
「ふわりとつつむ新潟青陵インクルージョン講座」のご案内

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部　新校舎（新 1号館）

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。

編 集 後 記

　新潟青陵大学・短期大学部は、今年度も多くの新入生を迎え、新たな年度の

スタートを切りました。学生たちは、完成した新しい校舎で学びを始めています。

「学生が主体的に学ぶ環境を整備し、快適で安全・安心な施設」をコンセプトに

作られた校舎は、同時に「大学の『顔』」、「地域に開かれた校舎」としても企画さ

れました。校舎の中心には図書館を配置し、小さなお子様と保護者の方からも

利用していただけるよう、絵本の読み聞かせの空間も設けたほか、音響に配慮

した144席の音楽ホール「青陵ホール」も整備しました。7月9日～16日に開催さ

れる「新校舎竣工記念・地域貢献ウイーク」では、新しい校舎をみなさまから見

ていただくとともに、本学の学びとつながる様々なイベントが企画されておりま

す。どうぞこの機会に新潟青陵大学・短期大学部に足をお運びくださるよう、お

願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　  （事務局長 栗林 克礼）
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＜開催日時＞
平成29年7月22日（土）、7月23日（日）、8月5日（土）
いずれも13：00～16：30　要予約
＜プログラム＞
学内見学ツアー、学部・学科・
コース紹介、入試説明、体験
コーナー、個別相談、青陵カ
フェ（フリートークコーナー）  など

＜開催日時＞
平成29年6月18日（日）、7月9日（日）、7月29日（土）
いずれも10：30～14：30　要予約
＜プログラム＞
学科・コース説明、入試説明、お楽
しみイベント、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、ピアノ・
歌の入試対策（幼児教育学科）など

＜開催日時＞
平成29年7月1日（土）
14：00～17：00　予約不要
＜プログラム＞
教育内容紹介、座談会、入試実施
概要説明、個別相談、施設見学ツ
アー、院生・修了生とのフリートー
ク、研究活動紹介  など

大学オープンキャンパス

短大オープンキャンパス

大学院臨床心理学研究科説明会

大学院看護学研究科説明会

＜開催日時＞
平成29年7月1日（土）
13：30～15：30　予約不要
＜プログラム＞
教育課程紹介、入試実施概要
説明、修了生講演、個別相談、
施設見学、大学院生とのフリー
トーク、テキスト紹介　など

　地域貢献センターでは、多様な人々があたりまえの生活を
地域社会で営むための条件である「インクルージョン（ふわり
とつつむ）」をキーワードとして、毎年度具体的テーマのもとに
市民の方々を対象とした企画講座を開講します。平成29年度
テーマは「誰もが共に地域で生きるために」。春季は『障害を持
つ人の理解と支援』、秋季は『「性的多様性」の理解と支援』につ
いての講座を開講します。
　本学に所属する多様な分野の教員による講義・演習を通じ、
隣人として彼ら／彼女らとともに地域社会で暮らしていくた
めに必要とされることを一緒
に考えましょう。
　現在、本学ホームページよ
り秋季講座の参加申し込みを
受け付けています。たくさん
の方々のご参加をお待ちして
おります。

・新校舎が完成しました
・新校舎竣工記念式典を挙行しました
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・国立磐梯青少年交流の家と包括連携協定を締結しました
・看護学部看護学科 第17回戴帽式を挙行しました
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・平成28年度卒業式を挙行しました
・平成29年度入学式を挙行しました

・看護学科卒業生交流会を行いました
・平成29年度新任教員と平成28年度退職教員のご紹介
・平成29年度 新入生数のご報告

・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部からのお知らせ

・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
  平成28年度卒業生就職状況のご報告
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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

　研究・教育と並んで地域貢献が大学の重要な社会的使
命であるという時代において、私たちの地域に対する
メッセージの一つとして、知的集積の拠点である大学図
書館を新しい建物の中心に位置づけました。看護・福祉関
係の収書を中心とした学術図書館ですが、同時に市民に
開放される図書館として、絵本を始めとする児童図書な
ど、お母さん方が本を手に取って見ることのできるよう
配慮しております。加えて新校舎の周辺は環境にふさわ
しい植栽計画が進められています。四季折々の素晴らし
い自然のたたずまいのなかにコンサートに利用できる小
ホールも配置され、市民の皆さんも利用可能な空間が出
来上がりました。

