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2014年4月、新たに大学院看護学研究科（修士課程）を開設

国内外に広がり続ける協同と支援の交流

地域の期待に応える支援は、学生たちの貴重な体験に
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多くの参加団体や運営スタッフが力を合わせて、学園祭を開催

エクステンションセンターで2013年度後期公開講座開講。申込受付中

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部からのお知らせ

本学と交流協定を結んでいる韓国・コットンネ大学への研修旅行

・夏休みや悪天候を乗り越えて準備。なぎさ荘への出張も新たに企画

・地域の皆さまを対象に、美術・心理・子育て・医療など、幅広い内容の講座を開催

・個の力を高め、社会で活躍する人材育成を目指す「経験型インターンシップ」を実施
・現地で活動するNPOを通じて被災地で求められる支援に参加

・韓国・コットンネ大学との交流を軸に、フィリピンや日本で新たな活動を展開

・より質の高い看護を提供できる人材と、看護の明日を担うリーダーを育成します



2014年4月、新たに
大学院看護学研究科（修士課程）を開設
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より質の高い看護を提供できる人材と、
看護の明日を担うリーダーを育成します。

　新潟青陵大学の設置団体である新潟青陵学園は、

明治33年に裁縫伝習所として開所され、「日進の学理

を応用し、勉めて現今の社会に適応すべき実学を教

授する」という建学の精神のもと、新潟県内の女性へ

の「実学教育」の中心として活動してきました。平成

12年には、医療看護福祉分野で地域社会に貢献でき

る人材を育成すべく、新潟県で看護系学科をもつ最

初の４年制大学として新潟青陵大学看護福祉心理学

部を設置し、今日に至るまで多くの人材を地域社会

に輩出しております。

　21世紀に入り、医療の高度化・専門化が進み、少子

高齢化に伴う疾病構造の変化や情報化・国際化など、

健康を取り巻く社会環境は著しく変化し、社会的

ニーズも多様化しています。特に看護職者に対して

は「より質の高い看護」の提供が強く求められ、その役

割や機能拡大への期待は高まる一方です。

　新潟青陵大学開学から13年が経ち、看護教育の新た

な進化が求められている今、こうした社会的要請に応

えるべく、新潟青陵学園のこれまでの教育・研究・実践

の実績を踏まえて「新潟青陵大学大学院看護学研究科

（修士課程）」を開設いたします。本研究科では、「ケア

の心」と「実践知」の2つのキーワードを基盤として、教

育・研究・実践力を兼ね備えた人材、そして看護学の発

展と社会に貢献できるリーダーの育成を目指します。

中心的学問領域には「母子看護学分野」「成人看護学分

野」「看護管理学分野」の3分野を設置しています。

　学内の既設学部・学科との連携も本研究科ならでは

の強みです。大学院臨床心理学研究科と看護福祉心理

学部福祉心理学科の教員による講義を教育課程に反

映しているほか、研究の助言をいつでも受けられるな

ど充実した教育研究環境を整えています。一人ひとり

が自らの可能性に挑戦し、看護を探求する喜びを体験

していただくこと。そして、医療のキーパーソン・看護

のリーダーとして成長されますことを期待しており

ます。

新潟青陵大学大学院看護学研究科の特色

看護学科を土台に「ケアの心」と「実践知」の２つのキーワードを基盤とし、既存の学部、研究科と連携した教育・研究・実践を行います。

看護学研究科長
中村悦子
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看護学研究科の修了後の進路

看護学研究科の中心的学問領域

3つの分野において、高い教育研究能力を有する
看護者を育成します。

母子看護学分野

次世代の健康・養育を担う女性と子どもに焦点

をあて、母子看護の視点から健康問題の解決に

向けた教育研究を

推進できる人材を

育成します。

成人看護学分野

セルフケア支援やターミナルケア、療養環境・地

域支援への社会資源の活用などを含めた教育・

