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M ESSAGE
建学の精神をもとに
新時代にふさわしい教育へ

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

新潟青陵大学学長
諫山　正

新年の挨拶
地域社会の『知の拠点』を目指して

大

　今年4月より大学院看護学研究科修士課程がスタート

し、また来年度に向けて看護福祉心理学部2学科が、それ

ぞれ看護学部と社会福祉学部の2学部となる再編をめざ

して準備が始められました。本学は、地域福祉のリーダー

として期待される広い視野と高い技能を有した福祉・心

理分野の専門職業人および、地域医療の分野における高

い技能と経験が豊富な看護師や保健師等のより「高度な」

専門職業人を養成する『教育型大学』を特徴として設立さ

れました。大学院設置や学部分離は、全学的に設立時と同

様の教育目的に沿いつつ、更に高い教育研究水準を目指

すものであり、地域社会の要請にも応えるものです。

　これからは単に人材養成ばかりでなく、地域社会の医

療保健・社会福祉の課題に対応した教育研究の両面にお

いて、積極的に関る大学独自の地域戦略を構築し、地域社

会において本学が『知の拠点』になることを目指したいと

思っています。具体的には新潟市などの県内主要自治体

との包括連携協定などを出発点として、多様なケアの領

域の共同研究および地域での協働的実践活動の拠点づく

りなどが第一歩となるでしょう。

　また看護・福祉のケア学の領域と並んで、青陵学園の得

意分野は児童福祉・保育領域ですから、子育ち・子育て支

援を先導的・総合的に行うセンターの設置も視野におい

ています。こうした地域連携の成否は、それらのネット

ワークに、多くの卒業生の皆様や、関連施設の職員の皆様

が参加していただけるかどうかにかかっています。皆様

のご支援を期待いたします。

理事長・
新潟青陵大学短期大学部学長
関　昭一

新年の挨拶
「建学の精神」を改めて見つめ直す

　多年の懸案であったキャンパスの改築は、本学園の進

歩の気風と風致地区の自然を感じさせるデザインをと考

えています。まず幼稚園舎一期工事を26年度中、1号館前

庭に改築します。その跡に大学、短大棟を27，28年度の2年

間掛けて改築、その後に現在の1，2号館を取壊し、園舎二

期工事を行います。皆さんは自信を持って知己友人を

キャンパスに案内出来るでしょう。教育内容もまた皆さん

が母校と誇り、荒波の生涯に憩う母港の役割を果たした

いと願います。

　これからの日本社会は大きく変化します。人的にも物

的にも国内外の垣根は消滅します。大手企業は外国人幹

部を採用し、外国人の助っ人を要望する現場は増大の一

途ですが、私は世界の民族がその特色を失って「民族の坩

堝」の中で融合してしまうことが人類の幸福とは思えま

せん。多種多様な個性と文化を活かし、それぞれの幸福の

追求こそが人類の発展と云うべきなのです。私たちは日

本文化の豊かな自然の粋を守り、勤勉とか和とかの共同

体固有の徳目を失ってはなりません。

　豊かになり過ぎた為に「目的意識」を失った若者が増え

たと云われます。大学行事などで先生方が学生たちと一

緒に汗を流す一体感がその「志」を伝えるのに役立つと考

えます。実学を持って時代と地域のニーズに応えること

が私たちの「建学の精神」なのです。

短
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R EPORT
ケアの中で「聴く」「語る」の
意味を問い直す学術集会