　本学園のキャンパスは、新潟市の中心街にも近く、新潟

大学医・歯学部キャンパスを始めとする学園地帯の一劃、

海岸公園の野球場に隣接します。新大学・短大棟建築は旧

校舎耐震改築の一環ですが、同時に学生がその輝かしい青

春を過ごし、スクールライフを満喫するに悔いのないよう

改良増築に努めると共に、市民の皆様の学芸・文化施設の

一環として図書館、小ホールに注力しました。爽やかな浜

風と太陽光とをふんだんに取り入れるべく採用したルー

バーが海岸公園に隣接する学芸・文化のシンボルとして市

民の皆様にも愛されることを祈念して止みません。

　平成29年4月22日（土）、耐震性の向上と教育環境の充実
のために昨年2月より建設を進めてきた新潟青陵大学・短
期大学部の新校舎（新１号館）が完成したことに加え、短
期大学部が創立50周年を迎えたことから、「新潟青陵大
学・短大棟新校舎竣工及び短期大学部創立50周年記念式
典」をホテルオークラ新潟にて挙行しました。
　当日は、新校舎に於いて法人関係者や工事関係者が参
加して神事が執り行われ、完成を祝った後、校舎内を見学
しました。その後、ホテルオークラ新潟に会場を移し、高
井盛雄新潟県副知事と篠田昭新潟市長を来賓に迎え、関
係者約100名が出席して記念式典を行いました。
　式典では、関昭一新潟青陵学園理事長の挨拶に続き、新
校舎建築と短期大学部50年のあゆみをまとめたスライド
の上映、来賓祝辞、新校舎建設功労者への感謝状贈呈が行
われました。その後、新校舎完成を祝し、短期大学部同窓

新校舎が完成しました
110余年にわたる新潟青陵学園の歩みを礎に、キャンパス整備を進めています。
新校舎は「学生が主体的に学ぶ環境を整備し、快適で安全・安心な施設とする」ことをコンセプトにデザインされています。
ラーニングコモンズやアクティブ・ラーニングに対応した教室等を配置し、図書館を移設して学びの中心に据えるとともに、音響に配
慮した144席の音楽ホール（青陵ホール）も整備しました。
キャンパスが新潟市の風致地区にあることから、周辺環境に配慮し、地域に開かれた空間をめざしています。

新校舎竣工記念式典を挙行しました

大 短

会「薔薇会（そうびかい）」の柴野俊子会長より関理事長
に、記念品（グランドピアノ）が寄贈され、目録が手渡され
ました。
　式典終了後は祝賀会を開催し、武藤祥圃氏によるお目
出度い筝曲演奏などが行われ、和やかな雰囲気の中でお
開きとなりました。
　今後は旧校舎の取り壊し、外構（緑地）の整備、幼稚園の
保育棟建築による子ども園化を進めていく予定です。
　工事中は引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理
解とご協力をお願い申し上げます。

●建設概要 ： 地上4階建、鉄骨造
●建築面積 ：2870.92㎡
●延床面積 ：8995.39㎡
●設計施工 ： 鹿島建設株式会社

新潟青陵大学／新潟青陵大学短期大学部

新校舎竣工記念・地域貢献ウィーク

平成29年7月9日（日）～7月16日（日）まで、『新校舎竣工記
念・地域貢献ウィーク』を開催。期間中は様々なイベントを
企画しています。皆さまのご来学をお待ちしています。

【主なイベント】
・アール・ブリュット展覧会
・K-BOXライブ＆トークショー
・岡田奏ピアノリサイタル
・短期大学部ホームカミングウィーク　など

詳細は本学ホームページをご覧ください。
→http://www.n-seiryo.ac.jp/information/new_building
　                                                                          /eventweek/



看護学部看護学科
第 17回戴帽式を挙行しました

　平成29年5月13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17回戴帽式が挙行され

ました。戴帽式は、本格的な実習に向かう前の時期に看護への

決意を新たにすることを目的にしています。91人の2年生は

ナースキャップを戴き、「誓いの言葉」を宣誓しました。

 　本学の戴帽式は、学生主体の実行委員会により企画・実施し

ています。１年生の10月に実行委員会を立ち上げ、委員長をは

じめ16人の委員が中心となり、看護学科全員で協議しながら準

備を進めてきました。学生自身はもちろん、参列いただく方々の

心に残るような戴帽式にしたいという想いで検討を重ねてき

ました。現在の臨床では使用していないナースキャップを戴帽

するかしないかの検討から入場の仕方、移動の方法、灯火、誓い

の言葉、コサージュ、キャンドルサービスの動き、BGM、保護者に

見せる大学でのスナップ写真など、自分たちらしい、心に残る

素敵な式にしようと一つ一つ検討しました。4月に入ってから

は、委員がリーダーシップを発揮しながら斉唱する誓いの言葉

を何度も練習し、会場での動き方などの練習を進め、当日を迎

えました。

　式当日は、緊張しながらも、積み重ねてきた準備・練習の成果

が出ており、厳かな中でも学生たちらしい式になっていました。

終了後の学生アンケートでは、「全員で協力して準備し、みんな

で誓いの言葉を言ったことがとても感動的だった」というよう

な感想が多くみられました。

　

