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10月28日および10月29日の両日に開催された青空祭（大学・短大祭）

01 EVENT
・豪華なゲストも迎え、大盛況のうちに幕を下ろした
『青空祭』

02 VOLUNTEER
・ボランティアセンターからの活動報告！
新潟青陵大学ぼらくと「子どもゆめ基金事業」
（貧困対策×子ども×大学生）を企画・運
営しました
中央区災害ボランティアセンター研修会
（地域×防災×大学生）
を実施しました

03 CLOSE-UP
04 ・平成29年7月9日（日）~7月16日（日）、11月4日（土）

新校舎竣工記念・地域貢献イベントを開催しました！
私たちの街 新潟のアール・ブリュット展覧会
セミナー&ワークショップ アール・ブリュットってなあに?~その魅力と楽しみ方~
K-BOXライブ&トークショー うたうたましい かたるたましい
リレーコンサート
岡田 奏 ピアノリサイタル
新垣 有希子&ルーカ・ゴルラ オペラティック・リサイタル

05 TOPICS
・新潟港開港150年記念プレセミナー
『みなとまち新潟の社会史』
の第3弾を開催しました
・皮膚・排泄ケア認定看護師フォローアップ研修を実施しました
・新潟青陵学会 第10回学術集会を行いました

06 REPORT
・図書館に
『まちライブラリー』
を設置しました
・地域貢献センターにて地域の皆さまを対象に、幅広い内容の公開講座を実施しました

07 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
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豪華なゲストも迎え、
大盛況のうちに幕を下ろした
『青空祭』

2日目のメインスペシャルライブはお笑いライブ！
ANZEN漫才さんとドドんさんをお招きし、日本テレビ
様の密着取材も行われました!!
こちらも1日目同様、たくさんのファンの方にお越
しいただきました。ANZEN漫才さんとドドんさんが登
場すると体育館内は大歓声に包まれ、ファンの方の笑
い声でいっぱいとなっていました。ライブ終了後には
ファンの方からの質問コーナーが設けられ、みやぞん
さんに告白するファンの方も出るなど、最後まで盛り
上がっていました！
また、模擬店（出店）や作品展覧会、サークルやクラ
ブによる催しも2日間を通して行われました。今回は
新校舎をメインに模擬店が多く出店され、学内は来場

10月28日
（土）
、10月29日
（日）の2日間にわたり平成
29年度
『青空祭
（大学・短大祭）
』
を開催しました。

された多くのお客様の笑顔であふれていました。サー
クルやクラブによる催しは体育館で行われ、最初から
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今年は新校舎完成を祝して、メインイベントを2日

最後まで途切れることなく多くのお客様に観覧してい

間行いました。そのため2,300名を超える沢山の方々に

ただきました。今まで青空祭のために練習してきた学

お越しいただき、学内は大盛況に包まれました。

生も報われたのではないでしょうか。

1日目は天候に恵まれましたが、2日目は台風直撃の

この青空祭が無事に成功したことは、ご指導いただ

中での開催となり、大雨・暴風のお足元が悪い中お越

いた教職員の皆さん、半年間にわたり苦労と喜びを共

しいただいた皆さまにこの場をお借りして御礼申し上

にした青空祭実行委員の仲間たち、模擬店やステージ

げます。

発表に参加していただいた学生の皆さん、そしてなに

1日目のメインスペシャルライブには、シンガーソ

よりご来場いただいたお客様のおかげです。青空祭に

ングライターのMACOさんをお招きしました。学生の

関わっていただいたすべての方へ御礼申し上げます。

ファンをはじめ一般のファンの方が集まり、誰もが

本当にありがとうございました。

MACOさんの歌声に魅了され、思い出に残る最高の時

青空祭実行委員長

間を過ごすことができました！

大学学友会長

木村 萌乃

短大学友会長

本間

蓮
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ボランティアセンターからの活動報告！
中央区災害ボランティアセンター研修会（地域×防災
×大学生）を実施しました