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

新潟青陵学会の
第6回学術集会報告について
　2013年11月10日（日）、新潟青陵大学において新潟青陵学会第6回

学術集会が開催されました。

「聴くこと・語ること  －今あらためて問い直す－」をテーマとした

今集会では、京都大学大学院人間・環境学研究科研究員の佐藤泰

子氏による基調講演「人はなぜ悩む、楽になるとは　～聴くこと、

語ることの本当の意味～」という演題でお話いただきました。佐藤

先生は、人や病者の苦悩について哲学、精神医学をベースにして研

究され、患者さんとの対話場面をフィールドとしてケアのあり方

を探ってこられた方であり、そのお話は本学術集会の中心的な柱

となるものでした。

　この基調講演をうけて、新潟県内の病院や施設等において、看

護・相談援助・支援等を行っている5名の実践者（うち1名は昨年度

の本学福祉心理学科の卒業生）と、本学教員の4名のコーディネー

ターによって、「聴くこと・語ること」のケアとその実際に焦点をあ

ててワークショップを行いました。これらのワークショップには次

の4つのテーマを企画いたしました。

「緩和ケアの現場で語りを聴く」

「子育て中、本音を語り自分らしさを知るための母親支援」

「精神障害者とのかかわり  －思いを聴く－」

「認知症利用者と支援者の会話分析」

　基調講演から引き続き行われたこれらのワークショップでは、

参加者による活発な議論がなされ、日々行っている自らの看護・相

談援助・支援を振り返り、より深いケアへのヒントや理解が得られ

ました。

　その後行われたポスターセッションは、看護・福祉・心理・教育領

域に関する基礎研究・調査研究の示説発表の場として企画し、11の

発表者、グループの参加がありました。看護・福祉・心理・教育のそ

れぞれの学問領域を超えて学際的なケア学を構築するため、会場

は学問領域が交叉できるよう配慮することにより、他領域の専門

職との議論が活発に行われました。

　今回の学術集会には学会員参加者187名（正会員48名、学生会員

139名）、会員外参加者27名（24名、本学卒業生3名）、総計214名の参

加者があり盛会でした。

　また会場には、障害者地域活動支援センター４事業所のスタッ

フ（障害当事者・職員20名）から協力を得て、喫茶やクッキー、手作

り小物等の販売を行ってもらい、地域と密接に繋がりあう大学の

あり方のヒントを得ることができました。

(新潟青陵学会第6回学術集会企画委員総務担当  荒木重嗣)

大

ポスターセッション演題

演題1． 看護師の異文化受容態度・年代別比較
 ○小島さやか、中村悦子（新潟青陵大学）
演題2． 初年度教育におけるリーディング指導の成果と課題
 －看護学生と教員による授業評価を通して－
 ○柄澤清美、中村恵子、中村圭子（新潟青陵大学）
演題3． 専門職養成系大学において重点的指導が必要なスタディ・スキル
 ○岩﨑保之、佐藤貴洋、海老田大五朗、原田留美（新潟青陵大学）
演題4． 韓国の食・出産文化における妊婦管理と産後ケアの実際
 ○池田かよ子、李在檍（新潟青陵大学）、田惠媛、李素泳（コットンネ大学）
演題5． 精神疾患患者への多飲症心理教育を試みて
 ○松井剛、井上亮、柏美智（新潟信愛病院）
演題6． 脳神経系疾患の手術を受けた高齢者の看護の実際と課題の検討
 ○金子史代、倉井佳子（新潟青陵大学）、五十嵐恵、吉村友里、児玉直子
    （桑名恵風会桑名病院）

演題7． 食物アレルギーを持つ児童生徒の学校における対応と課題
 ○本間昭子、塚原加寿子、山際岩雄、和田由紀子、坪川トモ子、
  田辺生子（新潟青陵大学）
演題8． 地域資源活用に関する高齢者ニーズの考察 
 －地域の茶の間利用者のインタビュー調査結果から－
 ○李在檍（新潟青陵大学）
演題9． 小児看護における感情労働と被暴力体験
 〇和田由紀子、本間昭子（新潟青陵大学）
演題10． 新潟青陵大学キャンパスにおけるバリアフリー環境について
 －学内の実地調査から考える－
 〇田中清（新潟青陵大学）
演題11． ソーシャルワーク実践と福祉専門職
 〇花澤佳代（新潟青陵大学）、木下英奈（耕房“光”）、
  長沼憲代（耕房“輝”）、池乗桂（角田の里）

プログラム

1）基調講演　11：20～12：20
「人はなぜ悩む、楽になるとは ～聴くこと、語ることの本当の意味～」
講師 ： 佐藤  泰子  先生（京都大学大学院人間・環境学研究科研究員）

2）新潟青陵学会総会　12：20～12：45
3）ワークショップ　13：30～15：00
WS.1 「緩和ケアの現場で語りを聴く」
話題提供者 ： 小池  宣子 氏（南部郷厚生病院：緩和ケア認定看護師）
コーディネーター ： 佐々木  祐子（新潟青陵大学看護福祉心理学部 看護学科准教授）
WS.2 「子育て中、本音を語り自分らしさを知るための母親支援」
話題提供者 ： 松山  由美子  氏
 （西区子育てサロン「はっぴいmamaはうす」代表：開業保健師）
コーディネーター ： 坪川  トモ子（新潟青陵大学看護福祉心理学部 看護学科准教授）
WS.3 「精神障害者とのかかわり －思いを聴く－」
話題提供者： 青木  美代子  氏
 （社会福祉法人上越つくしの里医療福祉協会  つくし工房：精神保健福祉士）
 丸山  ひろみ  氏
 （上越市福祉交流プラザ障害者相談支援センター：精神保健福祉士）
コーディネーター ： 花澤 佳代（新潟青陵大学看護福祉心理学部 福祉心理学科准教授）