　平成29年5月15日（月）、独立行政法人国立青少年教育振興

機構国立磐梯青少年交流の家と新潟青陵大学・新潟青陵大学

短期大学部は、社会教育施設の特性を活かし、学生ボランティ

アの人材育成や継続的な東日本大震災復興支援を共に推進

すべく、包括連携協定を締結しました。この包括連携協定締結

を機に、連携がさらに広がるとともに、多くの学生がボラン

ティアを通じて交流の家の事業に積極的に参加し、多様な体

験活動を経験することで、以下に挙げるたしかな指導力、実践

力を身につけることが期待されます。

　（１）共同事業の実施及び研究開発ができること。

　（２）相互が実施する事業への協力及び支援ができること。

　（３）人材育成（学生及び教職員）ができること。

　（４）ゼミや学科での宿泊を伴う研修や、

　　   レクリエーション活動を行う場の確保ができること。

　（５）継続的な東日本大震災復興支援に関わることが

           できること。

　また協定締結後の平成29年度は下記の

取り組みを実施する予定です。

  ●「福島こども未来塾」への学生ボランティア派遣

  ●体験の風をおこそうin磐梯 （春編・秋編・冬編）ブース出展

  ●学生ボランティアの人材育成

  ●その他、各種教育事業への参画　等

　協定調印式では、交流の家の進藤哲也所長が「大学教育と

連携し、さらに素晴らしい人材育成ができる」と期待し、本学

諫山正大学学長は「学生が福島の子どもたちと交流する機会

をさらに増やしていきたい」と述べました。
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国立磐梯青少年交流の家と包括連携協定を
締結しました

大大 短

平成 29年度入学式を挙行しました平成28年度卒業式を挙行しました

　平成29年3月17日（金）、 新潟市民芸術文化会館コン

サートホールを会場として平成28年度卒業式が挙行さ

れ、新潟青陵大学211人、新潟青陵大学大学院15人、新潟

青陵大学短期大学部347人に卒業証書・学位記が授与さ

れました。

　式では、ご来賓や保護者の方々、教職員が見守る中、晴

れ着に身を包んだ卒業生たちが一人ひとり名前を呼ば

れ返事をし立ち上がります。全員が立ち上がると、式場

は晴れやかな表情でいっぱいになりました。さらに学長

から卒業生・修了生へはなむけの言葉が贈られ、これを

受けて、卒業生および修了生の代表が答辞を述べまし

た。

　このたび卒業を迎えられた皆様に心よりお祝いを申

し上げるとともに、今後のさらなる活躍を願っておりま

す。

大 短 院

　平成29年4月4日（火）、 本学体育館を会場として平成

29年度入学式が挙行され、新潟青陵大学247人（看護学

部96人、福祉心理学部140人、福祉心理学部編入学11

人）、新潟青陵大学大学院16人（看護学研究科7人、臨床

心理学研究科9人）、新潟青陵大学短期大学部360人（人

間総合学科226人、幼児教育学科134人）の新入生を迎え

ました。

　晴天に恵まれ、春の気持ちの良い日差しのもと、多く

の保護者の方々にご来場いただきました。

　式では、学長より入学生へ激励とお祝いの言葉が贈ら

れ、これを受けて、入学生の代表が入学生宣誓を行いま

した。

　本学の学生として無限の可能性に挑戦し、活躍される

ことを期待しています。
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方々をお迎えして、看護学科2年生の第17回戴帽式が挙行され

ました。戴帽式は、本格的な実習に向かう前の時期に看護への

決意を新たにすることを目的にしています。91人の2年生は

ナースキャップを戴き、「誓いの言葉」を宣誓しました。

 　本学の戴帽式は、学生主体の実行委員会により企画・実施し

ています。１年生の10月に実行委員会を立ち上げ、委員長をは

じめ16人の委員が中心となり、看護学科全員で協議しながら準

備を進めてきました。学生自身はもちろん、参列いただく方々の

心に残るような戴帽式にしたいという想いで検討を重ねてき

ました。現在の臨床では使用していないナースキャップを戴帽

するかしないかの検討から入場の仕方、移動の方法、灯火、誓い

の言葉、コサージュ、キャンドルサービスの動き、BGM、保護者に

見せる大学でのスナップ写真など、自分たちらしい、心に残る

素敵な式にしようと一つ一つ検討しました。4月に入ってから

は、委員がリーダーシップを発揮しながら斉唱する誓いの言葉

を何度も練習し、会場での動き方などの練習を進め、当日を迎

えました。

　式当日は、緊張しながらも、積み重ねてきた準備・練習の成果

が出ており、厳かな中でも学生たちらしい式になっていました。

終了後の学生アンケートでは、「全員で協力して準備し、みんな

で誓いの言葉を言ったことがとても感動的だった」というよう

な感想が多くみられました。

　

