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M ESSAGE
新入生入学を、大学・短大の
意義を改めて問い直す機会に

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

＜深い知力、豊かな情感、強い意志＞を
統合させた能力を培ってほしい。

大短

自分なりの感動的な目的を見つけ、
熱中して短大生活を過ごしてほしい。

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

2013年4月2日（火）午後
2時から、本学体育館で
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228名（編入学生含
む）、大学院臨床心理学
研究科10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。

2013年4月2日（火）午前
10時30分から、本学体
育館で新潟青陵大学短
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392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。

　皆さんは今日よりこの学舎で福祉学、看護学、臨床心理学等の

専門分野において次の世代におけるプロフェッショナルをめざし

て学業を積まれることになります。このような分野を学ぶ道を選

択された皆さんの決意を、私たちは本当に素晴らしいと思いま

す。この決意を一時も忘れることなく、皆さんがこれからの大学生

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」を培っていただくことを期待します。

　「理論は灰色だが、生の黄金の木は生き生きとした緑色だ」

（ゲーテ『ファウスト』）という言葉があります。＜理詰めに考

えすぎると世界を灰色に見てしまったり、かえって展望をなくした

りする。小さい自分の理屈の世界を一歩離れて現実をみると、現

実は緑の野であり、素晴らしい認識の泉なのだ、それに気づきな

さい＞といった意味のことをドイツの大文豪ゲーテは私たちに

伝えているのです。

　皆さんのこれからの大学生活は決して灰色でありません。私た

ちの学舎は、四季折々に素晴らしい自然のたたずまいに取り囲ま

れております。それを生き生きとした緑色の世界にするのは皆さ

んの新しいエネルギーです。雄大な自然の恵みとともにこれから

多くの人々とのさまざまな出会いが待っています。なによりも大

事なことは、知的刺激を与えあえる友を持つことです。学友ととも

に積極的にサークル活動に参加し、ボランティア活動を通して地

域住民と交流し、社会における協働と連帯のあるべき姿を学んで

ください。

　一昨年末、時の田中文部科学大臣が「大学の数が多すぎる」と

発言して一悶着ありました。私は「大学の数が多すぎる」とは思い

ませんが、形式的な講義に堕して、「教育の本質から離れた大学

が無いわけでない」と感じています。教育の本旨は、教師の創意

工夫と学生の熱心さがもたらす、阿吽の呼吸にあるのです。そこ

に形式的な授業で得られない出会い、感動と発見が生まれます。

　私は全科目Aの成績で卒業しても、それだけで百点満点の短

大生活だとは評価しません。生涯の恩師と云える先生に出会う、

一生を通じて付き合える親友を発見する。先生方や友人との付き

合いや学びの中で、将来の目的や進路を見出してこそ、短大生活

2年間が有意義であったと云えるでしょう。私たちは人生のある時

期、それが遅くとも早くとも、感動的な目的を見つけ、それに集中

する期間がある筈です。その感動的な出会いや集中が、短大とい

う輝かしい青春の時期にこそあって欲しいと願っています。

　世間には、短期大学は四年制大学の半分の価値しかないとい

う浅はかな見方もあるようです。しかし一人ひとりの生涯学習期

間を50年、60年と考えれば、四大と短大の差など、わずかな誤差

に過ぎません。私たちは短大の2年間で、社会で必要なあるいは

在学生が希望する各種資格の取得プログラムを用意しています。

そして卒業後にそれらの上位資格の取得を希望する人に、その

勉学を励まし、協力、支援する体制を構築しています。新たに入

学した皆さん、そして在学生にも、将来の礎となる輝かしい青春

の時間を過ごしてほしいと思います。
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E VENT
学生主体の企画・運営で、
看護への思いを深める戴帽式

