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被災地ボランティアに
取り組む学生たちの活動
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大 短

被災地支援活動の継続に向けた
学生有志主催のワークショップ。

　2012年6月23日(土)、本学学生・教職員・一般の方、

約40人が参加して、Niigata Seiryo東日本大震災復興

支援ボランティアフォローアップミーティングⅡ

「“いま”私たちにできることは」が開催されました。新

潟青陵大学・短期大学部では、これまでも岩手県陸前

高田市にボランティアバスを運行し、延べ10回、教職

員270人余りを送り出しています。また、2011年12月

には支援活動の成果や課題を話し合い、今後の方向

性を探るフォローアップミーティングⅠを開催。今

後の活動への学生提言を採択しました。

　今回は前回の提言を受け、被災地でのボランティ

ア活動への参加者が減少するなか、改めて今後のボ

ランティア活動に必要な知識や実践力を学び、復興

のため一人ひとりが自分でできることを考え、行動

する機会とするために開催したものです。当日の企

画運営は、学生有志によって行われました。

　第一部では、「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)」と題して、認定特定非営利

活動法人災害福祉広域支援ネットワ－ク・サンダー

バード代表で社会福祉法人長岡福祉協会高齢者総合

ケアセンタ－こぶし園総合施設長である小山剛氏よ

り講演がありました。

　第二部では、ワ－クショップ「“いま”私たちにでき

ること」と題して、学生有志より、この夏の東日本大

震災被災地へのボランティア活動が提案され、それ

らをミーティング参加者が３つのグル－プに分かれ

て話し合いをし、その後、それぞれのグル－プより発

表を受け、その思いを共有しました。学生有志から提

案された計画は次の通りです。

  

 これらの計画は、昨年度開催したフォローアップミ

－ティングⅠで行われた提案を基に、これまでの陸

前高田市でのボランティア活動の成果と反省から、

学生主導で話し合い取りまとめて提案されたもので

す。今回の会合での合意を受けて実際の参加を学生

に働きかけていきたいと思います。

フォローアップミーティングⅡで計画された活動の実施報告(2012年8月～9月)

Action①　陸前高田市「うごく七夕まつり」ボランティア活動

Action②　SEIRYO地域防災力アッププロジェクト第1期

Action③　2012ボランティアバス運行(南三陸町、陸前高田市)

Action④　漁師支援プロジェクト　サンドバッグを贈ろう

Action⑤　各種ボランティア要請への積極的参加支援制度の活用

Action⑥　ボランティアミーティングの開催

8月6日（月）～8日（水）
陸前高田市「うごく七夕まつり」
ボランティア活動

看護学科4年の金谷尚子さんと川瀬愛美さんを
中心に、陸前高田市で江戸時代から続く夏祭り
「復興陸前高田うごく七夕まつり」実行委員会と
連絡を取り、祭りのボランティアとして参加。8
月6日(月)～8日（水）に、学生11名と教職員2名の
合計13名が現地へ赴き、その準備に携わり、「う
ごく七夕」本祭りにも参加して協力することが
できました。

8月22日（水）～24日（金）
漁師支援プロジェクト　サンドバッグを贈ろう
2012ボランティアバス運行
(南三陸町、陸前高田市)

大学生8名、短期大学部生10名、卒業生1名、教員1
名がボランティアバスに参加。「ふんばろう東日
本支援プロジェクト」の「サンドバッグ支援」で、
学生たちが縫ったワカメ養殖用サンドバッグを
南三陸町に届けました。その後で陸前高田市で
の震災復興ボランティアに参加し、農地の水路
の泥だし作業を行いました。

9月12日（水）～14日（金）
2012ボランティアバス運行
(南三陸町、陸前高田市)

大学生7名、短期大学部生8名、大学院修了生1名、
教職員4名が陸前高田市で東日本大震災復興ボ
ランティア活動を行ってきました。今回は、初日
に本学大学院修了生で、宮城県でスクールカウ
ンセラーに就いている荒井さんの紹介で、仙台
市社会福祉協議会の方のお話を伺ったのちに陸
前高田市に入りました。陸前高田市では、田んぼ
と花壇の草刈りを行いました。