　平成29年5月15日（月）、独立行政法人国立青少年教育振興

機構国立磐梯青少年交流の家と新潟青陵大学・新潟青陵大学

短期大学部は、社会教育施設の特性を活かし、学生ボランティ

アの人材育成や継続的な東日本大震災復興支援を共に推進

すべく、包括連携協定を締結しました。この包括連携協定締結

を機に、連携がさらに広がるとともに、多くの学生がボラン

ティアを通じて交流の家の事業に積極的に参加し、多様な体

験活動を経験することで、以下に挙げるたしかな指導力、実践

力を身につけることが期待されます。

　（１）共同事業の実施及び研究開発ができること。

　（２）相互が実施する事業への協力及び支援ができること。

　（３）人材育成（学生及び教職員）ができること。

　（４）ゼミや学科での宿泊を伴う研修や、

　　   レクリエーション活動を行う場の確保ができること。

　（５）継続的な東日本大震災復興支援に関わることが

           できること。

　また協定締結後の平成29年度は下記の

取り組みを実施する予定です。

  ●「福島こども未来塾」への学生ボランティア派遣

  ●体験の風をおこそうin磐梯 （春編・秋編・冬編）ブース出展

  ●学生ボランティアの人材育成

  ●その他、各種教育事業への参画　等

　協定調印式では、交流の家の進藤哲也所長が「大学教育と

連携し、さらに素晴らしい人材育成ができる」と期待し、本学

諫山正大学学長は「学生が福島の子どもたちと交流する機会

をさらに増やしていきたい」と述べました。
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国立磐梯青少年交流の家と包括連携協定を
締結しました

大大 短

平成 29年度入学式を挙行しました平成28年度卒業式を挙行しました

　平成29年3月17日（金）、 新潟市民芸術文化会館コン

サートホールを会場として平成28年度卒業式が挙行さ

れ、新潟青陵大学211人、新潟青陵大学大学院15人、新潟

青陵大学短期大学部347人に卒業証書・学位記が授与さ

れました。

　式では、ご来賓や保護者の方々、教職員が見守る中、晴

れ着に身を包んだ卒業生たちが一人ひとり名前を呼ば

れ返事をし立ち上がります。全員が立ち上がると、式場

は晴れやかな表情でいっぱいになりました。さらに学長

から卒業生・修了生へはなむけの言葉が贈られ、これを

受けて、卒業生および修了生の代表が答辞を述べまし

た。

　このたび卒業を迎えられた皆様に心よりお祝いを申

し上げるとともに、今後のさらなる活躍を願っておりま

す。

大 短 院

　平成29年4月4日（火）、 本学体育館を会場として平成

29年度入学式が挙行され、新潟青陵大学247人（看護学

部96人、福祉心理学部140人、福祉心理学部編入学11

人）、新潟青陵大学大学院16人（看護学研究科7人、臨床

心理学研究科9人）、新潟青陵大学短期大学部360人（人

間総合学科226人、幼児教育学科134人）の新入生を迎え

ました。

　晴天に恵まれ、春の気持ちの良い日差しのもと、多く

の保護者の方々にご来場いただきました。

　式では、学長より入学生へ激励とお祝いの言葉が贈ら

れ、これを受けて、入学生の代表が入学生宣誓を行いま

した。

　本学の学生として無限の可能性に挑戦し、活躍される

ことを期待しています。
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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

　研究・教育と並んで地域貢献が大学の重要な社会的使
命であるという時代において、私たちの地域に対する
メッセージの一つとして、知的集積の拠点である大学図
書館を新しい建物の中心に位置づけました。看護・福祉関
係の収書を中心とした学術図書館ですが、同時に市民に
開放される図書館として、絵本を始めとする児童図書な
ど、お母さん方が本を手に取って見ることのできるよう
配慮しております。加えて新校舎の周辺は環境にふさわ
しい植栽計画が進められています。四季折々の素晴らし
い自然のたたずまいのなかにコンサートに利用できる小
ホールも配置され、市民の皆さんも利用可能な空間が出
来上がりました。