参加学生（看護学科１年

ボランティアセンターでは、平成27年度より国立青少

岩城 桃子）

講師の李 仁鉄氏

◆概要

年教育振興機構
「子どもゆめ基金」
の助成金
（今年度は約

平成27年度より毎年、中央区社会福祉協議会、中央

500万円）
を活用し、児童養護施設の子ども達を対象に

区災害ボランティアネットワーク委員と共催による

様々な自然体験活動を行っています。学生主体で助成金

「災害ボランティアセンター研修会」を開催していま

申請および活動の企画・運営を担い、夏と冬に1回ずつ

す。この研修会では学生と地域の方々が世代を超えて

活動を展開してきました。3年目となる今年度は、従来の

交流しながら、災害ボランティアセンターの目的や役

活動に加え学生・社会人向けの
「キャンプリーダー養成

割、運営方法等、全体像を学びます。また、被災住民が

研修」
を新たに開始しています。

経験すると考えられる様々なシチュエーションを想定

◆今までの活動成果

したワークを通して、地域・避難所・災害ボランティ

8月15〜17日に国立妙高青少年自然の家、8月23〜

アセンター相互の関わり、被災住民としての災害ボラ

25日に粟島浦村にて、子ども達と様々な自然体験活動

ンティアセンターの活用法、被災地周辺住民としてで

を行いました。この活動は27年度に児童養護施設1か

きることについて考察します。なお、本学は中央区災

所を対象にスタートし、翌28年度から2か所で展開し

害ボランティアセンター設置候補となっています。

ています。子ども達にとって成長や体験の場となり、

◆今までの活動成果

両施設から大変な好評をいただいています。大学生に

今年度の研修会は12月10日
（日）に本学にて開催。学

とっては子ども達と交流する楽しさに加え、実践的な

生13人、教職員2人に加え、地域の方々
（しもまち・上

企画・運営・進行などのノウハウを学べる貴重な機会

新潟島の町内会や民生児童委員、自治会長等）を含む

です。この活動をきっかけに定期的な学習支援や施設

総勢100人以上が参加しました。講師として
『にいがた

のイベントのボランティアにお声がけいただくなど、

災害ボランティアネットワーク』事務局長の李 仁鉄氏

大学と施設の連携も深まりました。

をお招きし、
「災害時の地域の役割」
「近年の災害ボラン

◆今後の活動予定

ティア活動の事例紹介」等の講演や、災害を想定した

1月・2月

自然体験活動キャンプ

その他定期的なボランティアを実施、来年度以降も
継続的に活動展開予定。

グループでのワークなどを行いました。
◆今後の活動予定
来年度以降も継続して研修会実施予定。

参加学生のコメント

参加学生のコメント

この事業の立ち上げに関わり、リーダーとして指揮監督
を行いました。プロジェクトの立ち上げや企画は簡単では
ありませんが、いつも楽しみながら活動しています。子ど
も達の笑顔の為、貴重な経験となるような活動の企画を心
がけており、回数を重ね継続的に関わることで子ども達と
の距離も縮まり、信頼関係の構築に繋がっています。ある
時ひとりの子どもから「大切な用事よりもこのキャンプを
優先したい」と言われ、子ども達にとってもかけがえのな
い貴重な活動になっているのだと自信に繋がりました。
（看護学科4年 板垣 碧）

研修会では災害ボランティアセンターとは何かを知るこ
とから始まり、発災時に必要な支援について考える事がで
きました。災害が発生した場合にどう対応すべきか、もう
一度よく考えたいと思います。
研修会には地域の方々も多く参加されており、グループ
ワーク等でコミュニケーションをとっていく中で、地域連
携の大切さも学びました。今回学んだ事をこれからに活か
していきたいと考えています。
（看護学科1年 岩城 桃子）

02

◆概要
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新潟青陵大学ぼらくと
「子どもゆめ基金事業」
（貧困対
策×子ども×大学生）
を企画・運営しました
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平成29年7月9日
（日）
~16日
（日）
、11月4日
（土）
新校舎竣工記念・地域貢献イベントを開催しました！
◆私たちの街 新潟のアール・ブリュット展覧会
◆セミナー&ワークショップ アール・ブリュットって
なあに? ~その魅力と楽しみ方~

◆K-BOXライブ＆トークショー
うたうたましい かたるたましい
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7月9~16日の間、新潟県アール・ブリュットサポー