認定NPO法人代表で、社
会福祉法人こぶし園総
合施設長の小山剛氏に
よる講演

ミーティング参加者は3
つのグループに分かれ、
テーマについて話し合
いました

「本学ホームページ TOPICS」および「青陵大学生のキャンパスダイアリー“Smile Again”（青陵ダイアリー内）」にもこれらの活動報告を掲載しています。ぜひご覧ください。
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学年を超えた強い絆で
一つの目標に向かう学園祭
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「青陵宣言!!ピースをつなごう」-青空祭2012プログラム大 短

120人近くの学生スタッフが協力する
青空祭を11月3日（土）・4日（日）に開催。

　新潟青陵大学・短期大学部では11月3日（土）・4日（日）に青

空祭（学園祭）を行います。今年度は、前年度に行われな

かった前夜祭を11月2日（金）に復活させ、3日間にわたって

青空祭を盛り上げていきます。今年の６月から第１回全体

会議が始まり、120人近い学生スタッフや先生方と夏休み

を通して準備活動を行っています。スタッフはそれぞれ授

業や実習、就職活動、バイト等と重なり活動できない日が

多かったり、天気が悪い日が続いて外での活動が出来な

かったりしましたが、みんなで助け合いながら活動をして

います。また、今年は新入生の学生スタッフも大勢参加し

てくれ、学年を超え仲良く仕事をしながら成功させるため

頑張っています！そんな私たちは本部・一般・渉外・会計・前

夜祭と５つの部署に分かれ、一人ひとり役割を持ち準備に

取り組んでいます。〝本部”は一日目の青陵のミス＆ミス

ターコンテスト・逆ミス＆逆ミスターコンテスト、二日目に

行われる青空祭大一番のゲストライブ、スタッフＴシャツ

や看板作りを担当しています。〝一般”は模擬店の運営、管

理を担当しています。〝渉外”はゲストを呼ぶため企業との

交渉を担当しています。〝会計”は青空祭にかかわるお金管

理を担当しています。〝前夜祭”は学生限定のお笑いライブ

の運営を担当しています。当日は、ゼミやサークルの模擬

店・ミスコン・スペシャルゲストライブ等、たくさん企画を

行っておりますので、ぜひ青空祭にお越しください。

青空祭ホームページ  http://www.n-seiryo.ac.jp/gakuensai/index.html

（人間総合学科2年　青空祭

実行委員長　手代木 真美）

6月から準備を進めてき
た青空祭実行委員会で
は、新入生も含む120人
近くが活動中

3日 体育館

10：30～
11：00

新潟青陵ウィンド
アンサンブル発表 10：00～

12：00
音楽

コンサートハンスピ手話部発表

ジャグリング
同好会発表

体操ダンス部発表

新潟青陵ウィンド
アンサンブル発表

体操ダンス部発表

ファイトクラ部発表 模擬店、
展示

軽音部
発表

結果発表 終了

終了

軽音部
発表

人形劇
クラブ
発表

模擬店、
展示

10：00～
12：00
音楽

コンサート

10：20～
10：50

11：05～
11：50

12：05～
13：35

ストリートダンス部
発表

会場設営

スペシャル
ライブ

ストリート
ダンス部
発表

ミス・ミスター
コンテスト＆
逆ミス・
逆ミスター
コンテスト、
集計

11：15～
11：30

11：45～
12：15

12：30～
13：15

13：20～
13：50

14：10～

15：55～
16：55

17：05～

音楽室 講義室

講義室音楽室

10
時
〜

11
時
〜

12
時
〜

13
時
〜

14
時
〜

15
時
〜

16
時
〜

17
時
〜

4日

10
時
〜

11
時
〜

12
時
〜

13
時
〜

14
時
〜

15
時
〜

16
時
〜

17
時
〜

※プログラムは変更となる場合があります。

体育館
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各学科の特色にあわせて、
体験から学ぶ実習や各種プログラム
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大