　本学園のキャンパスは、新潟市の中心街にも近く、新潟

大学医・歯学部キャンパスを始めとする学園地帯の一劃、

海岸公園の野球場に隣接します。

新大学・短大棟建築は旧校舎耐震

改築の一環ですが、同時に学生が

その輝かしい青春を過ごし、ス

クールライフを満喫するに悔いの

ないよう改良増築に努めると共に、市民の皆様の学芸・文

化施設の一環として図書館、小ホールに注力しました。爽

やかな浜風と太陽光とをふんだんに取り入れるべく採用

　平成29年4月22日（土）、耐震性の向上と教育環境の充実
のために昨年2月より建設を進めてきた新潟青陵大学・短
期大学部の新校舎（新１号館）が完成したことに加え、短
期大学部が創立50周年を迎えたことから、「新潟青陵大
学・短大棟新校舎竣工及び短期大学部創立50周年記念式
典」をホテルオークラ新潟にて挙行しました。
　当日は、新校舎に於いて法人関係者や工事関係者が参
加して神事が執り行われ、完成を祝った後、校舎内を見学
しました。その後、ホテルオークラ新潟に会場を移し、高
井盛雄新潟県副知事と篠田昭新潟市長を来賓に迎え、関
係者約100名が出席して記念式典を行いました。
　式典では、関昭一新潟青陵学園理事長の挨拶に続き、新
校舎建築と短期大学部50年のあゆみをまとめたスライド
の上映、来賓祝辞、新校舎建設功労者への感謝状贈呈が行
われました。その後、新校舎完成を祝し、短期大学部同窓

新校舎が完成しました
110余年にわたる新潟青陵学園の歩みを礎に、キャンパス整備を進めています。
新校舎は「学生が主体的に学ぶ環境を整備し、快適で安全・安心な施設とする」ことをコンセプトにデザインされています。
ラーニングコモンズやアクティブ・ラーニングに対応した教室等を配置し、図書館を移設して学びの中心に据えるとともに、音響に配
慮した144席の音楽ホール（青陵ホール）も整備しました。
キャンパスが新潟市の風致地区にあることから、周辺環境に配慮し、地域に開かれた空間をめざしています。

新校舎竣工記念式典を挙行しました

大 短

会「薔薇会（そうびかい）」の柴野俊子会長より関理事長
に、記念品（グランドピアノ）が寄贈され、目録が手渡され
ました。
　式典終了後は祝賀会を開催し、武藤祥圃氏によるお目
出度い筝曲演奏などが行われ、和やかな雰囲気の中でお
開きとなりました。
　今後は旧校舎の取り壊し、外構（緑地）の整備、幼稚園の
保育棟建築による子ども園化を進めていく予定です。
　工事中は引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理
解とご協力をお願い申し上げます。

●建設概要 ： 地上4階建、鉄骨造
●建築面積 ：2870.92㎡
●延床面積 ：8995.39㎡
●設計施工 ： 鹿島建設株式会社

新潟青陵大学／新潟青陵大学短期大学部

新校舎竣工記念・地域貢献ウィーク

平成29年7月9日（日）～7月16日（日）まで、『新校舎竣工記
念・地域貢献ウィーク』を開催。期間中は様々なイベントを
企画しています。皆さまのご来学をお待ちしています。

【主なイベント】
・アール・ブリュット展覧会
・K-BOXライブ＆トークショー
・岡田奏ピアノリサイタル
・短期大学部ホームカミングウィーク　など

詳細は本学ホームページをご覧ください。
→http://www.n-seiryo.ac.jp/information/new_building
　                                                                          /eventweek/
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大 短 院

平成29年度新任教員と
平成28年度退職教員のご紹介

大 短 院

平成29年度 新入生数

【平成29年度 新任教員】

上原 喜美子（准教授）
成人看護学領域で授業、実習を担当します。私の専
門領域は糖尿病看護です。2010年に慢性疾患看護
専門看護師の認定を受け、病院、地域、行政とプロ
ジェクトチームを組んで勤めてきました。「慢性疾
患とともに生活する人の援助」について学生とと
もに経験し、学びを深めたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

板垣 絵美（助手）
私は青陵大学を卒業し、看護師として12年間臨床
で成人看護を実践してきました。時代の背景が変
化するとともに、個人の価値観や生活背景も同じ
ように変化していきます。対象者の視点で看護を
捉えることができるよう、学生とともに自身も学
び成長していきたいと思っております。よろしく
お願いいたします。

