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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

オープンキャンパス

●平成２８年度卒業式

●短期大学部

平成２９年３月１7日
（金）

平成２９年３月２５日
（土） １０：００〜１４：００

短期大学部：開式１１：００

＜内容＞

大学・大学院：開式１４：００

学科コース紹介、
職業紹介、
入試概要＆学費説明、
学食体験 等

2017/3 March

会場：新潟市芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

１６

●大学
●平成２９年度入学式

平成２８年３月２６日
（日） １３：００〜１６：３０

平成２９年４月４日
（火）

＜内容＞

短期大学部：開式１０：３０

学部・学科紹介、
卒業生による職業紹介、
青陵カフェ 等

大学・大学院：開式１４：００

大学・短大棟 新校舎が完成します

会場：新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部体育館

地域の皆さまへお知らせ

平成29年4月、
かねてより建築工事を行っていた新校舎

●図書館 開館時間：平 日 ８：３０〜２１：００

が完成します。
大学・短期大学部の新しい顔となる新校舎は、
省エネル

土曜日 ９：３０〜１７：００
※開館時間の短縮、
休館日など、
詳しくは図書館ホームペー

ギーに配慮した日よけのルーバーが印象的な外観となっ

ジをご覧ください。

ており、
図書館、
アクティブ・ラーニングに対応した講義室

※新年度より新校舎へ移転します。
新図書館開館は4月24日

のほか、
音楽ホールなどを完備しています。
新校舎の詳細は次号にて詳しくお伝えします。
どうぞご

の予定です。
（移転作業のため4月23日まで休館となります。
）

期待ください！

http://www.n-seiryo.ac.jp/library/
●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
受理面接 １３：００〜
（水曜日・木曜日を除く）
相談面接 １０：００〜１８：００
（担当者により異なります）
臨床心理センター直通電話番号 ０２５−２６６−９５３３

平成 28 年度

編 集 後 記

CLOSE-UP

平成28年度

TOPICS

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

学生表彰式を実施しました

した。
キャンパスでは引き続き入学生を迎える準備が進んでいます。
今年はよう
CLOSE-UP

やく完成した新校舎を新学期から稼働させるための引っ越し作業や新しい備

国立青少年教育振興機構「法人ボランティア表彰伝達式」
で学生が表彰されました

品の搬入なども加わり休む間もない状況ですが、
新しい校舎で学ぶ学生の姿
を想像しながらの作業は楽しいものでもあります。
新校舎は、
幼稚園旧園舎が
あった場所に建築いたしましたが、
春に満開の花で目を楽しませてくれた桜の
木はそのまま残し、
根元にはデッキスペースを設けて語らいの場といたしまし
た。
新校舎に移転する図書館は４月下旬にオープンいたしますし、
７月には新
校舎のグランドオープンと短期大学部の５０周年を記念して卒業生や地域の
みなさまに楽しんでいただけるイベントを企画しております。
ぜひ本学に足をお
運びいただければ幸いです。
大学

短

短期大学部

学生表彰式
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卒業式も無事に終わり、
今年度も多くの学生を社会に送り出すことができま

大

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

院

（事務局長 栗林 克礼）
大学院

〒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］
学生募集・入学試験課
Tel ： 025-368-7411 Fax ： 025-266-9642
E-mail ： pr4@n-seiryo.ac.jp

業界・企業研究フェアを開催しました
学生まちなか活動拠点「JOYiNT-BASE」誕生！
「くまモン」が来学しました！
REPORT
EDUCATION

地域の皆さまを対象に、特別受講生制度を実施

TOPICS

EDUCATION

フィリピン研修旅行を実施しました
人間総合学科人間総合コース第12回ファッションショー
（教科発表）
を開催しました

地域の皆さまを対象に、経済、語学、調理、企画講座など、幅広い内容で講座開講
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平成 28 年度 新潟青陵大学・新潟青陵大学短
期大学部 学生表彰式を実施しました

平成29年2月21日
（火）
、
新潟青陵大学・新潟青陵大学短期
大学部 学生表彰式を行いました。
今回が第3回となるこの表彰式では、
2団体、
5人の学生が
受賞し、
諫山正大学学長からそれぞれ表彰状と記念品が手
渡されました。
表彰を受けた学生は、
「自分ががんばってきたことを認

もございますので、
受講をご希望の方は下記までお問い

短

地域の皆さまを対象に、経済、語学、調理、
企画講座など、幅広い内容で開講

合わせください。

新潟青陵大学・短期大学部地域貢献センターでは、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。
平成29年度前期講座では、
経済、
語学や調理のほ
か、
BSNとの共催での企画公開講座を開講します。
開講される講座は以下のとおりです。
日程が近い講座

めていただいて嬉しい」
「社会に出てからもこの経験を活
平成29年度 前期公開講座
講 座 タ イ ト ル

●平成28年度 学生表彰 受賞者
●団体受賞

新潟青陵大学 青陵BIG5
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<受賞理由>
平成28年度新潟市、
大学連携新潟協議会主催
「第3回キャンパスからの提言
フォーラム」
最優秀賞受賞