　去る5月22日、本学4号館において、社会福祉士実習指導者

連絡会が開催されました。学生・実習指導者・教員、三者の連

携を深めることで、実習による学びの質を高めることをねら

いとした本学科初の試みです。社会福祉協議会、福祉事務所、

高齢者・障害者施設などから50名もの社会福祉士実習指導

者からご参加いただくことができました。参加者数の多さも

さることながら、上越や魚沼、佐渡など遠方からもご参加い

ただけたたことは、本学の社会福祉士養成教育に対する期待

感の高さを表しているのだと感じさせられるものでした。

　そして、当日は、6月の本実習（第1段階：12日間）に向けて熱

のこもった話し合いが行われました。当日参加した実習指導

者からは、「貴校との情報交換は、実習を実りあるものにする

うえで不可欠であると感じています。今後もこのような機会

を設けていただけると大変助かります」などの感想を多くい

ただくことができました。また、学生からも、「事前に指導者

さんとの顔合わせや実習内容についての密な打ち合わせが

できたことで、実習前の不安が和らぎました」などの声を聞

くことができました。

　そして、6月。2年生34名、3年生60名が実習へ！実習での学

びは、学生を大きく成長させます。今年度は、三者間連携を強

化したことも手伝って、その効果はより大きなものになって

います。

　さあ！10月です。第1段階実習で得た学びをふまえて、い

ざ、第2段階へ！！

　そして、2013年2月20日には、社会福祉士実習指導者から

も参加してもらい、実習による学びの集大成として実習報告

会を開催予定です。実習の成果報告のみならず学生の人間的

な成長をみる絶好の機会です。乞う！ご期待！

福祉の現場で働く実習指導者と、
学生・教員による実習事前会議を開催。

2011年度は実習終了後
に、学生が発表を行う報
告会も開催しました

大

　4月から10月にかけて、看護学科は臨地実習の季節を迎

えます。臨地実習は、人と人との関わりの中で学ぶ実習で

す。なによりも、実習生を受け入れ励ましてくださる対象

者の方々がいます。受け持ちを終了するときには涙する

学生も見られます。学生は看護援助をしながら、実は対象

者の方々に助けられていることが多いのです。また、実習

施設の看護職の皆様は、実践的な指導を通して、学生の良

きモデルになってくださいます。

　2年生の8月から10月にかけて本格的な実習が始まりま

す。1年生の時に病院での見学実習を終えた学生は、この実

習で患者さんに寄り添い、病状や思いにかなった看護とは

何かを自ら考え、実践し、振り返ることを初めて経験します。

　3年生の4月から9月にかけての半年間は、6つの専門領

域（成人・老年・母性・小児・精神・地域）の実習です。昨年度

からは複数の患者さんを受け持って看護のマネジメント

を経験する実習も始まりました。毎日の試行錯誤の中で、

患者さんの多様性に応じた看護実践に取り組みながら、

知識や技術を蓄積していきます。

　4年生は、全員が行う在宅看護の実習に加え、選択に応じ

て養護教諭または助産師をめざすための実習を行います。

　実習を終えた学生は、看護の学びだけでなく、人として

の成長がみえて頼もしく感じられます。

看護の対象者、施設の看護職から
多くのことを学び、成長する臨地実習。

病棟のナースステー
ションで、カルテから患
者さんの状態を確認

ベッドサイドで、患者さ
んに寄り添った看護を
実践
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CURRICULUM