〈大学 福祉心理学部〉

【新潟青陵大学】  

看護学部　男子7人、女子89人　計96人

福祉心理学部　男子30人、女子110人　計140人

【新潟青陵大学大学院】

看護学研究科　男子0人、女子7人　計7人

臨床心理学研究科　男子0人、女子9人　計9人

【新潟青陵大学短期大学部】

人間総合学科　男子10人、女子216人　計226人

幼児教育学科　男子6人、女子128人　計134人

佐藤 菜美（助教）

身体表現、スポーツ等の科目を担当します。
昨年度までは、中高一貫校で体育教員とし
て教職に携わってきました。専門であるダ
ンスの魅力を学生に伝えることはもちろ
ん、社会的な発信力を持ちながら、地域に必
要とされる仕事をめざします。

〈大学 看護学部〉

【平成28年度で退職された教員】

　大学 看護学部／浅見 直（教授）、小林 美代子（准教授）

　大学 福祉心理学部／渡辺 優子（准教授）

（平成29年5月1日現在）

看護学科卒業生交流会を行いました

　平成29年3月4日（土）、第1期（平成15年卒）から第13期（平

成27年卒）卒業生を対象に、看護学科の卒業生交流会を行

いました。参加者は卒業生、お子さん、教員26人と、赤ちゃん

ボランティアとして看護学部2年生3人も参加しました。

　内容は参加者各々の近況報告のほか、新潟県内外で活躍

している4人の卒業生から卒業後の歩みについて話題提供

がありました。“看護師”として救急救命センターや災害現

場、教育現場で専門性を発揮した活動の実際、“助産師”とし

て自らがめざしてきたお産の形と大学院生としての新たな

出発、“養護教諭”としての小学校・中学校・高校勤務を通して

感じる、より良い保健室経営への目標、“保健師”として地域

をみる・つなぐ・動かすことへの思いと自らの職業の魅力。そ

れぞれの職業人としての思い、目標や課題などを聴くこと

は、全ての参加者にとって非常に有意義な時間でした。

　その後は茶話会を行いながら、和気あいあいと大学時代

の思い出、卒業生の消息や現在勤務している病院や勤務の

内容、勤務状況などを語りあいました。　

　この会には0歳～7歳のお子さんが9人、卒業生であるマ

マと一緒に来てくれました。赤ちゃんボランティアの学生

は、お子さんが楽しく過ごせるよう

手作りおもちゃやお絵かき、絵本

などを準備しました。お子さんた

ちも笑顔で和やかな雰囲気の中、

約2時間の会を終了しました。

　今後も、卒業生が集まれる場、互いに学び情報交換が行

える場を提供できるよう準備していきます。卒業生の皆様

のお越しをお待ちしています。

大

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部
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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

　研究・教育と並んで地域貢献が大学の重要な社会的使
命であるという時代において、私たちの地域に対する
メッセージの一つとして、知的集積の拠点である大学図
書館を新しい建物の中心に位置づけました。看護・福祉関
係の収書を中心とした学術図書館ですが、同時に市民に
開放される図書館として、絵本を始めとする児童図書な
ど、お母さん方が本を手に取って見ることのできるよう
配慮しております。加えて新校舎の周辺は環境にふさわ
しい植栽計画が進められています。四季折々の素晴らし
い自然のたたずまいのなかにコンサートに利用できる小
ホールも配置され、市民の皆さんも利用可能な空間が出
来上がりました。

　本学園のキャンパスは、新潟市の中心街にも近く、新潟

大学医・歯学部キャンパスを始めとする学園地帯の一劃、

海岸公園の野球場に隣接します。新大学・短大棟建築は旧

校舎耐震改築の一環ですが、同時に学生がその輝かしい青

春を過ごし、スクールライフを満喫するに悔いのないよう

改良増築に努めると共に、市民の皆様の学芸・文化施設の

一環として図書館、小ホールに注力しました。爽やかな浜

風と太陽光とをふんだんに取り入れるべく採用したルー

バーが海岸公園に隣接する学芸・文化のシンボルとして市

民の皆様にも愛されることを祈念して止みません。

　平成29年4月22日（土）、耐震性の向上と教育環境の充実
のために昨年2月より建設を進めてきた新潟青陵大学・短
期大学部の新校舎（新１号館）が完成したことに加え、短
期大学部が創立50周年を迎えたことから、「新潟青陵大
学・短大棟新校舎竣工及び短期大学部創立50周年記念式
典」をホテルオークラ新潟にて挙行しました。
　当日は、新校舎に於いて法人関係者や工事関係者が参
加して神事が執り行われ、完成を祝った後、校舎内を見学
しました。その後、ホテルオークラ新潟に会場を移し、高
井盛雄新潟県副知事と篠田昭新潟市長を来賓に迎え、関
係者約100名が出席して記念式典を行いました。
　式典では、関昭一新潟青陵学園理事長の挨拶に続き、新
校舎建築と短期大学部50年のあゆみをまとめたスライド
の上映、来賓祝辞、新校舎建設功労者への感謝状贈呈が行
われました。その後、新校舎完成を祝し、短期大学部同窓