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

看護への新たな決意と強い意志を、
“誓いのことば”に込めた戴帽式。

　2013年5月11日（土）、来賓の方々および多くのご家族の

方々をお迎えして、看護学科2年生の第13回戴帽式が厳かに

挙行されました。「看護を目指す決意を新たにする」ことを目

的に、86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。

　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月には戴帽式委員会を立ち上げ、委員長の学

生を中心に13名の委員が会議を重ね、各自責任を持って準備

に当たって来ました。入場の仕方、戴帽の足の位置、灯火の順

番、誓いのことばの揃え方、キャンドルサービスのルートな

ど、春休みを返上して準備に臨んできました。

　特に、学年全体で創りあげたいという思いは全員に浸透し

ていて、練習の段階からお互いに協力しあう姿があちこちに

見られました。式当日はもちろん、準備と後片付けまで、その

姿勢は変わりませんでした。各自が自分たちで作り上げた式

という自負があったものと思われます。

　学生対象のアンケート調査では、「これから頑張らねばと

戴帽式に寄せる思い-学生実行委員から

思った」「保護者の前で誓いのことばを言うことで、看護に対

する想いを再確認することができた」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。

大

　5月11日に、第13回新潟青陵大学戴帽式が行われました。
　この日のために、実行委員を中心として、約半年間、すべての計
画を行ってきました。先生方のアドバイスのもと、入場方法やＢ
ＧＭ、戴帽方法、キャンドルサービス、コサージュの選定、誓いの
言葉作成やスライドショーなど…。学生のみなさんも、練習の段
階から協力的に動いてくれたおかげで、とっても素晴らしい式と
なりました。
　式の終了後には、とても感動したという声や、看護について改
めて考える機会になったという声もあり、頑張って計画してよ
かったなと思いました。また、保護者の方や先生方からも、お褒め
の言葉を頂き、うれしかったです。
　戴帽式は、看護職者としてのスタートラインです。いつまでも
この初心を忘れずに頑張って行こうと思います。
（戴帽式実行委員長／看護学科2年　中野 佑子）

看護職者にとっての新たなスタートライン。
その企画に参加できて、喜びも人一倍です。
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C URRICULUM
地域と連携し、地域に役立つ。
本学らしい取り組みが進行中