短

教職実践演習室での実
習指導の様子

　短期留学プログラムは今年で12年目をむかえるプログ

ラムで、人間総合学科人間総合コースの学生を対象とし

て実施されます。今年度は1年生5名が、9月13日（木）に本

学姉妹校であるグリーン・リバー・コミュニティ・カレッジ

（米国ワシントン州シアトル郊外）に向けて出発しました。

成田から9時間半のフライトの後シアトルの空港に着く

と、ホストファミリーが学生の名前の書いてあるサイン

ボートを持って出迎えてくれていました。初めて会うホス

トに緊張の面持ちを見せた学生たちも、アメリカ方式の

明るくダイナミックな歓迎を受け、笑みがこぼれます。

　翌日から1週間、キャンパスでは新入生のオリエンテー

ションが行われます。世界中から400人近い留学生が集う

オリエンテーションで、週末を使ってのキャンプやシアト

ルトリップなど楽しいイベントも満載です。本学の学生た

ちもすぐに新しい友人を見つけたようで、身振り手振りを

交えながら英語でコミュニケーションを取り、大分リラッ

クスした表情を見せてくれていました。

　9月24日（月）から授業開始。学生たちはそれぞれ自分の

レベルに合ったクラスで、英語を集中的に学んでいます。

日本とはまったく違った学習環境の中、学生からは、まだ

授業が聞き取れない、言いたいことが伝えらず悔しいと

いった本音とともに、留学できたことに対する喜びや感

謝の気持ち、これから起こり得る困難も頑張って乗り越

えていくといった熱意のこもった意欲的なメールが送ら

れてきています。5名のうち2名は12月末、3名は来年の3月

末に帰国予定です。学生たちがこの留学を通して多くの

ことを学び、大きく成長して帰国してくれること、今から

とても楽しみです。

今年で12年目を迎える短期留学プログラム、
世界各国からの留学生に囲まれて。

短

　夏休みの8月と9月、幼児教育学科では2年生の施設実習

がありました。実習は県内各地の54か所の福祉施設でお

こなわれ、学生たちは8月実習班と9月実習班の2グループ

に分かれて90時間の実習に臨みました。

　学生たちは最初に福祉施設の役割と職員の仕事につい

てオリエンテーションを受けた後、それぞれの施設の日

常業務に参加します。施設によって仕事の内容はさまざ

まで、農作業や園芸にとりくむ施設もあれば、食品製造や

地域の美化にとりくむ施設もあります。また、重度の障が

いをもつ利用者を受け入れている施設では、入浴や食事

の介助がおもな仕事になります。実習期間中、幼児教育学

科の教員は実習先の施設を巡回して、学生たちにアドバ

イスしたり、励ましたりするのですが、そのさいに施設で

つくっている製品や食品などを見せていただくこともあ

ります。

　ほとんどの学生が保育園、幼稚園への就職をめざして

学ぶ幼児教育学科ですが、近年では福祉施設への就職を

希望する学生も少しずつ増えています。実習をつうじて

「施設で働いてみたい」と思う学生もいますし、実習先で

施設への就職を勧められる学生もいるようです。

　実習の前後には「実習指導｣の授業の中で、学びを深め

ています。施設について学んだり、施設での保育士の仕事

や役割について考えをまとめることが、2週間の実習を支

えます。教職実践演習室では、実習から戻った仲間と学び

を振り返ったり、日誌をまとめながら担当教員と話すな

ど、今後に向けての貴重な反省の場となっています。

県内54か所の福祉施設で、
2年生の施設実習を実施。

米国ワシントン州の姉
妹校で、世界各国から集
まる留学生とともに学
ぶ短期留学体験
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2012年6月19日（火）、新潟青陵大学・新潟青陵大学短期