新潟青陵大学 そらいろ子ども食堂

<受賞理由>
平成28年度
（10月）
新潟市中央区で新潟県内で初となる学生運営の子ども
食堂の開設に尽力および関係2団体
（日本財団、
県赤い羽根共同募金）
助成金
採択
●個人受賞
（女子バスケットボール部）
（看護学科4年）
水本 遥
<受賞理由>
平成28年度
（第71回）
国民体育大会バスケットボール協議会新潟県成年女子
代表選手として出場
（福祉心理学科4年）
小山 美奈

<受賞理由>
平成28年度
（第71回）
国民体育大会バスケットボール協議会新潟県成年女子
代表選手として出場
●個人受賞
（学生ボランティアコーディネーター）
（福祉心理学科4年）
高橋 摩吏
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
日本財団学生ボランティアセンター
「Gakuvo Style Fund」
助成金採択
新潟県内学生ボランティアネットワーク
「N-connection」
（11大学）
リーダー 等
（福祉心理学科4年）
狩谷 順子
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
法人ボランティアとして4年間、
計151日、
国立施設主催事業への参加および
全国展開での活動 等
（看護学科4年）
横尾 美咲
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
法人ボランティアとして国立施設主催事業への参加 等

第1回：
中英経済関係の最新動向と英国のEU離脱

5月27日(土)
9:00〜10:30

第2回：
7億人という中国IT市場の現状と可能性

5月27日(土)
10:40〜12:10

中国経済・外交
から世界経済の 第3回：
潮流を読み取る エネルギーから見る中露経済関係

●団体受賞

楽学中国語

開 催 日 時

6月10日(土)
9:00〜10:30

第4回：
中国の対外直接投資（FDI）に関する推進策および動向

6月10日(土)
10:40〜12:10

第1回：会話Ⅰ

6月24日(土)
9:00〜10:30

第2回：会話Ⅱ

6月24日(土)
10:40〜12:10

第3回：読解Ⅰ

7月15日(土)
9:00〜10:30

第4回：読解Ⅱ

7月15日(土)
10:40〜12:10

夏休み特別企画
『手作りアイスクリームに挑戦しよう！』

7月30日(日)
13:00〜16:00

地域貢献センターでは、
多様な人々があたりまえの生

受 講 料

各回
1,000円

講

師

孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）

孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）
各回
1,000円

500円

海津 夕希子（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）

※別途、
材料費200〜300円かかる可能性があります

めに」
。
春季は
『障害を持つ人の理解と支援』、
秋季は
『
「性

活を地域社会で営むための条件である
「インクルージョ

的多様性」
の理解と支援』
についての講座を開講します。

ン
（ふわりとつつむ）
」
をキーワードとして、
毎年度具体的

本学に所属する多様な分野の教員による講義・演習を

テーマのもとに市民の方々を対象とした企画講座を開講

通じ、
隣人として彼ら／彼女らとともに地域社会で暮ら

します。
平成29年度テーマは
「誰もが共に地域で生きるた

していくために必要とされることを一緒に考えましょう。

平 成 2 9 年 度 B S N 共 催 地 域 貢 献センター企 画 公 開 講 座 「ふわりとつつむ新 潟 青 陵インクルージョン講 座 」
講 座 タ イ ト ル

春季

秋季

開 催 日 時

第1回：
文学の中の障害、
障害者

6月17日
（土）
13:00〜16:00

第2回：
コミュニケーションが
「合理的配慮」
を可能にする！

7月 1日
（土）
13:00〜16:00

第3回：
男と女の心理学
〜男性も女性もLGBTも、
みんなで幸せになるために〜

10月14日
（土）
13:00〜16:00

第4回：
ジェンダーってなあに？
〜みんなが生きやすい社会を創るヒント〜

11月18日
（土）
13:00〜16:00

公開講座のお問い合わせは

4大学メディアキャンパス 公開講座担当

受 講 料

講

師

原田 留美（新潟青陵大学 社会福祉学科 教授）

各回
1,000円

海老田 大五朗（新潟青陵大学 臨床心理学科 准教授）

碓井 真史（新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科 教授）

里見 佳香（新潟青陵大学 社会福祉学科 助教）

新潟市中中央区万代3-1-1

TEL：025-278-3875

http://www.n-seiryo.ac.jp/

E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp
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かしていきたい」
など、
喜びを語っていました。
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援に積極的にお応えすべく、
両大学の授業科目の一部を

短

地域の皆さまを対象に、特別受講生制度を実施

公開し、
学生と一緒に学んでいただくものです。
より多くの地域の方々のご受講をお待ちしております。

域社会に開かれた大学として継続的・体系的な生涯学習
のご提供をめざし、
平成27年度より特別受講生制度をス
タートいたしました。
この制度は、
地域の皆さまのご期待と日頃からのご支

