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平成25年年頭の挨拶

新年のあいさつ
−大学は何を教え、
何を学ぶのか−

理事長・
新潟青陵大学短期大学部学長

新潟青陵大学学長

関

諫山

昭一

昨年末に田中文部科学大臣は、
「大学は多すぎる。
今回の設置認可

正

本学設立以来14年目の新春を迎えました。

は認めない。
」
と言明して一騒動となりました。
大学行政は文部科学

新しい年を迎えた私たち大学人に求められていることは
「大学は

省の所管ですから、
同省に対する痛切な批判でもあり、
「皮を斬らせ

何を教え、
何を学ぶのか」
という自明のことをつねに判り易く社会に

て肉を斬る。
」
とも云える発言でした。
この騒ぎは終息しましたが、
「大

向けて発信し、
実践することだと考えます。
既成の枠にとらわれず、
自

学は多過ぎるのか？」
の疑問は残されました。
半世紀ほど前の終戦後の大学進学率は数%。
それが今や60%に近く、
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学生の多様化とともに大学も多様化しました。
「大学が多すぎる。
」
のは
多様化した大学をどこかで線引きするか、
しないかの問題でしょう。

らの大学の立ち位置と教育力をさらに具体的に示す必要があるとい
うことです。
その場合の重要な価値判断基準は
「大学教育の職業的意
義」
です。
大学教育の目的が今一度問い直されているのです。
日本の高等教育をめぐる社会環境は、
経済のグローバル化、
知識社

短大の総合学科は米国のコミュニティスクールをモデルにしたと

会化の進展、
少子化の進行と高等教育進学率の急速な上昇など、
時代

云われ、
これは第二次世界大戦終了後荒んだ戦場から帰還した兵士

の波をかぶり、
激変しつつあります。
地域社会に限っても大学教育の

たちを、
平和な時代に生きる善良な市民に教育し直す為に、
当時のト

現状に対する期待と同時に厳しい批判も少なくありません。
教養力

ルーマン大統領の決断で全米に設置されたと聞きます。
本学と姉妹

あるいは基礎能力の低下など
「学士力」
なるものが問われていると同

校関係にあるグリーンリバーコミュニティカレッジでは、
板金、
配管

時に、
地域社会においては、
大学教育がこれからの社会を担う若者に

など職業訓練所的な科目のほか、
趣味講座を含め多くの選択科目が

とって
「就業の機会としてどのように結びついているか」
がよりいっ

ありました。
多種、
多様に過ぎるようですが、
設置目的からすれば合理

そう切実な問題となっています。

的かつ目的的な教育機関であった訳です。
しかし現在は、
地方の中小

そうした地域社会に向けて新潟青陵大学は、
その教育目的を
「人間

の私立大学、
特に短期大学に厳しい逆風が吹いています。
経済成長が

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

十分でない頃とは違って、
家計の都合で4年制大学を諦める学生は激

たえる」
専門的職業人養成大学であるという
「立ち位置」
を明示して

減し、
結婚して退職をする前提の就職活動も見当たりません。
情勢の

います。
福祉や看護の分野は現代日本の産業構造の転換における成

変化は、
短大教育が4年制大学に出来るだけ近づくことを要求してい

長分野ですから、
雇用も増加傾向にあり社会的需要にマッチしてい

ると思われます。
本学の人間総合学科は学生の多様なニーズに応え

ます。
つまり制度設計としては十分なのです。
問題は学生の学習意欲

たコース設定と先生方の熱心な授業で、
入学定数確保の珍しい例と

と学習到達度をいかに就業機会に結び付けるかです。
専門的知識に

して羨望の的です。
しかしこれも何時までも通用するものでなく、
在

加えて個々の学生の教養力が試されます。

学中の2年間で4年制大学に引けを取らない教育モデルを確立しなけ
れば
「短大よ永遠なれ。
」
とは云い難いのです。

教養力に関しては、
私はいつも
「＜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っていただきたい」
と学生に伝えてい