7月13日
（木）には、ひきこもり当事者や心に病を抱

トセンター
（NASC）様のご協力の下、新潟市で活動す

えた方、または過去に心に病をかかえていた方のため

る障がいがある作家の作品を新校舎に展示する『アー

の音楽や舞台表現を通した自信回復活動を行っている

ル・ブリュット展』を行い、多くの方々にご来場いただ

プロダクションの
『K-BOX』を招いてライブとトークシ

きました。また学生コラボ企画として、臨床心理学科3

ョーを開催しました。真夏の熱い夜に、メンバーの皆

年生5人、幼児教育学科2年生5人、人間総合学科1年生5
人が実際に施設を訪問して作家や支援者からお話を聞
き、展覧会用の作品のキャプション作りにも挑戦しま
した。
7月12日
（水）
には
『アール・ブリュットってなあに?~
その魅力と楽しみ方~』と題したセミナーとワークシ
ョップを開催しました。セミナーではNASCのアート
ディレクター角地 智史氏より障がいがある方々の芸
術活動についてお話しいただき、その後のワークショ
ップでは作家の支援者であるご家族や施設職員の方か

さんのそれ以上の熱いパフォーマンスが繰り広げられ
ました。
ステージに登場したのはリーダーのKaccoさん、次
に姉さん&ゆるきゃらシスターズの3人組とモッチー
さんの5名。そのうち健常者の“姉さん”を除く4人の皆
さんが、それぞれご自分の過去の病の体験を笑顔と涙
で語るところから始まりました。躁うつ病、摂食障害、
強迫神経症、パニック障害、うつ病、睡眠障害と2人の
発達障がいの子どもをもつお母さんもおり、多種多様
な精神疾患を体験されています。内容は壮絶でありな
がらも涙と笑顔での語りとなりました。

ら作家ご自身のこと、作品のできる背景などのお話を

次に披露された、姉さん&ゆるきゃらシスターズの

聞きながら楽しく作品を鑑賞しました。今後も青陵で

歌と踊りは、希望と気付きを与えてくれるような明る

はアートを通して障がいがある方たちの文化を理解し

い迫力と繊細さがありました。また、モッチーさんの

ていく活動を続けていく予定です。

ギター弾き語りでは、その歌唱力と訴えかけてくる魂
のようなものが聴いている人に命の尊さを伝えていま
した。メンバーの病とつきあいながら体験している
「生
きづらさ」と共存されている姿に、心を震わせた2時間
でした。このような心が揺さぶられる体験の積み重ね
が、ケアの対象者を理解する力や向きあう真摯な心、
柔軟で豊かな想像性を育むために大切であることを実
感させられるイベントとなりました。
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◆リレーコンサート

を招いてリサイタルを開催しました。国際コンクール
において受賞・ファイナリストとなる等、世界的に活
躍中の若手ピアニスト岡田 奏氏は、洗練されつつもス
ケールの大きな響きが魅力。リストのピアノらしい響
きに始まり、ブラームスの大曲、ショパン
『英雄ポロネ
ーズ』
、ドビュッシー
『月の光』等の名曲を、パリ在住の
岡田氏こその表現力で魅
了。最後には圧巻のラヴ
ェル『ラ・ヴァルス』へ、ま