大学部は、新潟日報社と長岡造形大学、新潟薬科大学と

の間で、地域貢献や学術研究などに関する包括連携協定

を締結しました（写真左から、長岡造形大 和田学長、

新潟青陵大 諫山学長、新潟日報社 高橋社長、新潟薬科大 

高木学長、新潟青陵大学短期大学部 関学長）。

　さらに、新潟市中央区万代に2013年4月グランドオー

プンする新潟日報社本社の新社屋『メディアシップ』6階

の文化・学術フロアにおいて、4大学共同の『サテライト

キャンパス』を開設することにも合意しました。

　包括提携協定の調印式は新潟市西区の新潟日報社本

社で行われ、新潟日報社 高橋道映社長と長岡造形大学 

和田裕学長、新潟青陵大学 諫山正学長、新潟薬科大学 

高木正道学長、新潟青陵大学短期大学部 関昭一学長が、

『包括連携に関する協定書』にサインしました。4大学は

高齢化社会・生涯学習をテーマに共同研究や多様な教育

プログラムを開講し、これらは新潟日報社と適宜連携

し、展開する予定となってい

ます。新潟日報社と4大学の

取り組みと、万代に誕生する

『サテライトキャンパス』に

ご期待ください。

新潟青陵大学・同短期大学部など
4大学が、新潟日報社と包括連携協定。

R EPORT
大学・短大の教育・研究に関する
評価、新たな動きを紹介

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

大 短

『サテライトキャンパス』開設を含む包括連携協定を結んだ、
4大学学長と新潟日報社社長

　平成24年度文部科学省「産業界のニーズに対応した

教育改善・充実体制整備事業」に、新潟青陵大学並びに新

潟青陵大学短期大学部を含めた17大学・短期大学で共

同申請しておりました『産学協働による学生の社会的・

職業的自立を促す教育開発』の取組が採択されました。

 

 

　本学では、キャリアセンターが中心となり『地域ミッ

ションインターンシップの定着』をテーマに掲げ、本事

業全体のテーマとなっている課題を明確にしたＰＢＬ

型インターンシップを、本学では「経験型」インターン

シップとして実施することで従来の「体験型」の深化を

図っていきます。

　学生が地域のステークホルダーや企業と関わる中で

地域の問題点を捉え、自身が地域とどのように関わり、

変えていくことが出来るかを実践することで、地域活性

力の養成に繋げることが目指します。本取組の中で、「問

題発見・解決力」「提案力」を身につけ、地域で求められる

「リーダー」育成に繋げ、街の「リデザイン」にチャレンジ

するプログラムです。今後の取組については、ホーム

ページ等で随時発信していきます。

文部科学省「産業界のニーズに対応した
教育改善・充実体制整備事業」に採択。

大 短

2013年4月12日オープン予定
メディアシップ外観

地域の課題を取り上げ
て、問題解決型のイン
ターンシップに取り組む
プログラム

取組名称：『産学協働による学生の社会的・職業的自立を促す教育開発』 

＜連携校名＞

茨城大学、群馬大学、新潟大学、上越教育大学、共栄大学、駿河台大学、聖

学院大学、西武文理大学、ものつくり大学、敬愛大学、千葉科学大学、千葉

商科大学、新潟工科大学、新潟青陵大学、植草学園短期大学、聖徳大学短

期大学部、新潟青陵大学短期大学部

産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業とは…

産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う大学・短期大学が地域ご

とにグループを形成して、地元の企業、経済団体、地域の団体や自治体等と

産学協働のための連携会議を設置して取組を実施することにより、社会的・

職業的に自立し、産業界のニーズに対応した人材の育成に向けた取組の充

実を図る優れた大学グループの取組を国として支援するものです。

※新潟大学が幹事校。
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E DUCATION
エクステンションセンターで
2012年度後期公開講座を開講中

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

　新潟青陵大学・短期大学部エクステンションセンター

では、大学・短大の教育機能を広く地域の皆様にご利用

いただく目的で、気軽にご参加いただける公開講座を開

催しています。2012年度後期講座では、美術、子育て、健

康やパソコンなど10講座を開講中です。

　今後開講される講座は以下のとおりです。日程が近い

講座もございますので、受講をご希望の方は下記までお

問合わせください。

地域の皆様を対象に、アート、子育て、
実務など、幅広い内容の講座を用意。

大 短

2012年度後期公開講座

子育てについて語ろう
―ノーバディーズパーフェクト―
（6回連続講座）

■講座趣旨
「子育てみんなどうしてる？」「こんなときどう
したらいい？」1～3歳の子育てのちょっとした
疑問や困りごとについてみんなで話し合ってみ
ませんか？お母さん同士が知り合い、話し合っ
ていく形式の子育てセミナーです。内容は皆さ
んのご希望に合わせて決まります。お母さん同
士集まり、ほっとできる時間を過ごしてみませ
んか。
■講座内容
お互いに知り合おう！子育て中の色々を話そ
う！（子どものこと・家族のこと・自分のこと…）
ストレス解消法をみつけよう！などなど、みな
さんのご希望に合わせてファシリテータと呼ば
れる進行役がお手伝いします。
■講座詳細
日時 11月5日（月）～12月10日（月）の
  毎週月曜10：00～12：00
受講料 4,000円（6回分、保育料・茶菓代）
場所 新潟青陵大学
定員 12名
対象者 就学前の1～3歳のこどもを
  子育て中のお母さんで
  6回すべて参加できる方。
保育 1歳から（要申込）
進行役 真壁　あさみ
  （臨床心理士・NPJ認定ファシリテータ）
  伊藤　真理子
  （臨床心理士・NPJ認定ファシリテータ）
 