研究・実践を行う人

材を育成します。

看護管理学分野

組織論、経営学の知識を応用し、多様な組織と有

機的に連携して、チーム医療の中でリーダー

シップを発揮でき

るマネジメント能

力をもった人材を

育成します。

実践領域 その他の看護・保健領域

病院・施設などの看護管理者

病院・施設等の看護職
（保健師・助産師・看護師）

地域社会で活躍する看護職

教育・研究領域

大学などの教育機関

大学院博士後期課程進学

看護専門学校教師

看護政策を
企画立案できる行政職

国際保健分野で活躍する看護職
（看護師・助産師・保健師）

企業等で社員の健康支援に
携わる看護職・管理者

■パンフレット・募集要項をご希望の場合

パンフレット・募集要項をご希望の方は、お電話・FAX・

E-mailで下記アドミッションズオフィスまでご請求く

ださい。

■相談会のご案内

日時： 12月7日（土）13：00～15：00（受付開始12：30～）

会場： 新潟青陵大学4号館

内容： 看護学研究科教育内容の紹介、

 入学試験実施概要説明、個別相談、施設見学

※事前の予約・申し込みは不要です。

※入退場は自由です。

※詳細は本学ホームページをご覧ください。

■施設見学・個別相談のご案内

施設見学・個別相談は随時受け付けています。ご希望の

方は事前にお電話・FAX・E-mailでアドミッションズオ

フィスまでお申し込みください。（平日9：00～17：00）

※現在準備中のため、ご覧いただけない施設・設備があ

ります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ・資料請求

新潟青陵大学大学院　看護学研究科

アドミッションズオフィス

新潟市中央区水道町1-5939

TEL.025-266-8833　FAX.025-266-9642

E-mail　ao4@n-seiryo.ac.jp

URL　http://www.n-seiryo.ac.jp

※新潟青陵大学大学院看護学研究科は
　2014年4月開設（設置認可申請中）です。



国内外に広がり続ける
協同と支援の交流
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韓国・コットンネ大学との交流を軸に、
フィリピンや日本で新たな活動を展開。

　新潟青陵大学が交流協定を結んでいる韓国・コットンネ

大学との交流では、毎年新たな展開があります。今年は、7月

にマニラ・コットンネのシスター　ジョマジアの講演会がメ

ディアシップで開催され、9月の韓国研修旅行の際には諫山

学長が本学学長として初めてコットンネ大学を訪問しまし

た。

　コットンネ大学が属するカトリック団体コットンネは、

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。本学の学生6人が今年（2013年）1月にフィ

リピン・マニラにあるコットンネの施設でボランティア活動

を行いましたが、その時にお世話になったシスター　ジョ

マジアを新潟に招待し、フィ

リピンの貧困問題について講

演していただきました。講演

は、7月8日（月）にメディア

シップで開催され、一般市民

約40人を含む約90人が参加

大

コットンネ内展示施設の
見学の様子。施設長が説明、
コットンネ学生が通訳を
担当。

言葉や習慣の違いから施設研修を行う上でも戸惑うことが多くありましたが、表

情一つで伝わるものがあり、楽しく現地の人と触れ合うことができ、とても貴重な

経験をすることができました。この素晴らしい出会いとやり遂げた達成感を忘れ

ず、これからの学習につなげていきたいと強く感じました。

（福祉心理学科3年　 青海　史佳）

研修では障がい者施設で食事など生活のお手伝いをさせていただきました。国が

異なれば、言葉だけでなく、福祉の考え方も異なり、強い衝撃の連続で戸惑うこと

も多々ありました。しかしこれが私にとって初めての実習でもあり、とても良い経

験をさせていただいたと思います。短い時間ではありましたが、充実し、内容の濃

い、忘れられない2日間でした。

（福祉心理学科2年　岡地　花奈）

韓国研修旅行参加学生コメント

2013年9月8日（日）～ 13日（金）韓国研修旅行プログラム

9/8(日)