7月15日（土）には、新校舎1階に新設された
『青陵ホ

さに新しいピアノに生命

ール』のお披露目として、リレーコンサートを開催し

力が満たされ、心に直接

ました。

響いてくる感覚に、会場

午前の部は短大学生のステージからスタート。1年

が興奮に包まれました。

左：新潟青陵大学短期大学部同窓会
薔薇会 柴野 俊子会長
右：岡田 奏さん

合唱が披露されました。また、合唱を通して交流のあ
る阿賀町立三川中学校の生徒の皆さんと組曲
『阿賀野

◆新垣 有希子＆ルーカ・ゴルラ
オペラティック・リサイタル
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川』の合同合唱を、最後には会場全員での大合唱を行
いました。
午後の部は、
本学音楽担当教員によるモーツァルト、
ショパンなどの名曲の演奏を披露。最後には、翌日の
リサイタルの予告として、岡田 奏氏にピアノ連弾の共
演で登場いただき、まさに学生から繋がるリレーコン
サートを締めくくりました。
出演者、来場者ともに新しいホールの響きを満喫し
た一日となりました。
11月4日
（土）には、イタリアからソプラノ歌手の新
垣 有希子氏、ミラノ音楽院教授でピアニストのルー
カ・ゴルラ氏を招き、青陵ホールにて
「オペラティッ
ク・リサイタル」が開催されました。新垣氏は東京二期
会やイタリア各地の歌劇場で主役として活躍中の今最
も注目されるソプラノ歌手のお一人であり、ルーカ氏
は数多くの世界的オペラ歌手のヴォーカルコーチを手
がけてこられたオペラ伴奏の名手です。プログラムは
◆岡田 奏

ピアノリサイタル

『トゥーランドット』
『ラ・ボエーム』
『魔笛』などオペラ
の名アリアに日本歌曲の『落葉松』などを加えた全18
曲。力強くも優雅な歌声に熟練の伴奏が阿吽の呼吸で
かけ合い、満員の聴衆が存分にオペラを味わったひと
時となりました。本学幼児教育学科・野口 雅史准教授
との二重唱もあり、色を添えました。

7月16日（日）、短大同窓会
『薔薇会』より青陵ホール
に寄贈されたグランドピアノ
『Shigeru Kawai』のお披
露目として、そのピアノの響きを得意とする岡田 奏氏

04

生75人の迫力ある合唱、2年生10人による洗練された
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新潟港開港150年記念プレセミナー
『みなとま
ち新潟の社会史』
の第3弾を開催しました
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11月18日
（土）
、新潟市周辺の8大学からなる新潟都
市圏大学連合
（代表大学：新潟青陵大学）主催の新潟港
開港150年記念プレセミナー
『みなとまち新潟の社会
史』の第3弾を開催。会場の新潟日報メディアシップ6
階『4大学メディアキャンパス』に一般市民の方々や官
公庁関係者、大学関係者等45人が集まりました。
当日は会津八一記念館館長、
『国民文化祭・にいがた
2019』基本構想策定委員会座長であり、本学客員教授
である神林 恒道先生を講師にお迎えし、
「新潟の文化
を考える－越佐の歴史をさかのぼって－」をテーマに
約90分の講演を実施しました。参加者が親しみやすい
話題から奥深い話へ展開され、あっという間の90分と
なりました。参加者の皆さまには
「みなとまち新潟」に
ふれる良い機会となったようです。
また、3回にわたるプレセミナー開催と併せ、新潟都
市圏大学連合と新潟大学で進めていた同名のテキスト
の出版準備も順調に進み、計画通り3月の出版を予定
しています。

大

皮膚・排泄ケア認定看護師フォローアップ研修
を実施しました

10月14日
（土）に認定看護師フォローアップ研修を
開催し、33人の修了生が本学に集まりました。本学認
定看護師研修センター
（平成20〜23年度開講）では、64
人の皮膚・排泄ケア認定看護師を養成しました。修了
生は新潟県内
（31人）のほか、東北
（4人）
、北陸（10人）、
関東（9人）
、甲信
（3人）
、近畿
（4人）
、東海
（2人）
、九州
（1
人）と全国に広がっています。閉講後も毎年開催して
いるフォローアップ研修会には、秋田や和歌山からも
修了生が参加しています。
午前は臨床医として排便障害のある患者の医療に取
り組まれている神山 剛一先生よりご講義いただき、午
後は本学看護学部・中村 恵子教授が講師を務め、ケー
ス会議の方法をグループワークで体験しながら学びま
した。受講者からは午前の部について
「臨床で活用し

たい情報が沢山あり、個別の排便ケアの重要性を再認
識できた」、午後の部に関しては「問題点の整理ができ、
具体的な支援方法が見えてくるので実践に活かした
い」との声が寄せられるなど、好評のうちに終了とな
りました。
認定看護師は5年ごとに資格更新を行いますが、今
年度は全ての修了生が最初の更新審査を終了した節目
の年でした。今後は修了生の企画参画も含めて、研修
会のあり方について検討していきたいと考えています。
「排便機能のおさらいと日常臨床への応用」
医療法人社団俊和会寺田病院医師 神山 剛一氏
「患者に寄り添い、チームで支えるケース会議」
新潟青陵大学看護学部教授 中村 恵子氏