新校舎が完成しました
110余年にわたる新潟青陵学園の歩みを礎に、キャンパス整備を進めています。
新校舎は「学生が主体的に学ぶ環境を整備し、快適で安全・安心な施設とする」ことをコンセプトにデザインされています。
ラーニングコモンズやアクティブ・ラーニングに対応した教室等を配置し、図書館を移設して学びの中心に据えるとともに、音響に配
慮した144席の音楽ホール（青陵ホール）も整備しました。
キャンパスが新潟市の風致地区にあることから、周辺環境に配慮し、地域に開かれた空間をめざしています。

新校舎竣工記念式典を挙行しました

大 短

会「薔薇会（そうびかい）」の柴野俊子会長より関理事長
に、記念品（グランドピアノ）が寄贈され、目録が手渡され
ました。
　式典終了後は祝賀会を開催し、武藤祥圃氏によるお目
出度い筝曲演奏などが行われ、和やかな雰囲気の中でお
開きとなりました。
　今後は旧校舎の取り壊し、外構（緑地）の整備、幼稚園の
保育棟建築による子ども園化を進めていく予定です。
　工事中は引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理
解とご協力をお願い申し上げます。

●建設概要 ： 地上4階建、鉄骨造
●建築面積 ：2870.92㎡
●延床面積 ：8995.39㎡
●設計施工 ： 鹿島建設株式会社

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

新校舎竣工記念・地域貢献ウィーク

平成29年7月9日（日）～7月16日（日）まで、『新校舎竣工記
念・地域貢献ウィーク』を開催。期間中は様々なイベントを
企画しています。皆さまのご来学をお待ちしています。

【主なイベント】
・アール・ブリュット展覧会
・K-BOXライブ＆トークショー
・岡田奏ピアノリサイタル
・短期大学部ホームカミングウィーク　など

詳細は本学ホームページをご覧ください。
→http://www.n-seiryo.ac.jp/information/new_building
　                                                                          /eventweek/