WS.4 「認知症利用者と支援者の会話分析」
話題提供者 ： 松尾  美貴  氏（社会福祉法人かえつ福祉会：介護福祉士）
コーディネーター ： 海老田 大五朗（新潟青陵大学看護福祉心理学部 福祉心理学科助教）

4）ポスターセッション 14：30～16：00
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C URRICULUM
新たな国際交流の礎となる
国境を越えたボランティア

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

韓国・コットンネ大学と協同で
ボランティア研修旅行に参加

　昨年に続き2014年1月10日から16日の間、フィリピンで

のボランティア研修旅行に本学の学生7名が参加しまし

た。これはフィリピン・マニラにある施設でのボランティ

ア活動に本学学生が参加するもので、今年で2回目となり

ます。訪れたのは、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が属するカトリック団体「コットンネ」

の施設です。コットンネはフィリピン以外にもウガンダ、

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。

　今回訪れたマニラには、コットンネの高齢者施設と児

童養護施設があり、参加した学生や引率の教員はそのう

ちの高齢者施設に宿泊。そこで活動するシスターやブラ

ザー、暮らしている高齢者の方々、さらにコットンネ大学

の学生とも活発な交流ができました。同施設では高齢者

の方々に本学の学生たちが歌を披露したほか、カード

ゲームや折り紙、ネイルや食事の介助等も経験。言葉がな

大

高校の頃から外国文化に興味があり、2013年、2014年の研修旅行

に参加しました。訪れた支援先で印象深いのは、貧困層が暮らす

ごみ山や墓地です。彼らは墓地清掃などで収入を得ていること

もあり、ここが生活の基盤なのです。私たちから見れば貧困の実

態に驚くばかりですが、住む人は明るく堂々と生活しています。

住人の皆様に食事を提供しながら感じたその温度差から、自分

で事実を確かめる大切さを学びました。1回目の研修後は看護師

として彼らのために何かしたいと思い、実習に対する姿勢も変わ

りました。しかし、再訪して感じたのは、衣食住が整っていない地

域では看護よりも公衆衛生の啓蒙が必要だということです。コッ

トンネ大学（韓国）の学生と協働し、考え方や文化の違いを理解

しながら行った支援活動は、自分に何ができるか、また何がした

いかを深く考える機会を与えてくれました。

（看護学科2年　清野未華さん）

参加学生の感想

研修プログラム

1/10（金）

入国

1/11（土）

オリエンテーション
地区の子どもたちと交流会（レクリエーションや出し物を披露）

1/12（日）

ボランティア活動（ソマンハウス「希望の家」（高
齢者施設）にて活動）

マニラ見学

1/13（月）

ボランティア活動（ソマンハウス「希望の家」（高
齢者施設）にて活動）
NGO法人Childhopeからの説明

1/14（火）

ボランティア活動
サランハウス「愛の家」（児童養護施設）にて活動
Childhopeと共にstreet educationに参加

1/15（水）

お墓とそこに住む人たちの視察
自由時間

1/16（木）

出国

かなか通じない中でも、施設のブラザーたちの助けを借

りて楽しく充実した交流となりました。

　また児童養護施設では、児童約150人を招待した交流イ

ベントでダンスを披露する機会も……。コットンネ大学の

学生による洗練されたダンスに刺激され、本学学生も

AKB48の曲を踊り、子どもたちを大いに楽しませることが

できました。

　このほかストリートチルドレンに対する地元NPOの活

動を見学し、さらに裕福な人と貧しいと人とで違う墓地

の様子を目の当たりにしたことによって、フィリピンに根

強く残る貧富の差を実感しました。学生たちは今回の研

修旅行でさまざまな驚きを受け、また新たな疑問を見い

だすなど、貴重な体験の連続となったようです。
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V OLUNTEER
学生が主導する活動で
地域社会との交流も盛んに