大

新潟青陵学会
第10回学術集会を行いました

11月3日（金・祝）、本学にて第10回青陵学会学術集
会を開催しました。
「ウェルビーイングを支えるもの再
考」をメインテーマとして、東洋大学社会学部教授で
ある堀毛 一也先生をお招きして
「ポジティブなこころ
の科学－ポジティブ心理学の展開－」
というタイトルで
基調講演が行われました。21世紀の心理学といわれて
いるポジティブ心理学について、研究分野に分けて系
統的に説明いただき、理解を深めることができました。
シンポジウムは「ポジティブな生を支える－ストレ
ングス、QOLの視点から－」というタイトルで、若杉 ト
ヨ子先生（すなやま訪問看護ステーション）、倉島 繁先
生
（NPO法人放課後等デイサービスてるいんとこ）、猪
俣 萌子先生
（新潟薬科大学）から日頃の実践について
説明をいただき、家族支援、発達支援、青年への支援に
ついて活発な討論が行われました。
ポスターセッションは11題の看護、福祉、心理の研
究が発表され、来場者と分野を超えた意見交換がなさ
れました。今年度完成した新1号館を会場とし、新しい
タイプの教室の壁を利用してポスターを掲示しまし
た。机、椅子も配置でき、これまでより少しゆとりのあ
る雰囲気になったようです。
今年度は学会員を中心にのべ315人の参加となりま
した。皆様の多大なるご協力をいただき、盛況のうち
に終えることができましたことに、心より御礼申し上
げます。（新潟青陵学会第10回学術集会長 本間 恵美子）

EPORT

短

図書館に『まちライブラリー』
を設置しました

12月18日
（月）
、図書館内に
『まちライブラリー』を開
設し、初めての『植本祭』を開催しました。まちライブ
ラリーとは、参加者自ら書いたメッセージ付きの本を
持ち寄り、本棚に
「植本」することで参加者自らの手で

大

短

地域貢献センターにて地域の皆さまを対象に
幅広い内容の公開講座を実施しました

新潟青陵大学・短期大学部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、今年度も市民の方々を対象とした
企画講座を開講しました。

図書館を育てていく全国的な活動
（※）です。本学では

春季講座では、大学福祉心理学部・原田 留美教授が

学生・教職員・一般市民の方が本を通じて交流するこ

児童文学に描かれた障害児・者について紹介・解説を

とを目的に、館内の喫茶・軽食可能コーナー
『さくらカ
フェ』
の本棚に設置しました。
植本祭には学生2人、教職員9人、一般利用者1人の参

行いました
（絵本等は本学図書館にコーナーを設置）
。
また、大学福祉心理学部・海老田 大五朗准教授による
障害者の就労をめぐる講座では、雇用者からの実践報
告や障害当事者による課題提起もなされました。

加があり、オススメの本を本棚に置くだけでなく、3つ

秋季講座では、大学院臨床心理学研究科・碓井 真史

のグループに分かれてそれぞれ持ち寄った本について

教授による性的少数者が抱える課題を心理学の観点か

紹介し合い、グループごとに特にオススメの本を選ん
でもらいました。初めての企画でしたが、コーヒーと
お菓子と音楽をお供に参加者の皆様とちょっと知的で
楽しい時間を過ごすことができました。
☆特にオススメとして選ばれた本☆
加島祥造著
『求めない』
（小学館）
乙一著
『箱庭図書館』
（集英社）

ら、また、大学福祉心理学部・里見 佳香助教が法律学
の視点から、
「男らしさ」や「女らしさ」をこえてみんな
が生きやすい社会を作るヒントについて、講義とグル
ープワークを行いました。
本センターでは看護・福祉・心理といった本学の得
意分野に加え、多様な専門性を持つ本学教員による企
画講座をこれからも予定しています。
平成30年度開講講座は本学ホームページにて3月頃
発表の予定です。

夏目漱石著
『吾輩は猫である』
（新潮社）
植本祭に参加できなかった方々からもオススメの本
をご紹介いただき、今回は41冊の本を植本することが
できました。まちライブラリーの本にはオススメした
人のメッセージカードが付いていますので、読んだ方
は是非感想を書いてください。また、皆様からのオス
スメの本も随時受け付けています。