例えば卒業後にレベルアップを希望する卒業生に、
4年制大学同様

ます。
「深い知力」
とは、
たんに有用な知識をひたすら暗記することや

の資格が取れるようフォローアップシステムを構築するなど、
短大で

多くの情報を蓄積することを意味しません。
あえていえば
「意味がよ

やれることは数多く残っています。
一方で自らを誇れる、
精神面の強化

くわからないものの意味が予見できる力、
有用性がいまだ知れない

も図りたいと思います。
本学の先生方が組織の歯車でなく、
個々人の

ものの潜在的な有用性をかすかに感知できる力」
であります。
①論理

「志」
「
、目的意識」
を学生に確りと伝え、
「どの環境での競争にも負けな

系、
②伝達系、
③意欲系の基礎能力の形成が不可分のものです。
それ

い。
」
「明確な目的意識を持ち、
、
明るい将来を疑わない。
」
若者を企業、
組

をいかに学生に自覚的に身につけさせるかです。

織に送り出すことで、
本学の存在意義を地域に確固たるものにしたい

今日では
「解体」
された教養教育の見直し論が高まっています。
少

のです。
私は親しい経済人からの
「お宅の学生は伸び代がある。
」
との

なくとも教養教育と専門教育の相互依存的4年間一貫教育体制が求

評価をたいへん嬉しく聞いています。
中教審が
「教育重視」
といっても

められます。
教養力を高めるためには何が必要か。
今年1年かけて教

学生訓育の成果が大学で評価されるには日時を要するでしょうが、
そ

職員・学生と議論を重ねていきたいと思います。

うした
「教育重視」
の姿勢でも本学は先鞭を切りたい所存です。
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EPORT

注目の言語データを
テーマに、
学術集会を開催

る試み 博士カウンセラーと修士カウンセラーとの思考過

大

程の違いに着目して」
など、
近年注目されている言語データを

新潟青陵学会による
第5回学術集会の報告。

用いた新たな研究方法をご紹介頂きました。“現場の科学”を

2012年11月17日
（土）
、
新潟青陵大学において新潟青陵学会
第5回学術集会が開催されました。

扱っている本学会員には今後の研究に大変参考となる有意
義な学びでした。

マとした今集会では、
大阪大学清水安子教授による基調講演

研究、専門職教育に関わる研究、KJ法を取り入れた教育の効

「臨床におけるKJ法の活用」を始め、
シンポジウムにおいては

果に関する研究など、合計14演題を2グループに分かれて

海老田大五朗助教
（本学福祉心理学科）
「エスノメスドロジー・

ご発表頂きました。本学教職員だけでなく、実習現場の職員

会話分析では言語データをどのように扱ってきたか？」、
斎藤

の方々、卒業生による報告もあり、会場とのディスカッショ

まさ子准教授（本学看護学科）
「 修正版グランデッド・セオ

ンも活発に行われました。

リー・アプローチによる分析」、
横谷謙次助教
（本学大学院臨床

今回の学術集会には学会員参加者136名
（正会員45名、
学生

心理学研究科）
「Think aloud法のデータをKH-coderで解析す

会員91名）
、
会員外参加者154名
（医療・福祉・教育関係者38名、

02

ポスターセッションでは、看護・福祉の実践活動に関わる

本学学生36名、学外学生80名）
、総計290名の参加者があり盛

2013/02 February NO.04

「研究法の新たな試み−言語データの取り扱い−」をテー

プログラム
1）基調講演 12：30〜13：30
「臨床におけるＫＪ法の活用」
講師：清水 安子 先生 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
看護実践開発科学講座 教授
2）シンポジウム 13：40 〜14：50
「研究法の新たな試み −言語データの取り扱い−」
コーディネーター ：鈴木 宏（新潟青陵大学看護学科教授）
シンポジスト
：海老田 大五朗
（新潟青陵大学福祉心理学科助教）
斎藤 まさ子（新潟青陵大学看護学科准教授）
横谷 謙次
（新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科助教）
3）総 会 15：00〜15：25
4）ポスターセッション 15：30〜17：00

会でした。特に会員を上回る会員外から多数のご参加を頂い
たことは、
日々の多忙な業務の中でも向上心・研究心を忘れず
実践を積み重ねて行くために共に学び合うことの大切さと、
その地域の中核としての本学会の役割を再認識できました。
（新潟青陵学会第5回学術
集会企画委員広報担当
茶谷利つ子）
多様な演題のポスターセッションにも、
参加者の注目が集まっていました