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

呉服店への提案

活動初日、勝役所での
朝のミーティング

経験型インターンシップへと深化し、
学生の自発的・能動的な活動を促す試み。

　文部科学省産業界GP（産業界のニーズに対応した教育

改善・充実体制整備事業）に採択された本「地域ミッショ

ンインターンシップ」は、現在まで短大・大学にて実施して

きた、「インターンシップ」と連動し、教育効果面での相乗

効果を狙いつつ、従来の体験型インターンシップから経

験型インターンシップへと、一段の昇華・転換を目論むプ

ログラムです。本学の就職先企業等を対象にした調査な

どからも、産業界で必要とされる人材育成には、「問題発

見・解決力」「提案力」「コミュニケーション力」「リーダー

シップ」等、社会人としての基礎力醸成が求められます。

　従来は、企業側からお膳立てされた業務への取り組み

を進めるものであり、それ自体は有効なものですが、結果

として体験の粋を出ない就業内容でした。今回のプログ

ラムでは、大きくミッション（使命）として「地域商店街空

洞化問題」を掲げ、学生自らこれを念頭に、自発的・能動的

な活動を通じ、地域商店街における各店舗（個店）の課題

を見つけ、その解決策を考え、提案し実行することで、問

題発見・解決力やリーダーシップを涵養する経験型プロ

グラムとしての確立を目指しています。学生にとっては社

会人としての基礎力が養われ、商店街においては、“点”で

ある各店舗への貢献が、“面”である商店街活性化に繋がる

ことを望みます。

文部科学省の産業界GPに採択された
地域ミッションインターンシップがスタート。

大 短

活動終了後の
報告会の様子

商店街の方々と協議して名付けた
「勝役隊」の意味と目指すもの。

　「地域ミッションインターンシップ」を実施するにあた

り、地域商店街の方々に学生の活動を受け入れて頂くた

め、地域連携会議（新潟商工会議所、新潟市中心商店街協

同組合等）を開催し検討を進めた結果、学生チームおよび

活動拠点の名称を決定しました。

　学生チームの名称である「勝役隊」は「勝手に役立ち隊」

の略称です。地域商店街の方々にとっては、「学生に何が出

来るのか」という思いが強い中、「何かしなければならな

い」という空洞化問題に使命感を持った学生が飛び込ん

で行くことになりますので、勝手に何かお役に立てる活動

をしたいという思いを込めたものです。

　「勝役所」は、そんな「勝役隊」の活動拠点の名称で、学生

はこの勝役所から地域商店街の個店へ御用聞きを行って

いきます。想定している空洞化が進む商店街は、古町五番

町・六番町・七番町、下本町商店街、白山市場であり、“面”で

ある商店街そのものへのアプローチではなく、あくまでも

個店への訪問を進めることで「問題発見・解決力」を養いま

す。さらにその過程で、さまざまな年代の方々とコミュニ

ケーションを取りながら、チームでの活動を通じリーダー

シップを醸成します。

　3月に行ったプレインターンシップ（古町商店街で実施）

では、学生の活動に対して制約をかける場面もあったこと

から、9月に予定している本番では担当教員および地域連

携コーディネーターは見守りによる関わりに徹し、学生の

自主性を尊重した活

動を実施したいと考

えております。

時計・宝飾店での御用聞き
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　誕生学とは、「生まれてきたことがうれしくなると、未来

が楽しくなる」をコンセプトに、「次世代に出産、誕生の喜

ばしい面について伝え、自尊感情とセルフケア行動を高め

るライフスキルプログラム」です。今回、本学とBSN新潟放

送との共催により6月22日に、子どもたちと保護者85人の

参加をいただき、人形や模型、DVDを用いて実施しました。

　内容は、いのちの力を使って成長し、いのちの力を使っ

て生まれてきた「いのちの天才」であり、そういう力を授

かっている「自分ってすごい」ということを子どもの目線

で語りかけます。また、生まれた後も子どもたちみんなは

すごく大切にされたいのちなので、これからもその力を使

いながら自分のいのちと周り人のいのちを大切にして生

きていく力をもってほしいこと、そして最後のメッセージ

として「生まれてきてくれてありがとう」を伝え終了しま

した。

　講座時間は90分間と子どもたちにとっては長い時間で

はありましたが、こちらからの質問に親子で考えたり、模

型や映像を見たりとあっという間に過ぎた感じがします。

終了後も質問が多く寄せられ、自分が生まれてきたこと

について真剣に捉えている子どもたちに驚かされまし

た。またアンケートには、多くの方が他の人にも誕生学を

勧めたいとあり、今後もいのちの語りべとして子どもたち

に「生まれてきたことがうれしくなると、未来が楽しくな

る」を伝えていきたいと思っています。

Seiryo　子育て支援講座

8/28（水） 10：30～12：00　「赤ちゃんの発達と親子関係」
■講師 小嶋 かおり（新潟青陵大学短期大学部 准教授）
■会場 4大学メディアキャンパス　ナレッジルーム
■要申込・無料・保育あり（10名まで）

9/1（日） 10：00～12：00　「母と娘の月経教室」
■講師 池田 かよ子（新潟青陵大学看護学科 教授）
■会場 4大学メディアキャンパス　ナレッジルーム
■要申込・無料

10/26（土） 10:30～12:00　「子どもの病気」
■講師 浅見 直（新潟青陵大学看護学科 教授）
■会場 日報子どもマリーナ
■要申込・無料

9/30（月）、10/7（月）、10/21（月）、10/28（月）、11/11（月）、11/18（月）
各回とも10：00～12：00
「ノーバディーズパーフェクト」（6回連続講座）
■講師 伊藤 真理子（新潟青陵大学大学院 准教授）
 真壁 あさみ（新潟青陵大学看護学科 教授）
■会場 4大学メディアキャンパス　ナレッジルーム
■要申込・参加費500円程度・保育あり