シューベルトを味わう！第5弾
 ～ピアノ小品集「楽興の時」の魅力に迫る～
☆ミニコンサート付き☆

■講座趣旨
シリーズ第5弾！シューベルトの「粋」が絶妙な、
ピアノの小品6曲からなる「楽興の時」。即興曲以
上に即興的なこの作品集は、シューベルトの作
風の妙、まさにシューベルトらしさが心地よく
おりこまれています。各曲について、味わうポイ
ントを中心にレクチャーを行い、今回はミニコ
ンサートとして、最後に「楽興の時」（約30分）を
全て演奏します。お楽しみに！
■講座詳細
日時 2月23日（土）10：30～12：00
申込締切 2月13日（水）
受講料 2,000円　※本学学生・卒業生割引
対象講座
場所 新潟青陵大学・短期大学部
定員 50名（最小定員20名）
対象者 一般成人、本学学生、卒業生
講師 栄長　敬子
  （新潟青陵大学短期大学部准教授）

子育て応援隊～つぼみのひろば～
子育て講座
　新潟日報社「assh」に掲載されている「子育て応
援隊～つぼみのひろば～」と連動し、子育て講座を
開講しています。講座受講料は無料、定員30名（先
着順）です。また、講座受講中、生後6カ月以上のお
子様を新潟青陵幼稚園にてお預かりすることもで
きます。（原則受講中はお子様の同伴はご遠慮いた
だいております。）
　今後開講される講座は以下のとおりです。

「絵本・昔話から学ぶ子育ての知恵」

■講座詳細
日時 11月17日（土）10：30～12：00
申込締切 11月9日(金)
受講料 無料
場所 新潟青陵大学・短期大学部
定員 30名（先着順）
対象者 就学前のお子様を
  子育てされている方
  子育てを予定されている方
講師 原田　留美（新潟青陵大学教授）
保育 15人まで（生後６カ月から）
  （先着順、要予約、
  保険料100円負担あり）
  ※保育は一家庭お一人までと
  させていただきます。

新潟青陵・BSN公開講座
こころの健康を取り戻そう！パートIV

■講座趣旨
※講座内容は調整中です。詳細が決定しました
らホームページにてお知らせいたします。
■講座詳細
日時 3月2日（土）10：30～12：00
申込締切 2月20日（水）
受講料 500円
場所 新潟青陵大学・短期大学部
定員 200名
対象者 一般成人・学生
講師 碓井　真史
  （新潟青陵大学大学院教授）

公開講座および子育て講座のお問合わせは

新潟青陵大学・短期大学部
エクステンションセンター
新潟市中央区水道町1-5939　
TEL.025（266）9550
ホームページ http://www.n-seiryo.ac.jp
E-mail ex@n-seiryo.ac.jp

