2

青陵のキャンパス周辺もようやく暖かくなり、ニセアカシアの満開の花の甘

いにおいが風に薫り、新潟市は今、一年の中で最も良い季節を迎えていま

す。新潟青陵大学及び同短期大学の平成24年度学生募集は、全国の４年制

大学の50％以上、短期大学部の70％以上が定員を満たせない状況の中、

両大学とも定員以上の入学生を迎えることができました。これは、本学の教

育内容と高い就職率が評価いただけた結果ではないかと思いますが、引き

続き在学生及び社会の皆様から評価いただけるよう、大学では看護系大学

院の設置、短期大学部では「キャリアポートフォリオ」の導入や、４年制大学

への編入学指導の強化など、さらなる魅力アップに努めて参りたいと存じ

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

（事務局長 栗林 克礼）

日時

日時

日時

日時

日時

上記のほかに、Microsoft Office2010 Word、Excel、PowerPoint、Access『入門編』
『活用編』を開講しています。日程などはホームページでご確認ください。