ポスターセッション演題
Ⅰグループ
A−1．地域活性化に関する学生及び住民ニーズの分析
−白山駅〜白山浦（白山市場）〜
学校町通り周辺の学生および住民調査から−
○李在檍、
平川毅彦（新潟青陵大学）
A−2．介護保険制度における要介護者のサービス選択について
−身元保証人不在者や低所得者の施設利用の問題点−
○阿部裕昭
（介護老人保健施設「入舟」）、
押木泉（地域福祉団体
「くらしかた・ねっと」）
B−1．日本の外国人看護師候補者受け入れ制度に対する
看護学生の受け止め
○伊藤まりな
（済生会新潟第二病院）、中村悦子（新潟青陵大学）
B−2．看護学生の災害ボランティア活動の実態
○金子奈緒子（済生会新潟第二病院）、中村悦子
（新潟青陵大学）
B−3．卒業前教育プログラムにおける看護技術の習得
○柄澤清美、 和田由紀子、 清水理恵、 小島さやか、
倉井佳子、 菅原真優美
（新潟青陵大学）
B−4．看護学生が陥りやすいコミュニケーションの躓き
○松園彩香
（済生会新潟第二病院）、柄澤清美
（新潟青陵大学）
B−5．初年次教育におけるキャリア教育に対するKJ法を用いた
参加型授業の試み
○齋藤智、
鈴木宏（新潟青陵大学）

Ⅱグループ
C−1．心臓リハビリテーションを受けた患者の日常生活の実態
○太田さとみ
（新潟市民病院）
C−2．おむつの選択と当て方に対する看護師の受けた教育別による
行動変化
○花野美奈子、
山崎久江、小林真由美、
佐久間あゆ美
（新潟県立坂町病院）
C−3．熟練看護師によるターミナルケアの実際
−KJ法による問題点と解決方法の検討−
○矢代亜希子、
柳佐和子、古川原倫子（新潟県済生会三条病院）、
清水理恵、
倉井佳子、金子史代、鈴木宏（新潟青陵大学）
C−4．二次的外傷性ストレスの年代別分析
−Ａ県内の病院に勤務する看護職者について−
○和田由紀子
（新潟青陵大学）
C−5．ひきこもりの子どもをもつ母親の
「親の会」での体験
−価値観の転換の必要性を認識するまでのプロセス−
○斎藤まさ子(新潟青陵大学) 、本間恵美子(新潟青陵大学大学院）、
真壁あさみ、
内藤守(新潟青陵大学）
C−6．デスカンファレンスによる終末期看護に対する看護師の行動の変化
○牧野あゆみ（新潟市民病院）、本間昭子（新潟青陵大学）
C−7．転倒転落事故のカンファレンスにおける看護師のアセスメント傾向
○関しおり
（新潟市民病院）、 菅原真優美（新潟青陵大学）
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OPICS

学生主導で続けられる、
復興支援ボランティア活動

短

防災教育の重要性を考える
フォローアップミーティングⅢ。
「自分たちに何ができるか」
という、
学生の問いかけが、
今回のミーティングの出発点でした

発表を聞いた方からは
「ボランティアの場に行ったこと
で思うことが深く、
心に迫る発表がされて涙が出た」
「現場
主義、
すなわち自分の足で現場に赴き、
その場の中で人々
と生身の関わりを持ち、
自分の頭で考え、
心で感じること
が非常に重要であることを学びました。
まず、
自分で動く
こと、それにより人の心が動かされるのだ、
と思いまし
末永正志氏
（元釜石市消防防災課長）
の講演。
「釜石の奇跡」
は防災教育の成果と、
ご自身の被災経験も交えて伝えていただきました
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平成24年12月9日
（日）
「
、新潟青陵大学・短期大学部 東