新潟青陵大学後援、一般社団法人日本家族計画協会主催セミナー「平
成25年度　指導者のための避妊と性感染症予防セミナー～メディア
が発信する情報を読み解く力をつける～」が開催されます。お問い合
わせ・お申込み先は下記のとおりです。

■プログラム（予定）
Ⅰ「データで見る常識化している性の非常識」
Ⅱ「番組作りの実際」～制作者の意図を知る～
Ⅲ「メディアが発信する避妊・性感染症予防情報を検証する」
Ⅳ「メディアとの上手な付き合い方を考える」
■開催日時 平成25年9月28日（土）　10：00～16：30
■開催場所 コープシティ花園
 （新潟市中央区花園１丁目２－２）
■対象者 医師、保健師、助産師、看護師、養護教諭、看護教員、教職員、
　 カウンセラー、他（教育・福祉関係者等）
■受講料 5,250円（学校一括申込・思春期保健相談士は3,150円）
■申込締切 9月20日（金）
 ※定員に達した場合は早めに申込受付を終了する場合が
 　あります。

お問い合わせ
新潟青陵大学エクステンションセンター
TEL：025（266）9550
E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp

お問い合わせ・お申込み
一般社団法人　日本家族計画協会
TEL：03-3269-4785（月～金9：00～17：00、土日祝休）
FAX：03-3267-2658
ホームページ：http://www.jfpa.or.jp/

多くの親子を迎えて誕生学講座を開催。
いのちを大切にして生きる力を学ぶ。

大 短 院

2013年7月時点の情報です。最新情報は上記
エクステンションセンターにお問い合わせください
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大 短 大 短

　本学女子バスケットボール部が、2013年5月3日（金）～

5日（日）に長野県松本市で開催された第47回笹本杯争奪

北信越大学春季リーグ戦において2部リーグで全勝優勝

し、1年振りに1部リーグ昇格（復帰）を果たしました。

　県外開催にもかかわらず、大会当日はたくさんの保護

者や卒業生が駆けつけ大きな声援を送っていただき、そ

の後押しを受けた選手は懸命に戦い、見事勝利をおさめ

ました！

　今年はたくさんの新入生も入部し、今後の活躍が益々

楽しみとなった本学女子バスケットボール部に温かい

応援をどうぞよろしくお願いいたします。

なお、詳しい試合結果は以下の通りです。

T OPICS
学生たちが熱心に取り組む
課外活動をピックアップ 

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

メディアシップ発の情報番組の制作に、
本学学生が参加。大学時代の貴重な経験に。

　昨年2部に降格し、今年は絶対に1部に復帰しようと頑張ってき
ました。今年入学した新入生の活躍も大きく、全員バスケで優勝
することができて本当によかったです！
　今後も学生らしく、ひたむきさを大切に部員みんなで頑張って
いきますので、応援よろしくお願いします！
看護学科4年　大澤 楓（北越高校出身）