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

大 短

学生ボランティアコーディネーターが
妙高感謝祭に参加しました

　2013年10月14日（祝）、国立妙高少年自然の家で行われた

「妙高感謝祭」にボランティアコーディネーターの学生が

ボランティアとして参加してきました。当日は3,000人以上

の来場者が訪れる中、本学はアウトドアチャレンジ野外力

検定のブースを担当し、子どもたちと楽しく活動すること

ができました。

　検定のための種目は「巻結び」「もやいむすび」「長さどん

ぴしゃ」「においの達人」で、学生たちはこの日のために、1ヶ

月以上も前から準備を続けてきました。「子どもたちにどう

やって説明したらいいか」「楽しくやってもらうには」「もっ

と効率の良いやり方はなないか」と試行錯誤の末に当日を

迎えたのです。

　当日は大盛況で、子どもたちの笑顔があふれるブース

となりました。慎重にひとつずつ丁寧にやる子。自信満々

で大胆にやる子。何度も粘り強くやる子。さまざまな取り

組みをする子どもがいることを改めて実感できました。

また、保護者のみなさんも子どもたち以上に喜んで真剣

に取り組まれていて、子どもも保護者も達成感を得られ

る体験になったようです。参加した学生にとっても、子ど

もたちとの接し方や会場の運営など、沢山のことを学ぶ

機会となりました。

　今後も学生ボランティアコー

ディネーターが中心となり、学生

や地域からの多様なニーズに応え

ながら、より有意義なボランティ

ア活動を行っていきます。

大 短

震災の記憶を風化させず、
継続的な支援を行っています

　「東日本大震災」発生から3年の月日が過ぎました。被災

地で多くのボランティアが支援活動を行い、本学において

も震災以来ボランティアバスを陸前高田市へ延べ14回送

り出しました。また、個々人がそれぞれの想いで震災支援

にも関わってきました。被災地では、多くの方が、これまで

経験したことのないような困難と直面し、今なお、それと向

き合いながら生活をされています。この『3月11日』という日

を風化させたくない、という思いから本学においても継続

的な支援を震災以来考えてきました。

　困難を乗り越える勇気を感じること、そして地域に根ざ

した大学として、今後の支援活動の方向性を探ることも含

め、2013年11月2日には陸前高田市の復興に尽力されてい

る陸前高田ロータリークラブ柴田見様と水戸ロータリーク

ラブ秋山現信師のお二人をお招きし、「フォローアップミー

ティングⅣ」を開催することができました。

　また今年度は、新潟からできる支援をしたいという願い

から11月2、3日に行われた学園祭（青空祭）にて、岩手県陸

前高田市の物産品を販売しました。新潟ローターアクトク

ラブの協力により、県内のロータリアンやアクターの皆様

にもお声掛けいただけたことにより、多くの皆様のご参加

を得ての開催となり、人と人とのつながりの輪が広がりま

した。これからも本学一丸となっての支援活動を展開して

いきます。

本学ではボランティアコー
ディネーターの学生を中心
に様々なボランティア活動
を行っています。

当日は天気にも恵まれ多くの子どもたちに楽しみ
ながら学んでもらいました。

継続的な支援を考え、今後
の支援活動の方向を探る
フォローアップミーティン
グも4度目の開催となりま
した。

ぞれぞれが考える『支援』に
ついて発表しあいました。



　平成25年度の青空祭（学園祭）は11月2日（土）・3日

（日）に開催されました。

　この日に向けて4月から約半年間、120名を超えるス

タッフで準備を進めてきました。準備を進める中では前

日の会場設営であったはずの椅子が足りなくなるなど、

最後の最後までいろいろな事が起こり、本当に青空祭を

成功させることが出来るのかと悩み、涙することもあり

ましたが、青空祭を大成功で終えることができて嬉しく

思います。

　当日までには何度も会議を重ねてきましたが、青空祭

が終わった後の最後の会議でのみんなの笑顔、涙は今ま

での苦労をふきとばしてしまうくらいに、そして、みん

なで協力して作り上げてきた青空祭が終わってしまう

のがさみしいくらい、感動的なものになりました。一生

忘れることのできない最高の宝物になりました。

　今年の青空祭では2日にミス・ミスター、逆ミス・逆ミス

ターコンテストが行われ、3日にはCODE-Vさんのライブを

行いました。また、両日ともクラブ・サークルのステージパ

フォーマンスが充実していただけでなく、模擬店は例年を

上回り50店舗近くなるなど多くの学生が積極的に参加し

てくれたおかげで大いに盛り上がることが出来ました。

　素敵なライブを届けてくださったCODE-Vの皆さん、

ライブのセッティング等でご協力をいただきました

キョードー北陸の皆様、ご迷惑をおかけしたにも関わら

ず、たくさん助けてくださった教職員の皆様、たくさん

のアドバイスをくださった先輩方、例年以上に積極的に

参加・ご協力いただいた学生の皆さん、共に頑張った青

空祭スタッフ、そしてご来場いただいた皆様方、青空祭

に関わってくださったすべての方に心より感謝いたし

ます。本当にありがとうござ

いました。

（人間総合学科2年　青空祭

実行委員長　肥田野咲希）
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　昨年暮れ、人間総合学科人間総合コース2年生による