入国・ソウル市内観光

9/9(月)

コットンネ大学学生と交流、
コットンネ大学及び施設見学
交流プログラム
コットンネ大学の海外ボランティア活動成果発表
歓迎会

9/10(火)

コットンネ大学で研修
（コットンネ大学の学生と共に
 ボランティア活動）

9/11(水)

ソウルに移動

9/12(木)

ソウルで自由行動

9/13(金)

出国

しました。シスターは、路上や墓地で生活する孤児等の写真

を紹介しながら、問題は単に貧しいということではなく、貧

富の差が大きいことであることを訴えていました。

　9月8日（日）～9月13日（金）に行われた韓国研修旅行では、

諫山学長が初めてコットンネ大学を訪れ、オ・ウンジン理事

長、イ・ウォンウ総長をはじめ大勢の方々から歓迎を受けま

した。諫山学長がイ・ウォンウ総長への挨拶の際、贈呈した

書の掛け軸は、友情をテーマにしたもので、イ・ウォンウ総長

は興味深そうに諫山学長の説明を聞かれていました。諫山

学長以下本学教職員は、イ・ウォンウ総長と共に韓国歴代大

統領別荘（青南台）や、国立公州博物館などを見学しました。

また、本学学生は、コットンネ大学の学生と共にコットンネ

の福祉施設でボランティア活動を行いました。



地域の期待に応える支援は、
学生たちの貴重な体験に

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

　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）に採択された本学の「地域

ミッションインターンシップ」（以下：インターンシッ

プ）を実施しましたので、ご紹介させて頂きます。

　大学が9月1日～19日、本町通12番町・13番町の下本町

商店街において、短期大学部が9月2日～20日、古町通五

番町・六番町・七番町商店街において実施し、合同報告会

を9月20日に西堀ローサにて行いました。参加学生は福

祉心理学科12名、人間総合学科20名です。

　これまでは企業等から用意してもらった課題に取り

組む「体験型インターンシップ」が中心でしたが、本イン

ターンシップでは学生自身が課題を見つけ、解決案を考

え、実行する「経験型インターンシップ」の実践により、

個の力を高め、さまざまな業界・職種で活躍できる人材

の育成を目指しています。学生たちは「勝役隊」（「勝手に

役立ち隊」の略）として、「地域商店街空洞化問題」に対し

て取り組み、地域商店街へ“勝手に何かお役に立てる活

動をしたい”と飛びこんでいきました。

　第1週目は地元商店街の方とのコミュニケーションを

上手く取ることが出来ずに苦戦が続きましたが、学生同

士で何度も話し合いを進めた結果、第2週目にはミッ

ションである「地域商店街空洞化問題」への取り組みと

して、「商店街の人に喜んでもらう」を学生自身が目的と

して行動するような変化がみられました。

　その結果、大学では「お茶販売に関するアンケートと

新商品の提案」、短大では「古町六番町の違法駐輪や犬等

の糞処理を呼び掛ける花壇の飾り付け」など、それぞれ

が20件を超える取り組みを実施できました。

個の力を高め、社会で活躍する人材育成を
目指す「経験型インターンシップ」を実施。

　大震災から3年近くがたちました。

　本学では、1年目には陸前高田市での復興支援ボラン

ティア、2年目には陸前高田「うごく七夕まつり」に参加す

るなど、復興支援を続けてきています。3年目の今年は、

『被災地で求められる支援も変化しているのでは』という

考えから、「いわて銀河ネット（※）」を通じ、大学福祉心理

学科4名、短期大学部幼児教育学科3名の学生がボラン

ティア活動に参加しました。

 