平成29年度前期 公開授業科目

開 催日

担当教員

社会福祉原論Ⅰ

月曜日 1限

平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

住居学概論

月曜日 1限

五十嵐 由利子
（人間総合学科 教授）

発達心理学Ⅰ

月曜日 1限

宮崎 隆穂
（幼児教育学科 教授）
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中国語Ⅰ

月曜日 1限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

ことばの科学

月曜日 2限

野中 辰也
（人間総合学科 教授）

中国語会話Ⅰ

月曜日 2限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

外国為替入門

月曜日 3限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

調理理論

月曜日 3限

岩森 三千代
（人間総合学科 助教）

社会福祉概論

火曜日 1限

高橋 淳子
（幼児教育学科 教授）

法学
（くらしの法律）

火曜日 1限

里見 佳香
（社会福祉学科 助教）

コミュニケーション論

火曜日 3限

関 久美子
（人間総合学科 准教授）

心理学

火曜日 3限

碓井 真史
（臨床心理学研究科 教授）

社会心理学

火曜日 5限

碓井 真史
（臨床心理学研究科 教授）

統計学

火曜日 5限

中平 浩人
（看護学科 教授）

日本国憲法

火曜日 5限

里見 佳香
（社会福祉学科 助教）

心理学概説

水曜日 2限

本間 優子
（臨床心理学科 助教）

木曜日 3限
水曜日 3限

髙橋 司
（人間総合学科 助教）

水曜日 5限

平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

簿記Ⅰ
※同様の内容で2クラス開講

水曜日 4限

言葉指導法Ⅱ

木曜日 1限

看護・福祉史

木曜日 2限

10,000円

（授業回数：15回）

髙橋 司
（人間総合学科 助教）
峰本 義明
（幼児教育学科 准教授）
渡邉 タミ子
（看護学科 教授）
平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

疫学

木曜日 2限

中平 浩人
（看護学科 教授）

食生活と健康

木曜日 3限

海津 夕希子
（人間総合学科 准教授）

音楽

木曜日 4限

生物
（生命の謎）

木曜日 4限

栄長 敬子
（幼児教育学科 准教授）
野口 雅史
（幼児教育学科 准教授）
木村 一雅
（人間総合学科 教授）

※時間について
1限 8：50〜10：20
2限 10：30〜12：00
3限 12：50〜14：20
4限 14：30〜16：00
※授業の曜日・時限は変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

国立青少年教育振興機構「法人ボランティア 表
彰伝達式」で学生が表彰されました

新潟青陵大学･新潟青陵大学短期大学部 地域貢献センター

5限 16：10〜17：40

各90分

新潟市中央区水道町1-5939

TEL：025-266-8833

http://www.n-seiryo.ac.jp

E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp

平成29年2月20日（月）、国立妙高青少年自然の家所
長、職員の方にお越しいただき、国立青少年教育振興機
構
「法人ボランティア表彰伝達式」
を開催しました。
●法人ボランティアとは
国立青少年教育振興機構が実施する「ボランティア養成事業」

●団体受賞
代表 宮内 春花
「このような素晴らしい賞を受賞する
ことができたこと、メンバー一同大変
嬉しい気持ちでいっぱいです。新潟県内初の子ども食堂、学
生が主体となっての活動です。学生同士でたくさん話し合
い、責任感と夢の実現のため一生懸命活動してきました。今
では多くの地域の子どもからお年寄りの方が参加してくだ
さり、楽しく安定した活動を行うことができています。今ま
で支えてくれた先生方や地域の皆さん、そして何よりたく
さんのことを共に乗り越えてきた仲間に感謝の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございました。」

高橋 淳子
（幼児教育学科 教授）

金融入門

水曜日 5限

●団体受賞

新潟青陵大学 そらいろ子ども食堂

木曜日 4限

障害の理解Ⅱ

特別受講生制度の

受講料

水曜日 3限

障がい児保育Ⅱ
※同様の内容で3クラス開講

受賞した感想

代表 志田 悠夏
「自分たちの頑張ってきたことがこう
して結果に表れ、とても嬉しいです。私
たちは今回2度目の参加で、前回は受賞を逃しました。だか
らこそ、後悔のないよう思いきり良いものを提案しようと
いう気持ちが強かったように感じます。自分たちが良いと
思って作ったものを認めていただき、皆の努力が実を結び、
嬉しさでいっぱいです。この活動を通して、諦めないことの
重要性、仲間を信頼する大切さ、自分一人ではできないこと
に気がつくことができました。一緒に頑張ってくれたチー
ムの皆に、心から感謝の気持ちでいっぱいです。」
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（人間総合学科・幼児教育学科）
では、
地

