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新しい日本をつくる学生を丁寧に育てる教育機関として

看護の現場と連携しながら、専門家を育てる本学の看護教育

平成27年4月、現行の1学部から2学部3学科へと教育がさらに進化
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公開講座や就職によって大学・短期大学部の知を社会へ

大学・短期大学部・大学院の教員や新入生数など最新情報のご紹介

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部からのお知らせ

大学入学式　入学生宣誓

・子育て応援隊～つぼみのひろば～子育て講座のご案内
・新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部平成25年度卒業生就職状況のご報告

・2014年度新任教員と2013年度退任教員のご紹介
・大学・短期大学部・大学院2014年度新入生数のご報告

・看護福祉心理学部の改組によって、看護学部と福祉心理学部を設置。

・看護をめざす決意を新たにする戴帽式。学生主体の企画・運営で心に残る式に。
・大学院看護学研究科で学び始めた社会人学生の声を紹介します。

・70年、80年の人生を見据え、この2年間を生涯学習の基礎に。
   理事長・新潟青陵大学短期大学部学長　関　昭一
・高度な専門性と同時に広い教養も身につける4年間にしてほしい。 
   新潟青陵大学学長　諫山　正



新しい日本をつくる学生を
丁寧に育てる教育機関として
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高度な専門性と同時に広い教養も
身につける4年間にしてほしい。

大短

2014年4月2日（水）午後
2時から、本学体育館で
新潟青陵大学・新潟青陵
大学大学院の入学式が
挙行され、看護福祉心理
学部232名（編入学生含
む）、大学院看護学研究
科6名、大学院臨床心理
学研究科10名の新入生
を迎えました。

2014年4月2日（水）午前
10時30分から、本学体育
館で新潟青陵大学短期
大学部の入学式が挙行
され、人間総合学科・幼
児教育学科、合計360名
の新入生を迎えました。
式終了後、オリエンテー
ションでキャンパスライ
フに向けた説明が行わ
れました。