　時とともに震災を直接体験しなかった人の記憶は薄れ

ていっているように感じますが、被災者にとってはそれが

一番つらいことでしょう。風化させぬよう、支援を継続で

きるよう、自分に何ができるかを考えてみることが大切

なのではないでしょうか。

現地で活動するNPOを通じて
被災地で求められる支援に参加。

西堀ローサでの合同報
告会の様子。「課題発見」
「コミュニケーション力」
「提案力」について考え、
実践する貴重な機会に。

作業の合間にも復旧の現状や必要とさ
れる支援などを現地の方に聞く機会も。

学生の感想
「仮設住宅で自治会長さんのお話を伺い、すべてやってあげるボランティアでな

く、自立を促す活動をしてほしいとの話を聞き、心に残った。また岩手のことを知っ

てもらい、観光で岩手を訪れてもらうこともとても大切なことだと思った。」

「わからないことも多く、本当にボランティアとして役に立てているのか疑問が

あった。活動後のミーティングで全国から来た大学生と改善点を話し合い、活動を

深められたことは貴重な経験だった。」

参加した学生の意見

①復興は現地の人たちだけでなく外部の人の支援、関心が必要。

②震災被害と被災者についてはまだまだ支援が必要。

③そのためこの活動を通して見て来たこと感じたことをしっかり伝えたい。

（※「いわて銀河ネット」とは、全国から自

発的に参加する大学生、専門学校生が中

心となり、地域で必要とされる支援活動

を行う特定非営利活動法人です。今回の

「夏銀河2013」は8/21～9/23を5期に分け

て岩手県沿岸南部で実施されました。）

全国から参加した大学
生や専門学校生と、協力
して活動しました。

大 短大 短



多くの参加団体や運営スタッフが
力を合わせて、学園祭を開催

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大 短

夏休みや悪天候を乗り越えて準備。
なぎさ荘への出張も新たに企画。

　新潟青陵大学・短期大学部では11月2日（土）・3日（日）に

青空祭（学園祭）を行います。今年の5月から第一回青空祭

全体会議が始まり、約120人の学生スタッフや先生方と夏

休みを通して準備活動を行っています。スタッフはそれ

ぞれ授業や実習、就職活動、バイト等と重なり活動できな

い日が多かったり、天気が悪い日が続いて外の活動がで

きなかったりしましたが、みんなで助け合いながら活動

をしてきました。

　さらに今年から新潟青陵学園が「新潟市老人憩の家な

ぎさ荘」の管理業務をすることになりました。そのため、今

年の青空祭では活動を組み、青空祭終了後、なぎさ荘で出

張青空祭をすることになりました。また、今年は新入生ス

タッフと去年参加したスタッフが大勢参加してくれたた

新入生に加え去年参加
したスタッフも数多く
参加し、約120名の実行
委員会に。

音楽コンサート
10：00～12：00(2201講義室)

音楽コンサート
10：00～12：00(2201講義室)

模擬店、展示

模擬店、展示

軽音部(2301講義室)

軽音部(2301講義室)