科目名

学生表彰

短

新潟青陵大学 青陵BIG5

新潟青陵大学
（看護学部・福祉心理学部）
および新潟青

特別受講生制度

大

●個人受賞
水本 遥
「自分がひたむきに頑張ってきたこと
に対してこのような賞をいただき、と
ても嬉しいです。楽しいことばかりでは
なく、苦しんだり悩んだりすることも沢山ありましたが、
チームメイトや監督、看護学科の先生方など多くの人たち
の助けがあったからこそ、続けることができました。私を支
えてくれた人たちと、4年間好きなことを続けさせてくれた
両親に感謝したいです。卒業後は看護師として、何事も諦め
ず進み続け、充実した社会人生活にしたいです。」
●個人受賞
横尾 美咲
「学生ボランティアコーディネーター
として続けてきた活動をこのような形
で評価して頂き、大変嬉しいです。私1人
で頂けた賞ではないので、支えてくださった先生方や仲間
に感謝しています。活動を始める前は、迷うくらいならやめ
ておこうと判断したり、人前で話すことも苦手でした。で
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ことが増え「迷ったらやろう！」という心持に変わり、人前
で話すことも出来るようになってきました。これからも挑
戦する心を忘れずに様々なことにチャレンジしていきたい
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昨年に引き続き国立妙高青少年自然の家より推薦い
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狩谷 順子
（福祉心理学科4年）
横尾 美咲
（看護学科4年）
3人は献身的に国立施設主催の事業に参加し、様々な
経験や学びを得てきました。
学業とボランティアを両立
させ、
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範として高く評価され表彰の運びとなりました。
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受賞した感想
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ました。子どもたちの表情がキラキラと輝く体験活動の素晴らしさ
を、
たくさんの人に伝えていきたいです。
（狩谷さん）
法人ボランティアとして４年間活動できたのは、支えてくださっ
た皆さんのおかげだと感じています。行くたびに子どもの顔はもち
ろん、
職員の方たちにまた会いたいと思えたのも、
いつも笑顔で迎え
てくださる職員の方たちとの信頼関係があったからだと思います。
大学院進学後も引き続き頑張っていきたいと思います。
（高橋さん）
このような貴重な賞を頂きありがとうございました。始める前と
後では生活のスタイルや考え方が変わりました。子どもたちの成長
を見ることが楽しく、職員の方々が私たち大学生も育ててくださっ
ていることが伝わり、
そこに共感して機構の就職に繋がりました。
就
職後も学んだことを活かしていきたいと思います。
（横尾さん）
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大

フィリピン研修旅行を実施しました

短

人間総合学科人間総合コース
第 12 回ファッションショー（教科発表）を開催しました

大

短

「業界・企業研究フェア」
を開催しました

大

短

学生まちなか活動拠点「JOYiNT-BASE」誕生！
平成28年12月18日（日）、新潟市中央区の西堀ローサ
内に新潟県内大学の学生が自由に利用できる学生活動
拠点
「JOYiNT-BASE」
をオープンしました。
「JOYiNT-BASE」は持続的な地域でのアクティブ・ラー
ニングを可能とする拠点として、学生の自主性・主体性
を重視し、
日常的に各大学の学生間のつながりや地域と
の交流の中で、コミュニケーション力や問題発見・解決
力、
提案力を兼ね備えたリーダーシップ力を養成する拠
点をめざし設置したものです。COC+事業の一環とし
て、
県内の参加・協力大学13校
（新潟大学/新潟県立大学/

平成28年12月24日
（土）
、
ANAクラウンプラザホテル新潟

よび近郊にあるコットンネの施設でボランティア活動を行う

において、
短期大学部 人間総合学科人間総合コースによ

フィリピン研修旅行を実施しました。
5回目となる今回は、
福祉

る、
第12回ファッションショー
（教科発表）
を開催しました。

心理学科3年生の学生5人が参加しました。
コットンネは本学

ファッションを学ぶ授業の集大成となる発表を、
大盛況の

180人、
大学福祉心理学科110人）
、
例年以上に活気溢れる

が交流協定を結んでいる韓国・コットンネ大学が属するカト

なかで無事終えることができました。

説明会となりました。

リック団体で、
フィリピンやウガンダ、
ハイチなど多くの国々
に拠点を持ち、
ストリートチルドレンや身寄りのない高齢者の
救済活動を行っています。
学生たちは児童養護施設
「サランハウス」
に宿泊し、
コットン
ネ大学の学生と一緒に、
施設の子どもたちと遊んだり、
日常生
活の世話や学校への送り迎えなどを行いました。
さらに貧困
地域に暮らす子どもたちを集め、
サランハウスで作ったお弁
当を配るボランティアにも参加。
そこでの交流の一環として、

平成29年3月3日
（金）
、
朱鷺メッセにて
「新潟青陵大学・短
期大学部 業界・企業研究フェア」
を開催しました。
参加学生総数は290人
（内訳：短期大学部人間総合学科

入学前まで被服製作の経験がほとんどない学生です

平成29年3月1日
（水）
から就職活動が解禁され、
また、
短

が、
先輩の教科発表を見て、
「ファッションショーがやりた

期集中型の新卒採用を意識してか、
参加学生たちは例年に

い！」
と、
希望してきた学生です。
就職活動との両立を乗り

も増して参加企業ブースを数多く廻り、
終了時間を超えて

越え、
授業以外の空き時間を同じ目的をもつ友と共に、
自

までも熱心に説明を受ける姿が多数見受けられました。

己目標に向かって努力する毎日があって、
ようやく手にし
た夢の実現でした。
当日はクリスマスイブということで、
幸せな時間を少し

敬和学園大学/事業創造大学院大学/長岡大学/ 新潟国際
情報大学/新潟青陵大学/新潟青陵大学短期大学部/長岡
造形大学/新潟経営大学/新潟工科大学/新潟産業大学/新
潟薬科大学）により、文部科学省の地方創生関連の補助
金を利用し整備しました。
今後、
各大学の学生同士のつながりや地域との交流の
中、
様々なアイデアで自由な活動を展開していきます。

フェアには、
北越銀行・大光銀行・JR東日本等、
県内外の
優良企業および社会福祉法人を中心に、
新規参加を含む
52社が参加、
各社人事ご担当者様からは熱の入ったご説