公開講座および地域貢献センター企画講座のお問い合わせは

※メッセージを付けた「本」を持ち寄り、
「人」と出会おうという
活動。現在、東京、大阪を中心に全国50ヵ所以上に設置されてい
ます。http://machi-library.org/

新潟市中央区万代3-1-1
http：//www.n-seiryo.ac.jp/

4大学メディアキャンパス公開講座担当
TEL：025-278-3875
E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp
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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。

一緒になって活動しながら共に学びます。この事業を通

学校行事

じて高校生と大学生の交流や地域に根付く若者の育成を
図るほか、高校生のボランティア体験や進路選択（学校

●平成29年度卒業式

選択）のきっかけとすることを目的としています。

平成30年3月16日
（金）
短期大学部 ：開式

11：00

大学・大学院：開式

14：00

【スケジュール】
□事前説明会： 平成30年1月18日（木）16：50〜
□ボランティア実施当日（高校生）
：

会場：新潟市芸術文化会館
（りゅーとぴあ）

平成30年2月10日（土）9：00〜17：30
※大学生は2月10日〜12日の3日間

●平成30年度入学式

□事後交流会： 平成30年2月13日（火）16：50〜

平成30年4月3日
（火）
短期大学部 ：開式

10：30

大学・大学院：開式

14：00

【今までの活動成果】
平成27年度
より
『に い が

会場：新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部体育館

た 食 の 陣』に
は1日 あ た り

『第26回 にいがた食の陣』に大学生と高校生の
ボランティアが参加します

約20人のボラ
ンティアスタ

新潟市古町地区を中心に開催されている恒例イベント

ッフを派遣しています。地域の方々から大変ご好評をい

『にいがた食の陣』について、本学ボランティアセンター

ただき、初年度のボランティア活動がきっかけとなり、

では平成27年度より清掃活動や受付などを担当するボ

毎年1回の『にいがた食の陣』、年2回春と秋に開催されて

ランティアスタッフを派遣する地域貢献活動を継続して

いる『古町どんどん』にもボランティアのお声がけをいた

行っています。

だくようになりました。これらの継続的な活動が地域の

編 集 後 記

今年度は新潟青陵高校の生徒

信頼を育み、新たなボランティア先の開拓につながって

もスタッフに加わり、大学生と

います。最近では平成29年12月に古町の関係者からの紹

一緒に地域活動やボランティア

介をいただき、白山神社よりボランティアの依頼があり

活動を体験する
「高大連携事業」

ました。

として実施します。事前説明会

また、
『にいがた食の陣』では、本学で作成したピンク

から当日の活動、事後の振り返

色のビブスを着用してボランティア活動を行っていま

りまでの一連の流れを教育プロ

す。全国から集まる多くの来場者やリピーターの方々の

グラムとして組み立て、大学生

温かい声援や応援が学生たちの励みとなり、さらなる地

が主体となって高校生を導き、

域貢献の原動力になっていると感じています。
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facebookで大学・短大の
最新情報を発信中！

新潟青陵大学・短期大学部の新校舎が完成して8か月余りが経ち、
周りの景色にもすっかり馴染んできました。また、一日中多くの学生
が新しい教室や図書館を利用する姿を見ていると、学生にも受けいれ

〈facebook QRコード〉

られていることを実感し、うれしく思います。さて、今号では、その新
校舎を中心に学内で行われた様々なイベントとともに、近隣大学との
連携によるテキストの作成などの取り組みもご紹介しております。少
子高齢化は新潟県でも着実に進行しており、高等教育機関はその存続
をかけて様々な取り組みを行う必要に迫られています。本学は今後も
地域のみなさまに必要とされる機関として、自ら、そして他の機関と
連携しながら、人材育成・知の還元を行ってまいります。どうぞ青陵
大学・短期大学部にご期待くださいますよう、お願いいたします。
（事務局長

大

大学

短

短期大学部

院

大学院

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
［本誌に関するお問い合わせ］
企画課
Tel：025-266-9550 Fax：025-267-0053
E-mail：koho@n-seiryo.ac.jp