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

　入学生の皆さん、おめでとうございます。未来への希望を胸に、

新潟青陵大学に入学された皆さんを、私たちは熱い期待を持っ

て歓迎いたします。また、ご子弟の成長を温かく見守り、支援して

こられたご家族の方々に、心よりお祝い申し上げます。本日より

皆さんは看護福祉心理分野における次世代のプロフェッショナ

ルをめざして学業を積まれることになります。いま社会が最も必

要とする分野を選択された皆さんの決意は本当に素晴らしいも

のです。この決意を一時も忘れることなく、皆さんがこれからの

学園生活において「＜深い知力＞と＜教養豊かなコミュニケー

ション力＞」を培っていただくことを期待しています。「深い知

力」を得るには本や講義に限定せず、これからの人生のあらゆる

経験を自分自身の成長の糧とするよう心がけてください。人生の

道の一歩一歩は、自分が意識するとしないにかかわらず、皆さん

の成長の糧になるものです。見たい、聞きたい、知りたいという人

間の持つ最も根源的な欲求をいい方向に生かすことで、深い知

力を磨いていただきたいと思います。「教養豊かなコミュニケー

ション力」とは、「誰とでも、どんな状況でも、自分の言葉で語り、

人と接する能力」のことです。その上で「他人の立場を常時優先し

て考えられる人間」をめざしてください。他人の立場に立つため

には、その人に関心を持ち、よく知っていることが求められます。

ケアの現場だけではなく豊かな友情関係を築く際にももっとも

大事なことではないでしょうか。『論語』に「理性で知ることは、感

情で好むことの深さに及ばない。感情で好むことは、全身を打ち

こんで楽しむことの深さに及ばない」という意味の言葉がありま

す。読書でも、音楽鑑賞でもよいのです。全身を打ちこんで楽しめ

ることを発見してください。高い専門性を支えるには、広く豊か

な教養が何よりも必要ですから。そして皆さんがどのような教養

のジャンルを選択するにせよ「楽しんで学ぶこと」をぜひ学生生

活のモットーとしてください。

　皆さん、ご入学おめでとうございます。永い伝統の新潟青陵学園

の新しい発展を続ける短期大学部ご入学に敬意を表し、歓迎申し

上げます。大学は学生生活の最終ラウンド、入学早々に二年後の就

職、社会人を視野に入れることで、高校までとは次元の違う立場に

居ます。皆さんは就職活動をすることで世間を知り、企業を理解す

る機会を得るのです。一方、学校の授業ではご自分の人生の方向と

生涯に渡る学習の基盤を確かにして頂きます。皆さんは人生の先

輩でもあるご両親様と話し合い、アドバイザーの先生やキャリア

センターの助言も得て、人生の方向、人生の目標を定めて下さい。

私は皆さんに幾つかの目標を掲げての試行錯誤をお勧めします。

背伸びし過ぎて失敗することがあっても、何度でもトライして下

さい。目標達成の喜びは勿論ですが、全力を尽くしての失敗もまた

爽やかなのは若者の特権です。超多忙な2年間ですが職業体験や

ボランティアなども積極的に参加し、人生体験を豊かにすること

をお勧めします。皆さんは短大卒業の称号だけが目的で入学され

たのでは無い筈です。幼児教育や介護福祉などの分野は、これか

らの日本で益々重要性を増していきます。その専門性を高めるこ

との意義を確実にして下さい。総合コースでは多岐多様な資格を

メニューから選んで選択が可能ですが、資格の数をこなすのでな

く、数は少なくとも掘り下げ、究めることに留意して下さい。四年

制大学3年次編入学のチャレンジコースも用意してあります。今年

は本人も驚く難関大学に編入学した学生もいました。短期大学は

僅か2年間で四年制大学の半分と考えないで下さい。70年または

80年の生涯学習の中の2年間の差は、量的に云えば誤差の範囲内

です。短大2年間で生涯学習80年の基礎をしっかり固めて頂きた

いと私たちは願っています。そして短大卒業後にも更に上位の資

格取得をサポートするなど、私たちは皆さんと生涯通じてのお付

き合いと心得ているのです。皆さんの楽しくかつ意義深い本学の2

年間を祝福して式辞と致します。

70年、80年の人生を見据え、
この2年間を生涯学習の基礎に。



大

　2014年4月、大学院看護学研究科が開設となりまし

た。意欲ある6人の学生が第一期生として入学し、それ

ぞれが仕事や家庭と両立しながら学んでいます。入学

して1ヵ月余り、今回は学生からのコメントをお届けし

ます。

看護の現場と連携しながら、
専門家を育てる本学の看護教育

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

看護をめざす決意を新たにする戴帽式。
学生主体の企画・運営で心に残る式に。

　去る5月10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14回戴帽式が厳かに挙

行されました。「看護をめざす決意を新たにする」ことを目

的に、88名の学生が看護への新たな決意と強い意志を胸

に、“誓いのことば”を宣誓しました。

　新潟青陵大学の戴帽式は、学生が主体で企画・実施して

います。1年生の10月には戴帽式委員会を立ち上げ、全員が

立候補という主体的な委員20名が全員で準備にあたりま

した。

　入場、戴帽、灯火、誓いのことば、キャンドルサービスな

ど、心に残る素敵な式にしようと一つ一つ検討を重ねまし

た。特に、みんなで創りあげたいという思いは、委員のみな

らず学年全体に浸透していて、練習の段階からお互いに協

力しあう姿があちこちに見られました。式当日はもちろ

ん、準備と後片付けまで、その姿勢は変わりませんでした。

各自が自分たちで作り上げた式という自負があったもの

と思われます。

　学生対象のアンケート調査では、「これから看護の道を歩

むと再確認した」「離れて暮らす家族にユニフォーム姿を見

てもらえてよかった」「良い戴帽式になったと思う」などの感

想が見られました。また、ご家族を対象としたアンケート調

査では、感動の想いや学生

たちへの激励のことばが

多く述べられていました。

　「看護をめざす決意を

新たにする」日となった

ようです。

大学院看護学研究科で学び始めた
社会人学生の声を紹介します。

院

平成22年から23年にかけて本学の認定看護師研

修センターにお世話になり、皮膚・排泄ケア認定

看護師の資格を取得しました。認定看護師として

活動する中で患者さんの傷だけを見ていては改

善しない、もっと全体を見なくてはいけないこと

に気づき、大学院への進学を決意しました。職場

の理解も得られ週2～3日通っています。仕事をし

ながらの学業は思った以上に大変ですが、充実し

た日々を送っています。（泉田 貴美子）

私は、４人の子をもつ母です。今年、末の双子が大

学に進み、私もこれからの将来を考え、看護管理

を深めたいと我が家の５人目の学生になりまし

た。自宅での予習復習に硬い頭を抱え、何度も同

じ個所を読み返しながら、ため息をついていま

す。体力的にも職場や家庭との両立は、厳しいと

思っていましたが、周囲の協力と若さあふれる学

生のエネルギーをもらい大学院での協同学習を

楽しんでいます。（伊藤 由刈）



平成27年4月、現行の1学部から
2学部3学科へと教育がさらに進化
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看護福祉心理学部の改組によって、看護学部と
福祉心理学部を設置。 