短

ダンスを披露しました。子どもたちが真 似しやすそうな

でもみなさまにお届けしたいという学生の熱い想いを、
舞

GReeeeNの『あいうえおんがく』
とピコ太郎の
『PPAP』
を踊り、

台いっぱいに表現することができました。
観覧いただいた

特に社会福祉法人ブースには、
大学・短大生ともに多く

子どもたちも一緒に踊りながら楽しい時間を過ごしました。

300人ほどのお客さまの中には、
人間総合学科改組前の卒

の学生が集まり、
人事ご担当者様からも驚きの声が聞かれ

モン」が本学を訪問し、集まった学生約100人と交流し

業生も大勢駆けつけ、
後輩たちの頑張りに温かい拍手と大

るほどの盛況ぶりでした。

ました。
くまモンは震災支援のお礼として全国行脚をし

余暇の時間に訪れたマニラ市街地で目にしたのは、
大きな
ショッピングセンターや若者たちが食事を楽しむ、
日本とそれ

きな声援を送ってくれました。

ほど変わらない様子でした。
一方で、
貧困地域には栄養失調で

ショー終了後、
達成感に包まれた笑顔と、
たくさんの涙

おなかが膨れている子どもやケガをしてもそのまま放置して

もありました。
成し遂げた後、
やればできる自分を見つけら

いる子どもがいます。
学生たちは、
同じ国の中での貧富の格差

れたことは、
尊い経験と大きな自信に繋がったものと思い

を目の当たりにし、
大きな衝撃を受けていました。

ます。
今後、
社会人として歩むなかで、
本学における足跡が

触れたことのない他国の文化や想像もつかなかった貧富の
格差を目の当たりにし、
また、
言葉が通じない難しさを感じな
がらも言葉に頼らないコミュニケーションで子どもたちや他
国の学生と交流をした経験は、
看護や福祉を学ぶ学生たちの
大きな学びになったと同時に、
今後
の可能性や視野を広げる価値ある
経験になったことでしょう。

生かされることを願ってやみません。
ご来場いただきましたみなさま、
ならびに関係者のみな
さまに心より感謝申し上げます。
本当にありがとうござい
ました。

明をいただきました。

大

この合同企業フェアが本学学生の就職に結びつくよう
祈念しつつ、
今後更なる就職支援に努めてまいります。

「くまモン」が来学しました！
平成28年12月20日（火）、
熊本県のキャラクター
「くま

ており、
その一環として本学訪問が実現しました。
本学からもボランティアセンターや大学院臨床心理
学研究科の学部生・大学院生合計12人が熊本県の災害
ボランティアに参加しており、
ボランティア参加者がく
まモンから直接お礼の色紙を受け取りました。
セレモニーの後は交流タイム。集まった全員で「くま
モン体操」
を踊るなど、
楽しい時間を過ごしました。
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平成29年1月4日
（水）
〜10日
（火）
、
フィリピンのマニラ市内お

P5

P2

新潟青陵大学／新潟青陵大学短期大学部

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

援に積極的にお応えすべく、
両大学の授業科目の一部を

短

地域の皆さまを対象に、特別受講生制度を実施

公開し、
学生と一緒に学んでいただくものです。
より多くの地域の方々のご受講をお待ちしております。

域社会に開かれた大学として継続的・体系的な生涯学習
のご提供をめざし、
平成27年度より特別受講生制度をス
タートいたしました。
この制度は、
地域の皆さまのご期待と日頃からのご支

平成29年度前期 公開授業科目

開 催日

担当教員

社会福祉原論Ⅰ

月曜日 1限

平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

住居学概論

月曜日 1限

五十嵐 由利子
（人間総合学科 教授）

発達心理学Ⅰ

月曜日 1限

宮崎 隆穂
（幼児教育学科 教授）
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中国語Ⅰ

月曜日 1限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

ことばの科学

月曜日 2限

野中 辰也
（人間総合学科 教授）

中国語会話Ⅰ

月曜日 2限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

外国為替入門

月曜日 3限

孫 犁冰
（人間総合学科 准教授）

調理理論

月曜日 3限

岩森 三千代
（人間総合学科 助教）

社会福祉概論

火曜日 1限

高橋 淳子
（幼児教育学科 教授）

法学
（くらしの法律）

火曜日 1限

里見 佳香
（社会福祉学科 助教）

コミュニケーション論

火曜日 3限

関 久美子
（人間総合学科 准教授）

心理学

火曜日 3限

碓井 真史
（臨床心理学研究科 教授）

社会心理学

火曜日 5限

碓井 真史
（臨床心理学研究科 教授）

統計学

火曜日 5限

中平 浩人
（看護学科 教授）

日本国憲法

火曜日 5限

里見 佳香
（社会福祉学科 助教）

心理学概説

水曜日 2限

本間 優子
（臨床心理学科 助教）

木曜日 3限
水曜日 3限

髙橋 司
（人間総合学科 助教）

水曜日 5限

平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

簿記Ⅰ
※同様の内容で2クラス開講

水曜日 4限

言葉指導法Ⅱ

木曜日 1限

看護・福祉史

木曜日 2限

10,000円

（授業回数：15回）

髙橋 司
（人間総合学科 助教）
峰本 義明
（幼児教育学科 准教授）
渡邉 タミ子
（看護学科 教授）
平川 毅彦
（社会福祉学科 教授）

疫学

木曜日 2限

中平 浩人
（看護学科 教授）

食生活と健康

木曜日 3限

海津 夕希子
（人間総合学科 准教授）

音楽

木曜日 4限

生物
（生命の謎）

木曜日 4限

栄長 敬子
（幼児教育学科 准教授）
野口 雅史
（幼児教育学科 准教授）
木村 一雅
（人間総合学科 教授）

※時間について
1限 8：50〜10：20
2限 10：30〜12：00
3限 12：50〜14：20
4限 14：30〜16：00
※授業の曜日・時限は変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