キャプテンのコメント

　4月より、大学生参加型情報番組　メディアシップ発

「ダイばん！」が放映されています。本学の学生9名が制

作に参加しており、番組内のメインコーナーの企画・取

材・撮影・編集を行っています。また、4名が番組アシス

タントとして毎回の放送に出演しています。

　学生が制作を担当するメインコーナーは10分間で、

ファッション、グルメ、カルチャーなど、新潟の若者の今

のトレンドを大学生の感性で取材・構成しています。これ

までに取り上げられたテーマは、「新入生歓迎会」「古着

コーディネート」「若者の恋愛事情」「浴衣の着付け」など、

大学生ならではの視点を感じられるものばかりです。

　学生たちは授業などの合間をみて企画会議や取材、編

集を行っており、大変なこともあると思いますが、「いい

番組を作れるように」と試行錯誤しながら取り組んでい

ます。この経験を通して就業力を高め、社会と関わる貴

重な体験を積んでいる学生たち。数年後の就職活動の

際、この経験がきっと彼らの財産となると思います。

　「ダイばん！」は毎週土曜日、新潟日報メディアシップ

1階のサテライトスタジオから生放送しています。

　みなさま、本学学生の活躍をぜひご覧ください。

女子バスケットボール部が
全勝優勝で北信越1部リーグに昇格！

降格の悔しさをバネに頑張って、
新入部員も含めた全員の力で昇格。

新潟青陵大学 107 （32-11・30- 4・24-11・21-18） 44 金沢学院大学

新潟青陵大学 93 （21- 8・27-14・21-12・24-22） 56 新潟大学

新潟青陵大学 96 （26-10・12-12・24-12・34-17） 51 金沢大学

新潟青陵大学 79 （26-16・21- 17 ・15-16・17-20） 69 富山大学

【番組詳細】

番組名:BSNメディアシップ発「ダイばん！」

放映日:毎週土曜日　16:54～17:30

放送局:BSN新潟放送
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大 短 院

大学・短期大学部・大学院
平成25年度入学生数のご報告

大 短

2013年度新任教員と
2012年度退職教員のご紹介

【新潟青陵大学】

看護学科　男子10名、女子80名　計90名

福祉心理学科　男子21名、女子108名　計129名

【新潟青陵大学大学院】

臨床心理学研究科　男子3名、女子7名　計10名

【新潟青陵大学短期大学部】

人間総合学科　男子15名、女子247名　計262名

幼児教育学科　男子3名、女子127名　計130名

　　　　　　　　　　　　　（2013年5月1日現在）

【2013年度新任教員】

大学看護学科／藤野 清美（助手）

　看護教育に携わるのは初めてで

すが、精神看護の臨床で培った知識

と経験を活かして、病を抱え困難な

中にも希望を見出すことができると

いう人間の成長する力を、学生と共に学び経験していき

たいと考えています。何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお

願い致します。

短期大学部幼児教育学科／梨本 竜子（助教）

　表現（造形）指導法、家庭支援、実

習指導他の科目を担当します。3人

の子の子育て経験と保育所での現

場経験を活かして、実践に即した授

業を心がけたいです。また、得意の折紙をたくさん伝え

たいと思っています。

【2012年度で退職した教員】

大学看護学科／五十嵐 愛子（教授）、三宅 久枝（講師）、

柏 陽子（助手）

大学福祉心理学科／早坂 裕子（教授）

短期大学部幼児教育学科／伊藤 民子（准教授）

 

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

・福祉心理学科卒業生就職状況

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

・人間総合学科介護福祉コース卒業生就職状況

・幼児教育学科卒業生就職状況

（2013年5月現在）

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
平成 24年度卒業生就職状況のご報告

R EPORT
就職状況や新任教員、
新入生数など、最新情報のご紹介
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事務職 12% 

販売職 19% 

サービス職 4% 

福祉職 63% 

その他 2% 

合計 100% 

看護師 67%

保健師 5%

助産師 15%

養護教諭 13%

合計 100%

看護学科 100%

福祉心理学科 98.4%

人間総合学科人間総合コース 95.9%

人間総合学科介護福祉コース 100%

幼児教育学科 100%

事務職 41.9%

販売職 37.6%

サービス職 14.5%

製造職 2.6%

福祉（介護）職 1.7%

合計 100%

福祉（介護）職 96.7%

サービス職 3.3%

合計 100%

保育士 76.5%

幼稚園教諭 18.7%

福祉職 1.6%

その他一般職 3.2%

合計 100%

（※就職率＝就職者/就職希望者）

（※就職率＝就職者/就職希望者）



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。
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本学（大学及び短期大学部）ではこの4月より、新潟市万代の新潟日
報社新本社ビル「メディアシップ」6階に新潟薬科大学及び長岡造
形大学とともに共同サテライトキャンパスを開設いたしました。
このキャンパスで、4大学1社が協力しながら様々な事業を開始し
ております。また、同じく4月よりキャンパスに隣接する新潟市老
人憩いの家「なぎさ荘」の指定管理者となり、学生の学びの場とし
ても活用させていただいております。これらの取り組みは、社会貢
献だけでなく、学生に社会とのつながりの中で様々な経験を積ま
せることを主目的としております。今号でご紹介しております「地
域ミッションインターンシップ」や学生によるテレビ番組制作な
どとともに、教室や実習先だけでなく様々なフィールドで多くの
世代の方と交流し、現実の課題解決を考える。この経験が学生を大
きく成長させるものと確信しております。 （事務局長 栗林 克礼）