た。
」
などの感想が寄せられました。
第3部ワークショップでは

日本大震災復興支援ボランティアフォローアップミー

①地域と学校の協働

ティングⅢ」
を開催しました。当日は暴風雪のため新幹線

②学内ボランティア

も高速道も一時不通というあいにくの天気でしたが、
本学

③防災学習

学生、
教職員、
学外参加者あわせて35名が参加。
この中に

④専門職とボランティア活動

は8月6日〜8日、
陸前高田市
「うごく七夕まつり」
でお世話

⑤災害弱者と情報弱者

になった現地等の方2名も含まれています。

以上の5グループに分かれ活発な協議が行われ、
最後に各

基調講演は、
元釜石市消防防災課長末永正志氏から
「東

グループから発表、
参加者で共有して終了しました。

日本大震災からの教訓
『釜石の奇跡』
に学ぶ」
と題し、
映像

特記すべきは、
今回のミーティングが学生主体の復興

を交えてご講演いただきました。
「釜石の奇跡」
はけっして

支援ボランティア
「東日本大震災を考える会」
に参集した、

奇跡でなく用意周到な防災教育の展開による成果である

学生有志の主導で開催に至ったことです。
月2回の話し合

こと、
大震災で自分たちが何を学んだかなどを、
ご自身も

いの中で被災地支援ボランティアの情報を集め、
ボラン

被災者である先生から丁寧に語っていただきました。
参加

ティアバス運行を決め、
防災教育の必要性を感じ、
それら

者からは「本当に大事なのは人と人のつながり。誰かが

に自ら参加。
この過程で現地の方との深い関わりを体験し

やってくれるという受け身の立場でなく、
自分がやる！と

学びを深めました。
さらにフォローアップミーティングⅢ

いう気持ちをもって行動することであると思った」
「改め

の構成運営、
ワークショップ運営、
当日流れたスライド

て防災学習の大切さを感じた。
大学としてできることを学

ショーまで、
学生同志の協力、
努力によるものです。

生のみんなと協議したい。
」
などの感想が寄せられました。

また、
昨年12月に開催されたフォローアップミーティン

第2部
「震災復興支援ボランティア活動と防災力を考え

グⅠ以降の、
東日本大震災復興支援に関わる学内での資料

るシンポジウム」
では、
今年行った
「防災学習キャンプ＆シ

や講演等をまとめた冊子
「東日本大震災復興支援ボラン

ンポジウム」
「仙台市社会福祉協議会での研修＆陸前高田

ティア活動の記録
『中巻』
（
」200ページ以上になりました）

市でのボランティア活動」
「南三陸町での漁業支援・サンド

を作成、
当日参加者にお渡しできました。

バックプロジェクト＆陸前高田市でのボランティア活動」
「陸前高田市
『うごく七夕まつり』
ボランティア活動」
につ
いて、
参加した4名の学生からの発表がありました。

実行した学生にも、
参加した学生にも大きな収穫があっ
た今回のミーティング。
これを次に引き継ぎ、参加しな
かった学生にも思いを繋いでいけたらと感じました。

C
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URRICULUM

国境を越えてつながる、
協同と支援の交流

大

参加学生の感想

韓国・コットンネ大学と協同した
フィリピン ボランティア研修旅行

交流校である韓国・コットンネ大学と合同で、
フィリピ
ンで一緒に力を合わせて様々なボランティア活動を終
えることができ、
大きな達成感を感じました。
貧民街、
ゴミの山周辺など大変な環境の中で暮らしている人の
姿に最初は衝撃も受けましたが、
いつも明るく私たち
を迎えてくれたフィリピンの皆さんのおかげで楽しく
て幸せなボランティア活動をすることができました。
（看護学科1年 清野さん）

研修旅行を実施しました。
本学初となる日韓合同研修旅行
の目的は、
韓国の学生と協同して支援活動や交流を行うこ
とで、
文化や考え方の違いを共有し合い学び合うこと、
そ
してフィリピンの貧富の差を実感することにありました。
実際の支援活動では、
貧困地域のナボタスを訪問し、
フェ
イスペインティングやシャボン玉などの遊びを通してスト
リートチルドレンと交流しました。
また、
パタヤスを訪問し
た際にはゴミの山を生活拠点とする子どもたちへの入浴