看護学部

【看護学科（指定学校申請中）】

　「看護師」「保健師」「助産師」「養護教諭」の資格をめざせ

る多様性、福祉や心理の科目も履修できる柔軟性といった

従来の魅力はそのままに、これまで以上に専門性を高めま

す。また倫理観が問われる今だからこそ生命倫理に関する

科目を必修化、高い倫理観を身につけます。さらには国内

外で活躍できる看護職となるため語学力や国際理解の科

目を強化するなど、複雑化する現代医療に対応できる最先

端の知識や技能を備えた看護職を育てます。

大 福祉心理学部

【社会福祉学科】

● ソーシャルワークコース

　さまざまな社会福祉制度を利用する方の相談役として活

躍し、地域社会に貢献できる人材を育てます。社会福祉士と

精神保健福祉士のW取得をめざします。

● 福祉ケアコース

　介護領域、福祉領域、心理領域に裏づけられた指導、育成方

法の基本を学び、現場やスタッフを支えられるリーダーシッ

プのある介護福祉士を目指します。

● 子ども発達サポートコース

　子どもと保護者を支えるため、福祉の視点を持つ子育て支

援の専門家をめざします。子どもや保護者を取り巻く社会の問

題を解決するため、保育士としての広い視野と多くの視点を身

につけます。

【臨床心理学科】

　多角的・多層的に人のこころを学べることが特徴です。他学

科の科目も履修可能なため、広い視野を持って問題解決に取

り組む力が身につきます。人々の心に寄り添い、問題を解決し

て、成長を支援する「心のケアの専門家」を養成します。また、

本学大学院臨床心理学研究科の所属だった教員が学部の所

属となり授業を担当することで、高度な知識まで学べる環境

が整います。基礎から臨床までを見すえた教育により、卒業後

は人と関わるあらゆる実践現場から「臨床心理士」をめざす大

学院進学まで、進路の幅は大きく広がります。

看
護
福
祉
心
理
学
部

看護学部
看護学科

社会福祉学科
　●ソーシャルワークコース
　●福祉ケアコース
　●子ども発達サポートコース

臨床心理学科

福祉心理学部

看護学部 看護学科
看護師（国）／保健師（国）／ 助産師 （国）
／養護教諭一種免許状

福祉心理学部 社会福祉学科
【ソーシャルワークコース】
社会福祉士 （国）／ 精神保健福祉士 （国）、
認定心理士 他  
【福祉ケアコース】
介護福祉士 （国）／ 社会福祉士 （国）
／ 認定心理士 他  
【子ども発達サポートコース】
保育士 ／ 社会福祉士 （国）／ 認定心理士 他 

福祉心理学部 臨床心理学科
認定心理士 ／ 社会福祉士 （国） 他

募 集 概 要取 得 資 格

※看護師・保健師・助産師資格については学部分離改組に伴い指定学校
の再申請中のため、教育内容が変更となる可能性があります。
※養護教諭免許状については学部分離改組に伴い教職課程の再申請中
のため、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開
設時期が変更となる可能性があります。

■募集人員

看護学部
　看護学科　85人

福祉心理学部
　社会福祉学科　75人
　　・ソーシャルワークコース　15人
　　・福祉ケアコース　20人
　　・子ども発達サポートコース　40人
　臨床心理学科　35人

■選考方法・入学試験日程

１．AO入試（社会福祉学科のみ）
出願期間：平成26年8月1日（金）～21日（木）16：30
試験日：平成26年8月31日（日）および9月14日（日）
※面談・面接を2回実施
合格発表：平成26年9月24日（水）13：00