国立青少年教育振興機構「法人ボランティア 表
彰伝達式」で学生が表彰されました

新潟青陵大学･新潟青陵大学短期大学部 地域貢献センター

5限 16：10〜17：40

各90分

新潟市中央区水道町1-5939

TEL：025-266-8833

http://www.n-seiryo.ac.jp

E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp

平成29年2月20日（月）、国立妙高青少年自然の家所
長、職員の方にお越しいただき、国立青少年教育振興機
構
「法人ボランティア表彰伝達式」
を開催しました。
●法人ボランティアとは
国立青少年教育振興機構が実施する「ボランティア養成事業」

●団体受賞
代表 宮内 春花
「このような素晴らしい賞を受賞する
ことができたこと、メンバー一同大変
嬉しい気持ちでいっぱいです。新潟県内初の子ども食堂、学
生が主体となっての活動です。学生同士でたくさん話し合
い、責任感と夢の実現のため一生懸命活動してきました。今
では多くの地域の子どもからお年寄りの方が参加してくだ
さり、楽しく安定した活動を行うことができています。今ま
で支えてくれた先生方や地域の皆さん、そして何よりたく
さんのことを共に乗り越えてきた仲間に感謝の気持ちで
いっぱいです。本当にありがとうございました。」

高橋 淳子
（幼児教育学科 教授）

金融入門

水曜日 5限

●団体受賞

新潟青陵大学 そらいろ子ども食堂

木曜日 4限

障害の理解Ⅱ

特別受講生制度の

受講料

水曜日 3限

障がい児保育Ⅱ
※同様の内容で3クラス開講

受賞した感想

代表 志田 悠夏
「自分たちの頑張ってきたことがこう
して結果に表れ、とても嬉しいです。私
たちは今回2度目の参加で、前回は受賞を逃しました。だか
らこそ、後悔のないよう思いきり良いものを提案しようと
いう気持ちが強かったように感じます。自分たちが良いと
思って作ったものを認めていただき、皆の努力が実を結び、
嬉しさでいっぱいです。この活動を通して、諦めないことの
重要性、仲間を信頼する大切さ、自分一人ではできないこと
に気がつくことができました。一緒に頑張ってくれたチー
ムの皆に、心から感謝の気持ちでいっぱいです。」

陵大学短期大学部
（人間総合学科・幼児教育学科）
では、
地

科目名

学生表彰

短

新潟青陵大学 青陵BIG5

新潟青陵大学
（看護学部・福祉心理学部）
および新潟青

特別受講生制度

大

●個人受賞
水本 遥
「自分がひたむきに頑張ってきたこと
に対してこのような賞をいただき、と
ても嬉しいです。楽しいことばかりでは
なく、苦しんだり悩んだりすることも沢山ありましたが、
チームメイトや監督、看護学科の先生方など多くの人たち
の助けがあったからこそ、続けることができました。私を支
えてくれた人たちと、4年間好きなことを続けさせてくれた
両親に感謝したいです。卒業後は看護師として、何事も諦め
ず進み続け、充実した社会人生活にしたいです。」
●個人受賞
横尾 美咲
「学生ボランティアコーディネーター
として続けてきた活動をこのような形
で評価して頂き、大変嬉しいです。私1人
で頂けた賞ではないので、支えてくださった先生方や仲間
に感謝しています。活動を始める前は、迷うくらいならやめ
ておこうと判断したり、人前で話すことも苦手でした。で
も、活動に参加していくうちに「やってよかった！」と思う
ことが増え「迷ったらやろう！」という心持に変わり、人前
で話すことも出来るようになってきました。これからも挑
戦する心を忘れずに様々なことにチャレンジしていきたい
と思います。」

に参加し知識や技術を学んだ上で登録をすると、
全国28施設の
国立青少年施設でボランティア活動をすることができる制度

昨年に引き続き国立妙高青少年自然の家より推薦い
ただき、本学学生ボランティアコーディネーター3人が
表彰をいただくこととなりました。
＜表彰受賞者＞

高橋 摩吏
（福祉心理学科4年）
狩谷 順子
（福祉心理学科4年）
横尾 美咲
（看護学科4年）
3人は献身的に国立施設主催の事業に参加し、様々な
経験や学びを得てきました。
学業とボランティアを両立
させ、
法人ボランティアとしてその活動が他の学生の模
範として高く評価され表彰の運びとなりました。
表彰式前は緊張の面持ちでしたが、
今まで参加してき
たボランティアの思い出話などをする中で自然と笑顔
がこぼれ、
和やかな雰囲気の表彰式となりました。