この研修は大学としても初めての試みで準備も手探り
状態でしたが、
現地の子どもたちや高齢者の方たちは
私たちが準備して行ったレクリエーションなどをとて
も喜んでくれました。
ただ、
貧富の格差やストリートチ
ルドレン問題など、
日本では考えられないような苦し
い現状にも多く出会い、
だからこそ私たちの今の恵ま
れた状況に感謝したり、
日本では直面することのない
問題にも向き合うことができました。
現地の方やコット
ンネ大学の学生など、
素敵な出会いが多く、
素晴らしい
研修でした。
（福祉心理学科３年 森さん）

サービス、
散髪、
食事提供などを行い、
生活の中に深く浸透
している貧富の差を感じることができました。
国境を越えた交流、
協同支援を行った学生の達成感や満
足度は高く、
当初の目的を達成できたといえます。
今後も
継続的に研修旅行を実施し、
学生に異文化や世界の実情
を実感できる機会を提供していきたいと考えています。
児童福祉施設で
子どもたちとのふれあい

研 修プログラム
1/7（月）

1/9（水）

1/11（金）

入国・オリエンテーション

貧困地域「ナポタス」訪問
street education（ストリートチルドレンのため
のレク等）の準備・参加

自由行動

1/10（木）

地域の子どもたちを招待した交流会
コットンネ大学生との交流会

1/8（火）
高齢者との交流会（日本の歌やダンスを披露）
児童福祉施設見学

「パタヤス」訪問
feeding program（ストリートチルドレンたち
への食事提供、入浴サービス、散髪等）に参加
子どもたちのためのプレゼント準備
墓地見学

1/12（土）

1/13（日）
出国

04

国・コットンネ大学と協同し、
フィリピンでのボランティア
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平成25年1月7日
（月）
〜1月13日
（日）
、
本学は交流校である韓

E
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DUCATION

短

さまざまな出会いの中、
新たな教育を実践

短

4大学合同サテライトキャンパスの愛称
「メディ∞キャン」
に決定
新潟日報新社屋「メディアシップ」に本学と長岡造形
大学・新潟薬科大学が開設する合同キャンパスの愛称に

有意義な経験・学習ができた、
障害者施設での宿泊実習
介護福祉コース1年生は、2月26日〜28日の2泊3日で、
長岡福祉協会の障害者施設へ実習に行ってきました。

ついて4大学の学生・教職員を対象に募集を行い、
多数の

1日目は身体障害がある方々が過ごしている桐樹園へ

応募がありました。その中から新潟日報社社長及び4大

行ってきました。
利用者の方からの講義では、
周囲の人々

学学長によりグランプリを選出し、
愛称が決定しました。

から受けた差別や偏見などの経験、
それを乗り越えとても

愛

称 「メディ∞キャン」
メディアと大学が連携し、
学生と地域の将
来に無限∞の可能性をもたらすことを期
待し、
若さと躍動感があふれ、
みなさんが

05 2 0 1 3 / 0 2 F e b r u a r y N O . 0 4

親しみを込めて呼ぶことのできる名称に
しました。

前向きに生きて来られたこれまでの人生について話され
ていて心に残りました。
また余暇活動では利用者の方の
ゲームの強さに驚きました。
2日目は重症心身障害児
（者）
の方々がいらっしゃる長岡
療育園へ行きました。
想像以上に重度の方が多いことに驚
きましたが、
言葉でコミュニケーションはとれなくても、
身
振りや表情で応えていただけて、
貴重な経験でした。
雰囲