教科発表〝ファッションショー″を無事に終えることが

できました。人間総合学科として9回目になりますが、毎

年、先輩の姿に憧れ、履修してくる学生の、学び得た1年

間の集大成です。

　毎年、本学で開催される夏のオープンキャンパスで紹

介しているミニ・ファッションショーをみて、本学の入学

を決めた学生もいます。入学前まで、ほとんど被服製作

の経験がない学生も多くみられ、作品を完成させるまで

の苦労は並大抵ではないことを知り、悩むなかにあって

も、自らの力を信じて進むしかない日々を過ごしてきま

した。

　授業以外の空き時間は実習室に通い、同じ目的をもつ

友と共に、自己目標に向かって努力する毎日があったか

らこそ、夢の実現に至ったのです。さまざまな想いが込

められたドレスを身につけて登場した学生ですが、どの

顔も達成感に満ち溢れ、きらきら輝いていました。

　また舞台の上の2年生をサポートしている、後輩たち

の頑張り、照明や音響など1年生の協力なくして、ファッ

ションショーは成り立ちません。ファッションショーを

通して得た尊い経験のなかで、お世話になった方々に対

する、感謝の気持ちを忘れず、社会人として歩んで欲し

いと願っています。

人間総合学科　第9回
教科発表〝ファッションショー″

E VENT
努力を重ねて得た成果が
一生の支えになる経験に

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

短 大 短

青空祭を終えて

自作のウェディングドレス
に身を包み、教員との記念撮
影は達成感でいっぱいに。

後輩たちの協力に支えら
れ、ステージでは華やかな
ショーが続きました。

多くの方々に支えられ最高の2日間
にすることができました。



2014年度 前期公開講座

DUCATION
エクステンションセンターで
2014年度前期公開講座を開講

NIIGATA SEIRYO NEWS
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・短期大学部では、大学・短大の教育機能を

広く地域の皆様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。

2014年度前期では、子育て、福祉、食育、パソコンなど19講

座を開講する予定です。開講の予定は下記のとおりです。

４月以降に順次申し込みを開始いたしますので、ご興味

のある方はぜひご参加ください。

地域の皆様を対象に子育て、福祉、食育、
パソコンなど幅広い内容の講座を用意

大 短

【公開講座および子育て講座のお問い合わせ】
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
http：//www.n-seiryo.ac.jp   E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft Word 2013

Microsoft Excel 2013

Microsoft Access 2013

基礎

応用

基礎

応用

基礎

応用

基礎

応用

800円

800円

800円

500円

無料

500円

4,500円

500円

500円

6,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

本学

本学

本学

本学

本学

講師受講料 場所講座タイトル 開催日時

大竹 孔三（Sounding Joy JAPAN 代表、アメリカ音楽
療法協会定音楽療法士、ノードフ・ロビンズ認定音
楽療法士）心理学科 教授）

塚原 加寿子（新潟青陵大学 看護学科准教授）
ファシリテイター：斎藤まさ子（新潟青陵大学看護福
祉心理学部准教授）

浅見　直（新潟青陵大学 看護学科 教授、医学博士、
小児科専門医）

海老田 大五朗
（新潟青陵大学 福祉心理学科 助教）

宮田 浩史（迎賓館TOKIWAサービス部課長）

池田 かよ子（新潟青陵大学 看護学科 教授、誕生学ア
ドバイザー（公益社団法人誕生学協会））

宮越 敏夫（新潟青陵大学短期大学部 准教授、武蔵野
美術大学彫刻科卒、県展無鑑査・県美術連盟会員・市
美術協会理事）
郷 秀人（新潟県済生会三条病院 院長）
■皮膚・排泄ケア認定看護師：林 智子（新潟県立中央病院）、深井 里美（南
部郷総合病院）、長谷川千夏（新潟県立がんセンター新潟病院）、三須恵
美子（燕労災病院）