２．推薦入試
出願期間：平成26年11月4日（火）～6日（木）16：30
試験日：平成26年11月16日（日）
合格発表：平成26年11月25日（火）13：00



少人数で1年生から、社会人基礎力を養成

　論理的思考力、行動力、チームワークなど、社会で必要

な教養や基礎力を養成。時代が求める地域活性や国際協

力などの分野のため、次の3つを重視しています。

語学力よりコミュニケーションする意欲を重視した海

外研修、国内での国際交流へ参加。

全学共通科目「地域連携とボランティア」で地域と協力

して課題解決にもチャレンジ。

入学時から1人1台のノートパソコンを貸与。授業や学

生生活で毎日使って情報活用力もUP。

進路を意識して、専門＋資格＋αの力を養成

　新潟青陵大学が育てるのは“高度な”専門職業人。その

ために社会人基礎力のほか、高度な知識と技能、その証

明となる資格に加え、関連分野の知識まで身につけるこ

とが可能です。

1年次から少人数ゼミなどで、専門分野の教員が進路ま

で意識した学習指導。

社会で必要な教養と基礎力も身につけ、
高度な専門職業人を育てる教育へ。

専門分野の
知識・技能の修得

社会人基礎力

関連分野の
知識修得

専門分野の
資格取得

情報活用力

地域活性化力国際理解力

“高度な”
専門職業人

国際理解力

地域活性化力

情報活用力

専門分野の知識・技能の修得

授業のほかさまざまな講座で資格取得をサポート。

仕事に生かせる力を身に付けます。

複雑化する社会問題に対応し、自分の専門分野以外の、

関連した科目を学習することが可能。

1年生から自分のキャリアデザインを考える科目を開

講。早期から進路や将来を検討します。

専門分野の資格

関連分野の知識

明確な進路意識

お問い合わせ・資料請求
新潟青陵大学　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/special/

３．一般入試前期試験（A方式・B方式（センター試験利用））
出願期間：平成27年1月19日（月）～29日（木）16：30
試験日：平成27年2月7日（土）
合格発表：平成27年2月18日（水）13：00

４．一般入試後期試験（A方式・B方式（センター試験利用））
出願期間：平成27年2月23日（月）～3月5日（木）16：30
試験日：平成27年3月14日（土）
合格発表：平成27年3月20日（金）13：00

５．社会人特別選抜
出願期間：平成26年11月4日（火）～6日（木）16：30
試験日：平成26年11月16日（日）
合格発表：平成26年11月25日（火）13：00

■パンフレット・募集要項をご希望の場合

パンフレットは、資料請求をいただいている方へは5月下旬より順次発送
いたします。募集要項は7月上旬完成予定です。お手元に届くまで今しば
らくお待ちください。
まだ資料請求をされていない方は、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下さい。

※入学試験の詳細は必ず7月上旬完成予定の「募集要項」でご確認ください。



公開講座や就職によって
大学・短期大学部の知を社会へ
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子育て応援隊～つぼみのひろば～
子育て講座のご案内

　新潟日報社「assh」に掲載されている「子育て応援隊～

つぼみのひろば～」と連動し、子育て講座を開講いたしま

す。各回とも講座受講料は無料です。（資料代などをいた

だく場合があります。）ご興味のある講座へぜひご参加

ください。

子育て応援隊～つぼみのひろば～子育て講座

6月21日（土）14：00～15：30　第1回「子育て」
■講師 加藤由美子
 （新潟青陵幼稚園　園長／新潟青陵大学短期大学部　非常勤講師）
■会場 4大学メディアキャンパス ナレッジルーム
 （新潟日報メディアシップ６F)
■定員 30名
■要申込・無料・保育あり（有料・10名まで）※保育受付を終了しました。

7月19日（土）10：30～12：00　第2回「親子あそび」
■講師 新潟青陵幼稚園　教諭
■会場 新潟青陵幼稚園
■定員 20組
■要申込・無料・保育なし（親子参加）
　※主に2歳～4歳の親子向けの内容になります。 

8月31日（日）10：00～12：00　第3回「母と娘の月経教室」 
■講師 池田かよ子（新潟青陵大学　教授）
■会場 4大学メディアキャンパス ナレッジルーム
 （新潟日報メディアシップ６F)
■定員 15組30名（10歳前後の女子と母親対象）
■要申込・無料・保育なし（親子参加）

9月20日（土）10：00～11：30　第4回「子どもと音楽」
■講師 野口雅史（新潟青陵大学短期大学部　助教）
■会場 4大学メディアキャンパス ナレッジルーム
 （新潟日報メディアシップ６F)
■定員 15組30名
■要申込・無料・保育なし（親子参加）