メディ∞キャンは専門領域の異なる4大学がそれぞれ

気作りの大切さや重度化や障害者の増加の現状とどう向

の強みを生かし、連携することによる新しい価値の提

き合っていくか、
今後さらに考えていかなければいけない

供、
地域社会との結びつきの強化を目的としています。

と思いました。

本学の今後の具体的な取組としては、
学生や教員だけ

3日目は知的障害の方々が生活されている桜花園へ行き

でなく行政関係の方にもご参加いただく地域課題の解

ました。
症状はそれぞれ違うけれど、
社会とのつながりとし

決に向けたワークショップ、
新潟日報社と連携した子育

て一人ひとりが仕事を行う様子は、
本当に感銘を受けまし

て講座をはじめとする子育て支援事業の展開、
キャリア

た。
コミュニケーションをとる時、
初めは少し戸惑いもあり

関連講座や公開講座・教員免許状更新講習開催など、多

ましたが、
最後は多くの利用者の方々と笑顔で話をするこ

岐にわたって計画中です。
また、
学生がボランティアとし

とができました。

て事業に参加する学びの場としての機能も担い、
まずは

障害者施設での実習は初めてで不安と緊張もありまし

㈱新潟放送と連携し4大学の学生が作るテレビ番組の放

たが、
みんなで励ましあいながら乗り越え、
今までにない

送が予定されています。

体験、
学習ができ、
とても楽しく有意義な時間が過ごせま

地域に根付き、地域に必要とされる場を目指し、
「メ
ディ∞キャン」
は始動します。
ぜひ、
ご期待ください。

した。
実習施設の利用者の皆さん、
職員の皆さん、
本当にあり
がとうございました。
（人間総合学科介護福祉コース1年 安藤美彩）

新潟日報新社屋
「メディアシップ」
外観

多目的セミナールーム
「ナレッジルーム」

宿泊先での
実習報告会の様子

E
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VENT

短

学生主体の活動で、
成長する機会も豊富に

大

人間総合学科 第8回
教科発表 ＂ファッションショー＂

短

今年度の青空祭を
今後の青陵躍進の懸け橋に。

自作のウェディングドレスに

やる気に満ちた

身を包んだ学生たち

青空祭スタッフ

本学の歴史はすでに半世紀を迎えようとしていますが、

2012年11月3日・4日に青空祭
（学園祭）
を開催しました。

科は今年10回生を迎えるに至りました。

主体で動くこともあって、
未来への期待と不安が重なり
合ったスタートでした。
分からないことだらけで、
先輩方、

06

第1回の全体会議が例年より遅く、
また今年は私たち2年生

インテリア、
フードビジネス、
観光・ブライダル、
英語コミュ

教職員の皆様に多大な迷惑をかけてしまいました。
それな

ニケーション・編入学と5分野を柱に構成し、
毎年、
入学し

のに、
欲張りな私たちリーダーは、
「今年は前夜祭もしよう」

てくる学生は自らの目標に向かい、
それぞれがキャンパス

と自らを追い詰める選択をしたのでした
（笑）
。
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創立以来、
時代に対応した改組が2回行われ、
人間総合学