10月6日（土）の公開講座「中国の今を考える」では、中国出身で
経済学・言語学が専門の孫犁冰准教授（短期大学部人間総合学科）の講義が好評



［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。

入学試験日程 夏のオープンキャンパスが終了しました

図書館からのお知らせ

新潟青陵学会第5回学術集会のご案内

大 短大学 短期大学部

編 集 後 記 NIIGATA SEIRYO NEWS 2012/10 October No.3

新潟県は今夏、全国一の気温を記録するなど、異常ともいえる気候に振り回さ

れましたが、気がつけばいつのまにか夏から秋へと季節が変わったようです。さ

て、今号では、資格取得のための実習や東日本大震災ボランティア、学園祭など

学生の様々な活動をご紹介しています。また、来年４月に新潟日報新本社ビル

「メディアシップ」に開設される本学（大学・短期大学部）と新潟薬科大学・長岡

造形大学の４大学共同サテライトキャンパスも始動し、各大学の学生が集い、

共同で学び・課題を解決するプログラムも計画されています。近年、大学生の

「社会人力」「就業力」の不足が話題にされますが、本学では、これらの諸活動を

通じて、学生の皆さんが多くの他大学の学生や社会人と関わり、主体的に学ぶ

ことで、これらの力を身につけることができるよう取り組んでおります。どうぞご期

待くださいますよう、お願い申し上げます。　　　　　　（事務局長 栗林 克礼）

推薦入試

一般入試
前期試験

一般入試
後期試験

社会人
特別選抜

看護学科
福祉心理学科
ソーシャルワークコース
心理カウンセリングコース
子ども発達サポートコース

全学科

看護学科
福祉心理学科
ソーシャルワークコース
心理カウンセリングコース
子ども発達サポートコース

全学科

平成24年
11月1日（木）
～5日（月）

平成25年
1月15日（火）
～25日（金）

平成25年
2月13日（水）
～20日（水）

11月11日（日）

2月2日（土）

3月4日（月）

推薦入試と同じ

試験日学科（コース）入試区分 出願期間
（締切日16：30必着）

合格発表
（13：00）

11月19日（月）

2月12日（火）

3月7日（木）

編入学
試験

福祉心理学科
ソーシャルワークコース
心理カウンセリングコース

平成25年
1月21日（月）
～2月1日（金）

2月9日（土）

試験日学科（コース）入試区分 出願期間
（締切日16：30必着）

合格発表
（13：00）

2月18日（月）

後期試験 臨床心理学研究科
平成25年
1月21日（月）
～30日（水）

2月9日（土）

試験日学科（コース）入試区分 出願期間
（締切日16：30必着）

合格発表
（13：00）

2月14日（木）

推薦入学

一期試験

二期試験

特別選抜
試験

平成24年
11月1日（木）
～6日（火）
平成25年
1月16日（水）
～24日（木）
平成25年
2月25日（月）
～3月1日（金）
平成25年
1月16日（水）
～24日（木）

11月10日（土）

2月3日（日）

3月10日（日）

2月3日（日）

試験日学科（コース）

全　学　科

入試区分
出願期間

（締切日16：30必着）
合格発表
（13：00）

11月16日（金）

2月12日（火）

3月15日（金）

2月12日（火）

●新潟青陵大学

●新潟青陵大学　編入学試験（2次募集）

●新潟青陵大学短期大学部

●新潟青陵大学大学院　後期試験（一般選抜・社会人特別選抜共通）

大学は7月16日（月・祝）、8月5日（日）、8月18日（土）、短期大学
部は6月16日（土）、7月14日（土）、8月4日（土）の各3日間で、夏
のオープンキャンパスが開催されました。各回とも暑い中
での開催となりましたが、学生と教職員が一丸となって、参
加してくださった高校生のみなさんを盛り上げ、充実した
オープンキャンパスになりました。参加してくださった高

校生のみなさん、保護者・
教員の方々、ありがとう
ございました。
12月8日（土）には、大学・
短期大学部とも受験者相
談会・受験対策セミナー
を予定しています。

図書館では9月19日（水）にジュンク堂書店新潟店にて学生選書
ツアーを実施いたしました。参加者は大学生9名で、選んだ本は

全部で260冊でした。参加した学生に
は、POPの作成や図書館ビブリオバト
ルを通じて、選んだ本を紹介しても
らいます。次回は2月に紀伊國屋書店
新潟店にて実施する予定です。

「研究法の新たな試み‐言語データの取り扱い‐」
日時：2012年11月17日（土）12:15～17:00
会場：新潟青陵大学
※詳細は新潟青陵学会ホームページ
（http://www.n-seiryo.ac.jp/gakkai/index.html）を
ご覧ください。

※出願の際は、必ず平成25年度学生募集要項で詳細を確認のうえ、出願してください。