受賞した感想
4年間の集大成としてこのような素晴らしい賞を頂けたことを本
当に嬉しく思い、
感謝の気持ちでいっぱいです。
つながりを大切にし
た活動を行ってきたからこそ仲間もたくさんでき、就職にも繋がり
ました。子どもたちの表情がキラキラと輝く体験活動の素晴らしさ
を、
たくさんの人に伝えていきたいです。
（狩谷さん）
法人ボランティアとして４年間活動できたのは、支えてくださっ
た皆さんのおかげだと感じています。行くたびに子どもの顔はもち
ろん、
職員の方たちにまた会いたいと思えたのも、
いつも笑顔で迎え
てくださる職員の方たちとの信頼関係があったからだと思います。
大学院進学後も引き続き頑張っていきたいと思います。
（高橋さん）
このような貴重な賞を頂きありがとうございました。始める前と
後では生活のスタイルや考え方が変わりました。子どもたちの成長
を見ることが楽しく、職員の方々が私たち大学生も育ててくださっ
ていることが伝わり、
そこに共感して機構の就職に繋がりました。
就
職後も学んだことを活かしていきたいと思います。
（横尾さん）
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大

P1

P6

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

新潟青陵大学／新潟青陵大学短期大学部

大

短

大

平成 28 年度 新潟青陵大学・新潟青陵大学短
期大学部 学生表彰式を実施しました

平成29年2月21日
（火）
、
新潟青陵大学・新潟青陵大学短期
大学部 学生表彰式を行いました。
今回が第3回となるこの表彰式では、
2団体、
5人の学生が
受賞し、
諫山正大学学長からそれぞれ表彰状と記念品が手
渡されました。
表彰を受けた学生は、
「自分ががんばってきたことを認

もございますので、
受講をご希望の方は下記までお問い

短

地域の皆さまを対象に、経済、語学、調理、
企画講座など、幅広い内容で開講

合わせください。

新潟青陵大学・短期大学部地域貢献センターでは、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。
平成29年度前期講座では、
経済、
語学や調理のほ
か、
BSNとの共催での企画公開講座を開講します。
開講される講座は以下のとおりです。
日程が近い講座

めていただいて嬉しい」
「社会に出てからもこの経験を活
平成29年度 前期公開講座
講 座 タ イ ト ル

●平成28年度 学生表彰 受賞者
●団体受賞

新潟青陵大学 青陵BIG5
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<受賞理由>
平成28年度新潟市、
大学連携新潟協議会主催
「第3回キャンパスからの提言
フォーラム」
最優秀賞受賞

新潟青陵大学 そらいろ子ども食堂

<受賞理由>
平成28年度
（10月）
新潟市中央区で新潟県内で初となる学生運営の子ども
食堂の開設に尽力および関係2団体
（日本財団、
県赤い羽根共同募金）
助成金
採択
●個人受賞
（女子バスケットボール部）
（看護学科4年）
水本 遥
<受賞理由>
平成28年度
（第71回）
国民体育大会バスケットボール協議会新潟県成年女子
代表選手として出場
（福祉心理学科4年）
小山 美奈

<受賞理由>
平成28年度
（第71回）
国民体育大会バスケットボール協議会新潟県成年女子
代表選手として出場
●個人受賞
（学生ボランティアコーディネーター）
（福祉心理学科4年）
高橋 摩吏
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
日本財団学生ボランティアセンター
「Gakuvo Style Fund」
助成金採択
新潟県内学生ボランティアネットワーク
「N-connection」
（11大学）
リーダー 等
（福祉心理学科4年）
狩谷 順子
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
法人ボランティアとして4年間、
計151日、
国立施設主催事業への参加および
全国展開での活動 等
（看護学科4年）
横尾 美咲
<受賞理由>
「国立青少年教育振興機構 法人ボランティア」
理事長表彰受賞
法人ボランティアとして国立施設主催事業への参加 等

第1回：
中英経済関係の最新動向と英国のEU離脱

5月27日(土)
9:00〜10:30

第2回：
7億人という中国IT市場の現状と可能性

5月27日(土)
10:40〜12:10

中国経済・外交
から世界経済の 第3回：
潮流を読み取る エネルギーから見る中露経済関係

●団体受賞

楽学中国語

開 催 日 時

6月10日(土)
9:00〜10:30

第4回：
中国の対外直接投資（FDI）に関する推進策および動向

6月10日(土)
10:40〜12:10

第1回：会話Ⅰ

6月24日(土)
9:00〜10:30

第2回：会話Ⅱ

6月24日(土)
10:40〜12:10

第3回：読解Ⅰ

7月15日(土)
9:00〜10:30

第4回：読解Ⅱ

7月15日(土)
10:40〜12:10

夏休み特別企画
『手作りアイスクリームに挑戦しよう！』

7月30日(日)
13:00〜16:00

地域貢献センターでは、
多様な人々があたりまえの生

受 講 料

各回
1,000円

講

師

孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）

孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）
各回
1,000円

500円

海津 夕希子（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授）

※別途、
材料費200〜300円かかる可能性があります

めに」
。
春季は
『障害を持つ人の理解と支援』、
秋季は
『
「性

活を地域社会で営むための条件である
「インクルージョ

的多様性」
の理解と支援』
についての講座を開講します。

ン
（ふわりとつつむ）
」
をキーワードとして、
毎年度具体的

本学に所属する多様な分野の教員による講義・演習を

テーマのもとに市民の方々を対象とした企画講座を開講

通じ、
隣人として彼ら／彼女らとともに地域社会で暮ら

します。
平成29年度テーマは
「誰もが共に地域で生きるた

していくために必要とされることを一緒に考えましょう。

平 成 2 9 年 度 B S N 共 催 地 域 貢 献センター企 画 公 開 講 座 「ふわりとつつむ新 潟 青 陵インクルージョン講 座 」
講 座 タ イ ト ル