●開催日時
2013年8月10日（土）、8月21日（水）
いずれも10：00～13：30（受付9：00～）　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）
10：00～10：45 全体説明（オリエンテーション、学科紹介など）
11：00～11：30 入試説明（自由参加）
10：45～13：30 小論文対策講座、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、学食体験など

●開催日時
2013年8月3日（土）
10：30～13：45（受付9：30～10：20）　要予約
<プログラム>
10：30～11：30 全体説明（学科説明、入試説明など）
11：30～13：45 キャンパス自由見学、分野・コース紹介（人
間総合学科）、授業内容紹介・実技体験（幼児教育学科）、個別
相談コーナー、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』体験など

　6月8日（土）、2013年度の大学院説明会が開催されました。
将来臨床心理士を目指している大学生・社会人の方々など、
30名程が県内外から参加されました。教員と修了生の講演
や教員との個別相談、現役院生・修了生とのフリートークや
施設案内ツアーなど、本学の魅力を十分に体験していただ
けたのではないでしょうか。参加してくださった皆様、あり
がとうございました。
　本大学院では施設見学・個別相談を随時受け付けてい
ます。ご希望の方はぜひお問い合わせください。

大学オープンキャンパス

短大オープンキャンパス

大学院説明会終了のご報告
　新潟青陵学園は、2013年4月1日から2016年3月31日までの
3年間、「新潟市老人憩の家なぎさ荘」指定管理者の指定を受
け、管理業務を行なうこととなりました。老人憩の家の設置
目的に沿った施設の管理・運営に努めると共に、高齢者の生
きがい作り、仲間作りに貢献したいと考えています。
　本学園の専門分野である医療・福祉・介護・心理・文学・教
養などを生かした生涯教育や社会貢献事業を展開すること
と併せて、利用者と学生との関わりの機会を設けることに
より、学生の教育的実践訓練の場となることも期待してい
ます。なぎさ荘が公の施設であることを念頭に、より多くの
方々に利用していただけるよう努めてまいる所存です。

新潟市老人憩の家なぎさ荘の管理業務について

〒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い合わせ］
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

日常の学生生活がリアルな映像で見られるココロデイズ・ス
ライドショーがリニューアルされました。他にも、オープンキ
ャンパスやイベント活動の写真も満載。ぜひ、ご覧ください。
http://www.cocorodays.com/
青陵ダイアリーはこちらからご覧ください。
http://www.n-seiryo.ac.jp/diary

ココロデイズ WEBマガジン等のお知らせ

大学院 看護学研究科看護学専攻修士課程
（平成26年4月開設予定【設置認可申請中】）

詳細は次号でお知らせいたします。

本学では、看護系大学院（修士課程）の設置認可を文部科学省に申請
中です。
開設分野は、母子看護学分野、成人看護学分野、看護管理学分野の3
つです。
修士課程は2年ですが、現在医療機関・教育や保健の現場で就労中の
方が働きながら学べるよう、平日夜間及び土曜の開講や長期履修制度
の実施を予定しています。

設置認可は平成25年10月末ころの予定ですが、学生募集方法の詳細
については、認可され次第ホームページ等において公表いたします。
なお、入学試験は平成26年1月以降となる予定です。

※内容は、大学院設置認可申請の計画内容によるものであり、今後の
審査等により計画の変更等が生じる可能性があります。

 【お問い合わせ】
新潟青陵大学事務局内大学院看護学研究科設置準備室
ＴＥＬ ：025-266-0127
ＦＡＸ ：025-267-0053
E-mail ：pr@n-seiryo.ac.jp