人形劇(教職実践実演室)11：00～13：00 ※フォローアップミーティングⅣ

終　了

終　了

終　了

スペシャルライブ会 場 設 営
ストリート
ダンス

13：05～13：50

新潟青陵ウインド
アンサンブル
12：20～12：50

体操ダンス
11：05～11：50

終　了

終　了野口ゼミ14：10～

ジャグリング
11：00～11：30

体操ダンス
12：30～13：15

ファイトクラ部
13：20～13：50

ストリートダンス
15：55～16：55

集　計14：10～コンテスト 17：05～ 結果発表

ミス・ミスターコンテスト＆逆ミス・逆ミスターコンテスト

新潟青陵ウインド
アンサンブル
11：45～12：15

10時～2日 11時～ 12時～ 13時～ 14時～ 15時～ 16時～ 17時～

■プログラムは変更となる場合があります。　※東日本大震災復興支援ボランティア　フォローアップミーティングⅣ（6201講義室）15：00～16：30

Let's walk seiryo way ～笑顔を贈り届けよう～青空祭2013プログラム

体育館

体育館

音楽室

音楽室

講義室

講義室

体育実技室

め、学年を超え仲良く仕事をしながら青空祭を成功させ

るために頑張っています。

　そんな私たちは本部・一般・渉外・会計の4つの部署に分

かれ準備に取り組んでいます。その活動を簡単にご説明

すると「本部」は1日目の青陵のミス＆ミスターコンテス

ト・逆ミス＆逆ミスターコンテスト、2日目に行われる青空

祭大一番のゲストライブ、スタッフTシャツや看板作りを

担当しています。「一般」は模擬店の運営、管理をする役割

です。今年度は応募団体が多く、青空祭ではバラエティー

に富んだ模擬店とステージ発表が楽しめると思います。

また「渉外」はゲストを呼ぶため企業との交渉を担当しま

す。「会計」は青空祭にかかわるお金の管理をする大切な

部署です。

　当日は、ゼミやサークルの模擬店・ミスコン・ゲストライ

ブ等、たくさんの企画を用意していますので、ぜひ青空祭

にお越しください。

青空祭ホームページ

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

（福祉心理学科2年

青空祭実行委員長

渡辺 智徳）

10時～3日 11時～ 12時～ 13時～ 14時～ 15時～ 16時～ 17時～



エクステンションセンターで
2013年度後期公開講座開講。申込受付中

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

　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、本学の教育機能を広く地域の皆さまにご利用いた

だく目的で、気軽にご参加いただける公開講座を開催し

ています。2013年度後期公開講座では、美術・心理・子育

て・医療・自然など、13講座を開講中です。

　今後開講される講座は以下のとおりです。日程が近い

講座もございますので、受

講をご希望の方は下記ま

でお問い合わせください。

地域の皆さまを対象に、美術・心理・子育て・
医療など、幅広い内容の講座を開催。

大 短

2013年度後期公開講座

■講座趣旨
現在、学校や地域社会では体験活動の機会や場を確保
することが不可欠となっています。以前は、子どもたち
が自然に触れ合う機会や仲間と遊ぶ場が沢山ありま
した。その中で自然の厳しさ、豊かさを感じ、他者を思
いやる心などを育みました。本講座では、子どもたちに
とって、これからもずっと「とっておきの場所！」であ
る「自然！」をテーマに、子どもの力を引き出す自然体
験活動について、様々な観点から取り上げます。
■講座詳細
【第1回】（終了）生き抜く力を育む自然体験活動
～不登校児童生徒及び一般の児童生徒対象の長期
キャンプの事例を通して～
【第2回】（申込受付終了）豊かなコミュニケーションを
育む体験学習

公開講座および子育て講座のお問い合わせは

新潟青陵大学・短期大学部
エクステンションセンター
新潟市中央区水道町1-5939　
TEL.025（266）9550
ホームページ http://www.n-seiryo.ac.jp
E-mail ex@n-seiryo.ac.jp

明日の保育に役立てる！
子どもと楽しむ保育のおりがみ

■講座趣旨
保育者向けのおりがみ講座です。明日からの保育に生
かせるヒントが満載！作品の選び方、こどもの心を惹
きつける導入、基本の折り方指導、年齢別の指導のポイ
ントから遊び方の発展、展開まで学べます。
■講座詳細
日時 11月9日（土）13:30～15:00
申込締切 10月31日（木）
受講料 1,000円　※本学学生・卒業生割引対象講座
場所 新潟青陵大学・短期大学部
定員 50名（最少定員18名）
対象者 保育系専門職
講師 梨本 竜子

紙1枚で？！動く！！変わる！！
親子で遊べるかんたんおりがみ

■講座趣旨
冬場の室内あそびとして、親子でふれあいながらでき
るおりがみを紹介します。おりがみ用紙で、広告紙で、
新聞紙で・・・マジックのようにおもしろくて、あっとい
う間にできあがる楽しいおりがみの世界！親子で遊ん
で子育てが楽しくなる講座です。
■講座詳細
日時 12月7日（土）10:00～11:30
申込締切 11月27日（水）
受講料 子ども1名500円
  ※本学学生・卒業生割引対象講座