春季

秋季

開 催 日 時

第1回：
文学の中の障害、
障害者

6月17日
（土）
13:00〜16:00

第2回：
コミュニケーションが
「合理的配慮」
を可能にする！

7月 1日
（土）
13:00〜16:00

第3回：
男と女の心理学
〜男性も女性もLGBTも、
みんなで幸せになるために〜

10月14日
（土）
13:00〜16:00

第4回：
ジェンダーってなあに？
〜みんなが生きやすい社会を創るヒント〜

11月18日
（土）
13:00〜16:00

公開講座のお問い合わせは

4大学メディアキャンパス 公開講座担当

受 講 料

講

師

原田 留美（新潟青陵大学 社会福祉学科 教授）

各回
1,000円

海老田 大五朗（新潟青陵大学 臨床心理学科 准教授）

碓井 真史（新潟青陵大学大学院 臨床心理学研究科 教授）

里見 佳香（新潟青陵大学 社会福祉学科 助教）

新潟市中中央区万代3-1-1

TEL：025-278-3875

http://www.n-seiryo.ac.jp/

E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp
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かしていきたい」
など、
喜びを語っていました。

H4

H1

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

オープンキャンパス

●平成２８年度卒業式

●短期大学部

平成２９年３月１7日
（金）

平成２９年３月２５日
（土） １０：００〜１４：００

短期大学部：開式１１：００

＜内容＞

大学・大学院：開式１４：００

学科コース紹介、
職業紹介、
入試概要＆学費説明、
学食体験 等

2017/3 March

会場：新潟市芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

１６

●大学
●平成２９年度入学式

平成２８年３月２６日
（日） １３：００〜１６：３０

平成２９年４月４日
（火）

＜内容＞

短期大学部：開式１０：３０

学部・学科紹介、
卒業生による職業紹介、
青陵カフェ 等

大学・大学院：開式１４：００

大学・短大棟 新校舎が完成します

会場：新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部体育館

地域の皆さまへお知らせ

平成29年4月、
かねてより建築工事を行っていた新校舎

●図書館 開館時間：平 日 ８：３０〜２１：００

が完成します。
大学・短期大学部の新しい顔となる新校舎は、
省エネル

土曜日 ９：３０〜１７：００
※開館時間の短縮、
休館日など、
詳しくは図書館ホームペー

ギーに配慮した日よけのルーバーが印象的な外観となっ

ジをご覧ください。

ており、
図書館、
アクティブ・ラーニングに対応した講義室

※新年度より新校舎へ移転します。
新図書館開館は4月24日

のほか、
音楽ホールなどを完備しています。
新校舎の詳細は次号にて詳しくお伝えします。
どうぞご

の予定です。
（移転作業のため4月23日まで休館となります。
）

期待ください！

http://www.n-seiryo.ac.jp/library/
●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
受理面接 １３：００〜
（水曜日・木曜日を除く）
相談面接 １０：００〜１８：００
（担当者により異なります）
臨床心理センター直通電話番号 ０２５−２６６−９５３３

平成 28 年度

編 集 後 記

CLOSE-UP

平成28年度

TOPICS

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

学生表彰式を実施しました

した。
キャンパスでは引き続き入学生を迎える準備が進んでいます。
今年はよう
CLOSE-UP

やく完成した新校舎を新学期から稼働させるための引っ越し作業や新しい備

国立青少年教育振興機構「法人ボランティア表彰伝達式」
で学生が表彰されました

品の搬入なども加わり休む間もない状況ですが、
新しい校舎で学ぶ学生の姿
を想像しながらの作業は楽しいものでもあります。
新校舎は、
幼稚園旧園舎が
あった場所に建築いたしましたが、
春に満開の花で目を楽しませてくれた桜の
木はそのまま残し、
根元にはデッキスペースを設けて語らいの場といたしまし
た。
新校舎に移転する図書館は４月下旬にオープンいたしますし、
７月には新
校舎のグランドオープンと短期大学部の５０周年を記念して卒業生や地域の
みなさまに楽しんでいただけるイベントを企画しております。
ぜひ本学に足をお
運びいただければ幸いです。
大学

短

短期大学部

学生表彰式
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卒業式も無事に終わり、
今年度も多くの学生を社会に送り出すことができま

大

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

院

（事務局長 栗林 克礼）
大学院

〒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］
学生募集・入学試験課
Tel ： 025-368-7411 Fax ： 025-266-9642
E-mail ： pr4@n-seiryo.ac.jp

業界・企業研究フェアを開催しました
学生まちなか活動拠点「JOYiNT-BASE」誕生！
「くまモン」が来学しました！
REPORT
EDUCATION

地域の皆さまを対象に、特別受講生制度を実施

TOPICS

EDUCATION

フィリピン研修旅行を実施しました
人間総合学科人間総合コース第12回ファッションショー
（教科発表）
を開催しました

地域の皆さまを対象に、経済、語学、調理、企画講座など、幅広い内容で講座開講
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