中野 充
（新潟青陵大学 福祉心理学科 准教授）

村山 和恵
（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 助教）

村山 和恵
（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 助教）

中野 充
（新潟青陵大学 福祉心理学科 准教授）

南雲 秀雄
（新潟青陵大学 福祉心理学科 教授）

本学

本学

本学

本学

本学

本学

本学

本学

本学

本学

メディアシップ

メディアシップ

6/22（日）
13：00ｰ18：00

6/21（土）
13：00ｰ18：00

6/1（日）
13：00ｰ18：00

5/31（土）
13：00ｰ18：00

5/25（日）
13：00ｰ18：00

5/24（土）
13：00ｰ18：00

5/18（日）
13：00ｰ18：00

5/17（土）
13：00ｰ18：00

7/26（土）
9：30ｰ15：30

7/9・16・23・30、8/6
（毎週水曜）
18：30ｰ20：30

6/21（土）
10：00ｰ11：30

6/7（土）
10：00ｰ11：30

6/25（水）
13：00ｰ16：15

6/7（土）
未定

6/12（木）
11：15ｰ12：15

6/8（日）
13：00ｰ16：15

5/27（火）
19：00ｰ20：30

5/16（金）
19：00ｰ20：30

5/13（火）
19：00ｰ20：30

音楽療法ってなに  
～ミュージックセラピーで生きる力を～

青少年のための音楽療法
～心に問題を抱える青少年へのミュージック
　セラピー～

障がい児や高齢者のための
音楽療法

不登校のわが子にどう向き合えばいいか
～みんなで考えよう！～

こどもの病気
－こんなとき、どうする？－

会話から認知症を理解する：
認知症を患った人とのコミュニケーション

迎賓館TOKIWAで「和食の良さ」を
学びましょう！

誕生学®
－生まれてきたことが嬉しくなると
　未来が楽しくなる－

初心者のための手練り陶芸講座

看護師だからできる高齢者の排尿ケア

新潟市産業
振興センター

迎賓館
TOKIWA



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。

大 短大学 短期大学部

編 集 後 記 NIIGATA SEIRYO NEWS 2014/02 February No.7

新潟青陵大学では、念願の大学院看護学研究科を４月より開設い

たします。実践に即した教育研究者の育成を目指し、看護師として

働きながら学ぶ、意欲ある学生７人（定員６人）が、第一期生として

入学する予定です。また、学部分離改組、地域との連携等、ダイナ

ミックな動きが予定されています。これらの情報を皆様にタイム

リーにお伝えする手段として、新たに、F A C E B O O K

（https://www.facebook.com/niigata.seiryo）を立ち上げました。主

として、社会人と卒業生に向けて情報を発信しております。今号に

掲載されております、公開講座の紹介なども随時行っていますの

で、ぜひ訪問していただければ幸いです。（事務局長 栗林 克礼）

●平成25年度卒業式
平成26年3月18日（火）
短期大学部：開式11：00
大学・大学院：開式14：00
会場：新潟市芸術文化会館(りゅーとぴあ)

●平成26年度入学式
平成26年4月2日（火）
短期大学部：開式10：30
大学・大学院：開式14：00
会場：新潟青陵大学・短期大学部体育館

平成26年3月22日（土）
10：00～14：00
〈内容〉
学科コース紹介、職業紹介、入試概要&学費説明、学食
体験、学校見学、ピアノ体験 等

●図書館　開館時間 ： 平　日 8：30～21：00
 土曜日 9：30～17：00
※開館時間の短縮、休館日などがあります。

詳しくは図書館ホームページ
http://www.n-seiryo.ac.jp/library/index.htmlをご覧ください。

●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、地域の一般の
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（木曜日を除く）
受理面接　13：00～17：00（木曜日はお休みいたします）
相談面接　10：00～18：00（担当者によって異なります）
臨床心理センター直通電話番号　025-266-9533
（受付時間　木曜を除く平日10：00～17：00）

学校行事について 短期大学部オープンキャンパス

平成26年3月23日（日）
10：00～14：00
〈内容〉
学科紹介、職業紹介、学食体験、学校見学、フリートーク 
等

大学オープンキャンパス

地域の皆さまへのお知らせ

大学院看護学研究科  平成26年4月開設

設置に向けて準備をすすめておりました新潟青陵大学
大学院看護学研究科について、昨年12月に文部科学省
より設置が認可されました。平成26年4月開設となり、第
一期生を迎えます。次号では開設後の看護学研究科に
ついてお知らせいたします。どうぞご期待ください。

なお、4月以降に相談会や施設見学、個別相談を行う予
定です。詳細は本学ホームページをご覧ください。

 【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
TEL .025-266-8833　FAX.025-266-9642
E-mai l　ao4@n-se i ryo .ac . jp

〒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