場所 4大学メディアキャンパス
  （新潟日報メディアシップ6F）
定員 親子20組（最少定員10組20名）
対象者 一般成人
講師 梨本 竜子

～妙高アドベンチャープログラムの実践を通して～
日時 11月4日（月）14:30～17:30
【第3回】保育士・幼稚園教諭のための自然体験活動の
指導法
日時 11月15日（金）18:30～21:00
申込締切 11月5日（火）
【全回共通】
受講料 無料
場所 4大学メディアキャンパス
  （新潟日報メディアシップ6Ｆ）
定員 各回30名（最少定員各回12名）
対象者 一般成人・学生
講師 小野 俊巳、室井 修一、近藤 和久
コーディネーター 中野 充
（兼司会進行）

子どもたちに豊かな体験を～生きる力を育む自然体験活動～

■講座趣旨
現代社会の様々な問題を心理学で解説します。ストレ
ス、人間関係、ネット、コミュニケーション、親子、夫婦、
家族、学校、自殺、犯罪。複雑な問題が絡み合う今の時
代に生きるあなたに、心理学の最新情報をわかりやす
くお伝えします。どんな問題も、ポイントは心の中に。
心理学で世界を読み解き、現代社会を生き抜くあなた
の幸福と希望をアシストします。
■講座詳細
【第1回】（終了）暮らしの中のストレス対処法
－折れない心でしなやかに－
【第2回】カウンセリングのしくみ：
話を聞くだけでどうして治るのか？
日時 11月11日（月）19:00～21:00
申込締切 11月1日（金）
【第3回】現代の人間関係：
臨床心理士からみたメディアコミュニケーション

日時 11月18日（月）19:00～21:00
申込締切 11月8日（金）
【第4回】心理学であなたをアシスト！
自殺・犯罪・不登校・幸福・希望
日時 11月25日（月）19:00～21:00
申込締切 11月15日（金）
【全回共通】
受講料 1回1,000円　※本学学生・卒業生割引対象講座
場所 4大学メディアキャンパス
 （新潟日報メディアシップ6F）
定員 各回50名（最少定員各回24名）
対象者 一般成人・学生
講師 【第1回】（終了）齋藤 恵美
 【第2回】横谷 謙次 
 【第3回】浅田 剛正
 【第4回】碓井 真史

心理学が最強の学問である：今を生きるあなたをアシスト！

■講座趣旨
ピアノ作品の『新約聖書』－ベートーヴェン作曲、ピア
ノソナタ全32曲。ベートーヴェンのピアノソナタは、な
ぜこんなに人気があるのか？なぜみんな聴きたくなる
のか、弾きたくなるのか・・・。
不朽の名作－まずは、第23番『熱情』から、お話と演奏
で、日常的にすぐそこに感じながら楽しみませんか？
思いっきり「ベタ」なタイトル、ピアノ作品の王道を
悠々と～ミニコンサートつき！

■講座詳細
日時 2014年2月22日（土）10:30～12:30
申込締切 2014年2月12日（水）
受講料 2,000円　※本学学生・卒業生割引対象講座
場所 新潟青陵大学・短期大学部
定員 50名（最少定員20名）
対象者 一般成人・学生
講師 栄長 敬子