●建設概要 ： 地上4階建、鉄骨造
●建築面積 ：2870.92㎡
●延床面積 ：8995.39㎡
●設計施工 ： 鹿島建設株式会社

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
平成 28年度卒業生就職状況のご報告

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大 短

新潟青陵大学看護福祉心理学部　学科別就職率・内訳

・看護学科卒業生職種別就職状況

・福祉心理学科卒業生職種別就職状況

看護学科 100%

福祉心理学科 99.2%
（※就職率＝就職者/就職希望者）

新潟青陵大学短期大学部　学科別就職率・内訳

・人間総合学科人間総合コース卒業生職種別就職状況

・人間総合学科介護福祉コース卒業生職種別就職状況

・幼児教育学科卒業生職種別就職状況

（平成29年3月31日現在）

人間総合学科人間総合コース 98.2%

人間総合学科介護福祉コース 100%

幼児教育学科 100%

正規雇用：97.5％

非正規雇用：2.5％

正規雇用：90.2％

非正規雇用：9.8％

正規雇用：97.5％

非正規雇用：2.5％

正規雇用：100％

正規雇用：63.7％

非正規雇用：36.3％

　  学 科　　卒業生数　就職希望者数　就職者数　進学者数

  看護学科　　   80人　　      79人　　　   79人　　   0人

福祉心理学科　　133人　　    124人　　　 123人　　   2人

　  学 科　　卒業生数　就職希望者数　就職者数　進学者数

　　　　　　　　193人　　    165人　　　 162人　　 10人

　　　　　　　　  25人　　      22人　　　   22人　　   1人

幼児教育学科　　130人　　    124人　　　 124人　　   6人

人間総合学科
人間総合コース
人間総合学科
介護福祉コース

（※就職率＝就職者/就職希望者）

※改組にともない、旧学部・学科・コース名での表記となります。

保健師 6.3％

養護教諭 7.6％

助産師 17.7％
看護学科 看護師 68.4％

37.1%
事務職

37.0%販売職

17.9%サービス職

7.4%製造職 0.6%その他

人間総合
コース

ソーシャル
ワーク
コース

生活相談員 10.3％

生活支援員
17.2％

介護職 6.9％

PSW 6.9％
MSW 17.2％

保育士 3.5％

事務職 13.8％

その他福祉・
医療職 10.3％

製造職 6.9％

販売職 3.5％
サービス職 3.5％

子ども発達
サポート
コース

保育士 16.7％

その他福祉・
医療職 5.6％

事務職 16.7％

販売職 33.3％

サービス職 11.1％ 生活支援員 2.7％
介護職 5.6％

生活相談員 5.6％その他 2.7％

福祉ケア
コース

介護職 38.9％

生活支援員 27.8％

その他福祉・
医療職 11.1％

サービス職 11.1％

事務職 5.6％
販売職 5.5％

100%
福祉（介護）職

介護福祉
コース

67.7%
保育士

8.2%
幼稚園教諭

17.7%
保育教諭

0.8%事務職 0.8%販売職
2.4%サービス職2.4%福祉職

幼児教育学科

心理
カウンセリング
コース

生活支援員 15.0％

介護職 10.0％
保育士 2.5％

販売職 27.5％

サービス職 5.0％

その他福祉・
医療職 12.5％事務職 20.0％

生活相談員 5.0％
製造職 2.5％



「ふわりとつつむ新潟青陵インクルージョン講座」のご案内

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部　新校舎（新 1号館）

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。

編 集 後 記

　新潟青陵大学・短期大学部は、今年度も多くの新入生を迎え、新たな年度の

スタートを切りました。学生たちは、完成した新しい校舎で学びを始めています。

「学生が主体的に学ぶ環境を整備し、快適で安全・安心な施設」をコンセプトに

作られた校舎は、同時に「大学の『顔』」、「地域に開かれた校舎」としても企画さ

れました。校舎の中心には図書館を配置し、小さなお子様と保護者の方からも

利用していただけるよう、絵本の読み聞かせの空間も設けたほか、音響に配慮

した144席の音楽ホール「青陵ホール」も整備しました。7月9日～16日に開催さ

れる「新校舎竣工記念・地域貢献ウイーク」では、新しい校舎をみなさまから見

ていただくとともに、本学の学びとつながる様々なイベントが企画されておりま

す。どうぞこの機会に新潟青陵大学・短期大学部に足をお運びくださるよう、お

願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　  （事務局長 栗林 克礼）

大 短大学 短期大学部 院 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］
入試広報課
Tel ： 025-368-7411　Fax ： 025-266-9642
E-mail ： pr4@n-seiryo.ac.jp
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＜開催日時＞
平成29年7月22日（土）、7月23日（日）、8月5日（土）
いずれも13：00～16：30　要予約
＜プログラム＞
学内見学ツアー、学部・学科・
コース紹介、入試説明、体験
コーナー、個別相談、青陵カ
フェ（フリートークコーナー）  など

＜開催日時＞
平成29年6月18日（日）、7月9日（日）、7月29日（土）
いずれも10：30～14：30　要予約
＜プログラム＞
学科・コース説明、入試説明、お楽
しみイベント、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、ピアノ・
歌の入試対策（幼児教育学科）など

＜開催日時＞
平成29年7月1日（土）
14：00～17：00　予約不要
＜プログラム＞
教育内容紹介、座談会、入試実施
概要説明、個別相談、施設見学ツ
アー、院生・修了生とのフリートー
ク、研究活動紹介  など

大学オープンキャンパス

短大オープンキャンパス

大学院臨床心理学研究科説明会

大学院看護学研究科説明会

＜開催日時＞
平成29年7月1日（土）
13：30～15：30　予約不要
＜プログラム＞
教育課程紹介、入試実施概要
説明、修了生講演、個別相談、
施設見学、大学院生とのフリー
トーク、テキスト紹介　など

　地域貢献センターでは、多様な人々があたりまえの生活を
地域社会で営むための条件である「インクルージョン（ふわり
とつつむ）」をキーワードとして、毎年度具体的テーマのもとに
市民の方々を対象とした企画講座を開講します。平成29年度
テーマは「誰もが共に地域で生きるために」。春季は『障害を持
つ人の理解と支援』、秋季は『「性的多様性」の理解と支援』につ
いての講座を開講します。
　本学に所属する多様な分野の教員による講義・演習を通じ、
隣人として彼ら／彼女らとともに地域社会で暮らしていくた
めに必要とされることを一緒
に考えましょう。
　現在、本学ホームページよ
り秋季講座の参加申し込みを
受け付けています。たくさん
の方々のご参加をお待ちして
おります。

・新校舎が完成しました
・新校舎竣工記念式典を挙行しました

CLOSE-UP

・国立磐梯青少年交流の家と包括連携協定を締結しました
・看護学部看護学科 第17回戴帽式を挙行しました

VOICES

H1H4

・平成28年度卒業式を挙行しました
・平成29年度入学式を挙行しました

・看護学科卒業生交流会を行いました
・平成29年度新任教員と平成28年度退職教員のご紹介
・平成29年度 新入生数のご報告

・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部からのお知らせ

・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
  平成28年度卒業生就職状況のご報告

REPORT

TOPICS

VOICES