人間総合コースでは、
ビジネス・会計実務、
ファッション・

ライフを大いにエンジョイしています。

そして、
どんどんやりたいことのアイディアが出てくる

ファッション分野においては、
教科発表である〝ファッ

今年度の青空祭スタッフ。
そんな無限の可能性に、
不安や

ションショー″を毎年行っていますが、
履修生の家族、
親

焦りよりも、
「私たちで絶対に青空祭を成功させてやる」
と

族、
友人、
卒業生、
在校生など、
300人ほどのお客さまをお迎

いう気持ちの方が大きくなっていきました。

（土）
に8回目のショーを無
えし、
今年度も2012年12月22日
事終えることができました。

青空祭の最後を締めくくる、
第15回全体会議でのスタッ
フ全員の達成感で満ちた笑顔と涙。
あの瞬間が私の最高の

スポットライトを浴び、
きらきら輝く先輩の姿に憧れて、

宝物です。
苦労を分かち合った仲間と最後に肩を抱き合っ

毎年、
履修してくる学生たちです。
入学前まで被服製作の

た時、
こんな素敵な時間が終わるのかと思うと、
私も涙が

経験がほとんどない学生もいますが、
不安を抱えてスター

止まりませんでした。
5ヶ月の準備期間を過ごしてきたリー

トした学生が、
ひとつの目標に向けて頑張った証が形に

ダー達、
支えてくれたスタッフ、
先輩方。
また前夜祭やメイ

なっています。

ンイベントで大変お世話になったキョードー北陸の方々、

作品製作を通して
「できない自分」
から
「できる自分」
を

私たちの無理な申し出を快く受け入れてくださった教職

発見したときの驚きと喜びは、
大きな自信に繋がるものと

員の皆様、
そして一緒に青空祭を盛り上げてくれた学生・

思います。

一般の方々。
代表して私からお礼申し上げます。

ファッションショーを通し

今年度の青空祭は大成功だと思っています。
沢山の失敗

て得た尊い経験と大きな糧

や苦労もありましたが、
その中で得たものは私たちにとっ

は、
卒業後、
社会人として歩む

ての貴重な経験となり、
今後の“青陵”を躍進させる懸け橋

なかで、
いつの日か生かされ

になったと自画自賛の余韻に浸っています。
言葉で述べる

ることを願ってやみません。

だけでは到底足りませんが、
青空祭に関わって頂いた皆
様、
本当にありがとうございました。

多くの個性豊かな作品を披露

（福祉心理学科2年 青空祭実行委員長 渡辺有希）

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。

学校行事について

受験生対象のイベント
● 短期大学部オープンキャンパス
平成25年3月23日
（土）
10：00〜14：00
会場：新潟青陵大学短期大学部キャンパス

● 平成24年度卒業式
平成25年3月18日
（月）
短期大学部：開式11：00
大学・大学院：開式14：00
会場：新潟市芸術文化会館(りゅーとぴあ)

大学生参加型情報番組放映開始のお知らせ
● 平成25年度入学式
平成25年4月2日
（火）
短期大学部：開式10：30
大学・大学院：開式14：00
会場：新潟青陵大学・短期大学部体育館

メディアシップ
（メディ∞キャン）
に参画する4大学の学生が
制作に参加する県内向け情報エンターテイメント番組の放
映がスタートします。
ぜひご覧ください。
番組名：BSNメディアシップ発
「ダイばん！」
放送日時：毎週土曜日16：54〜17：30
（生放送）
※初回放送は4月20日
（土）

地域の皆さまへのお知らせ 施設のご利用とオープンカレッジ
●図書館
開館時間： 平 日8：30〜21：00
土曜日9：30〜17：00
※開館時間の短縮、
休館日などがあります。

詳しくは図書館ホームページ
http://www.n-seiryo.ac.jp/library/index.htmlをご覧ください。

●臨床心理センター
新潟青陵大学大学院臨床心理センターでは、
地域の一般の
方々を対象に
「こころの悩み」
についての相談活動・カウンセ
リングを行っています。
ご相談をご希望される場合は、
事前
にお電話でお申し込みください。
なお、
ご相談については所
定の料金が必要となります。
開室：平日のみ
（木曜日を除く）
受理面接 13：00〜17：00
（木曜日はお休みいたします）
相談面接 10：00〜18：00
（担当者によって異なります）
臨床心理センター直通電話番号 025-266-9553
（受付時間 木曜を除く平日10：00〜17：00）

編 集 後 記

●オープンカレッジ
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社会に開放するために、
地域の
皆様から気軽にご参加いただける公開講座を開催しており
ます。
講座内容の詳細、
お申し込み手続きなど、
詳しくはホームページ
http://www.n-seiryo.ac.jp/extension/ec/index.html
をご覧ください。
※2013年4月以降の開講講座のお知らせは4月上旬となる
予定です。
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「青陵NEWS」がリニューアルして1周年を迎えました。今号で
は、震災ボランティア・学園祭・フィリピンでのボランティア研
修など学生の課外活動が多く取り上げられています。いずれの
活動も、個人ではなかなか体験できないものであり、この活動
が、若い感性を大いに刺激し、人間としての成長につながるも
のと確信しております。今後も本学では、安全に十分配慮しな
がら、学生に感動と成長をもたらす諸活動を積極的に進めて参
りたいと存じますので、今後ともよろしくご指導のほど、お願
い申し上げます。

大

大学

短

短期大学部

（事務局長 栗林 克礼）

〒951-8121 新潟市中央区水道町1丁目5939番地
Tel : 025-266-0127（代） Fax : 025-267-0053
URL : http://www.n-seiryo.ac.jp
［オープンキャンパス・入学試験に関するお問合わせ］
アドミッションズ オフィス
Tel : 025-266-8833 Fax : 025-266-9642
E-mail : ao@n-seiryo.ac.jp