ベートーヴェンのピアノソナタを聴こう！～『熱情』は情熱的に？！～

10月4日（金）に開講された
「生き抜く力を育む自然体験
活動」では、国立妙高自然の
家から講師をお招きし、好評
を博しました。



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。

入学試験日程 夏のオープンキャンパスが終了しました

SEIRYO Smile Again フォローアップミーティングⅣのご案内

新潟青陵学会第6回学術集会のご案内

編 集 後 記
台風一過、新潟市内も急に涼しさが増してまいりました。今号でもご紹介してお

りますが、新潟青陵大学では、将来教育者及び研究者として活躍できる人材の

養成を目的として、平成２６年４月に待望の大学院看護学研究科（修士課程）

を開設いたします。新潟県では深刻な看護師不足が続いておりますが、看護師

を志す学生を育てる教育者を養成することで、この問題の解決に少しでも役立

つことができればと考えております。また、平成２７年度には、学部教育の専門

化・高度化を図るため、学部分離改組を計画しています。これら教育面での強

化に加え、教育環境の向上と防災機能の強化のため、いよいよ大学・短期大学

部の新校舎建設にも着手いたします（平成２８年３月完成予定）。これら教育の

内容と環境の両面で、意欲ある学生の学びをサポートしてまいりますので、引き

続きご指導・ご協力をお願い申し上げます。 （事務局長 栗林 克礼）

推薦入試

一般入試
前期試験

一般入試
後期試験

社会人
特別選抜

看護学科
福祉心理学科
　ソーシャルワークコース
　心理カウンセリングコース
　子ども発達サポートコース

看護学科
福祉心理学科
　ソーシャルワークコース
　心理カウンセリングコース
　子ども発達サポートコース

試験日学科（コース）入試区分
出願期間

（締切日16：30必着）
合格発表
（13：00）

推薦入試

試験日学科（コース）

全　学　科

入試区分 出願期間
（締切日17：00必着）

合格発表
（13：00）

●新潟青陵大学

●新潟青陵大学短期大学部

大学は7/15、8/10、8/21、短大は6/15、7/13、8/3の各3日間
で、夏のオープンキャンパスが開催されました。各回とも
蒸し暑い中での開催となりましたが、学生と教職員が一丸
となって参加してくださった高校生のみなさんを盛り上
げ、充実したオープンキャンパスになりました。

参加してくださった高
校生のみなさん、保護者
の方々、ありがとうござ
いました。
12月7日（土）には、大学・
短期大学部とも受験者
相談会・受験対策セミ
ナーを予定しています。

東日本大震災被災地への継続的な支援を考え、また今後の
支援活動の方向性を探ることを含め、フォローアップミー
ティングⅣ「ボランティアを考えるシンポジウム～東日本大
震災ボランティアでの繋がりからの学び～」を開催します。
日時：平成25年11月2日（土）15：00～16：30（大学祭と同時開催）
会場：本学6号館
※詳細は本学HPよりご確認ください。

「聴くこと・語ること－今、あらためて問い直す－」
日時：2013年 11月 10日（日）10 : 15～16: 00
場所：新潟青陵大学
※詳細は新潟青陵学会ホームページ
（http://www.n-seiryo.ac.jp/gakkai/index.html）を
ご覧ください。

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］
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

※出願の際は、必ず平成26年度学生募集要項で詳細を確認のうえ、出願してください。

※新潟青陵大学編入学生および新潟青陵大学大学院は定員に達したため、募集を終了いたしました。

全学科

全学科

平成25年
11月1日（金）
～7日（木）

平成26年
1月14日（火）
～23日（木）

平成25年
11月1日（金）
～7日（木）

平成26年 
2月13日（木）
～20日（木）

推薦入試と同じ

11月17日（日）11月25日（月）

2月1日（土） 2月12日（水）

3月3日（月）

11月16日（土）11月25日（月）

平成26年
1月15日（水）
～23日（木）

2月2日（日） 2月10日（月）

平成26年
2月24日（月）
～2月28日（金）

3月9日（日） 3月14日（金）

平成25年
11月1日（金）
～7日（木）

11月16日（土）11月25日（月）

3月6日（木）

特別
選抜試験
（社会人・
帰国子女）

特別
選抜試験
（留学生）

平成26年
1月15日（水）
～23日（木）

2月2日（日） 2月10日（月）

二期試験

一期試験