お申し込み・お問い合わせ先
新潟青陵大学事務局　子育て講座担当
〒950-8535　新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ6F　4大学メディアキャンパス
TEL ： 025-278-3875　FAX ： 025-278-7059
E-mail ： ex@n-seiryo.ac.jp
URL ： http：//www.n-seiryo.ac.jp
受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・休業日は除く）

大 短 院

昨年の講座の様子

新潟青陵大学看護福祉心理学部　学科別就職率

・看護学科卒業生就職状況

・福祉心理学科卒業生就職状況

新潟青陵大学短期大学部　学科・コース別就職率

・人間総合学科人間総合コース卒業生就職状況

・人間総合学科介護福祉コース卒業生就職状況

・幼児教育学科卒業生就職状況

（2014年5月現在）

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
平成 25年度卒業生就職状況のご報告

大 短

事務職 10.1% 

販売職 10.1% 

サービス職 4.2% 

福祉職 75.6% 

合計 100% 

看護師 72.3%

保健師 3.6%

助産師 15.7%

養護教諭 7.2%

その他 1.2%

合計 100%

看護学科 100%

福祉心理学科 98.3%

人間総合学科人間総合コース 96.7%

人間総合学科介護福祉コース 100%

幼児教育学科 100%

事務職 39.8%

販売職 37.2%

サービス職 17.6%

製造職 5.4%

合計 100%

福祉（介護）職 97.4%

販売職 2.6%

合計 100%

保育士 76.2%

幼稚園教諭 18.2%

福祉職 4.0%

その他一般職 1.6%

合計 100%

（※就職率＝就職者/就職希望者）

（※就職率＝就職者/就職希望者）



大学・短期大学部・大学院の教員や
新入生数など最新情報のご紹介

新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大 短 院

2014年度新任教員と
2013年度退職教員のご紹介

大 短 院

大学・短期大学部・大学院
2014年度新入生数のご報告

【2014年度の新任教員】

〈大学院看護学研究科・大学看護学科〉

尾﨑 フサ子（教授）

1965年国立東京第一病院附属高等看護学校を

卒業しました。10年間は臨床で働き、7年間は商

事会社の医務室に入りました。臨床経験の力が

発揮されました。1984年から教育に入り、今に

いたっています。

〈大学院臨床心理学研究科〉

佐藤 亨（准教授）

鳴門教育大学から移ってまいりました。もとも

とは、少年鑑別所や刑務所で非行少年や受刑者

の方と面接をするという仕事をしており、専門

分野は非行臨床になります。非行の現場で感じ

た様々なことを少しでも伝えていければと

思っています。

足立 正道（准教授）

専門は臨床心理学です。これまで療育教室、ス

クールカウンセリング、学生相談、単科精神科

病院などの現場で心理療法、心理査定に携って

きました。皆さんと真に人の役に立つ態度、行

為を共に探求してゆけることを嬉しく思って

います。

伊藤 若生（助手）

3月に本学大学院臨床心理学研究科を修了しま

した。これまでは学ぶ立場でしたが、これからは

学生が学んでいくお手伝いができたらと思って

おります。至らない点も多くありますが、ご指導、

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

〈大学看護学科〉

渡邉 路子（助手）

保健師として地域保健、産業保健に関わってきま

した。健康の保持増進や健康障害の予防という視

点から、地域で生活している人々の健康課題に対

する支援について、学生と共に考えていきたいと

思っています。よろしくお願い致します。

帆苅 真由美（助手）

主に、成人看護学分野を担当させて頂きます。

看護教育に携わるのは初めてになりますが、臨

床での経験を活かし、学生と共に学んでいきた

いと考えております。ご指導ご鞭撻の程宜しく

お願い致します。

〈大学福祉心理学科〉

関谷 昭吉（准教授）

これまで保健、医療、行政や福祉など数多くの

人に支えられ、保健所や児童相談所等でさまざ

まな現場経験を積み重ねて参りました。本学で

はこれまでの実践を講義と学生指導に活かし、

「支え」を大切にして地域に貢献できる人材育

成を目指して参りたいと思っております。

〈短期大学部幼児教育学科〉

峰本 義明（准教授）

　教養Ⅰ(国語)、国語、言葉指導法Ⅰ・Ⅱを担当

します。4番目の子が私と一緒に青陵幼稚園に

入園しました。彼の日ごとの言動に教えられな

がら、学生にとって面白くて分かりやすい授業

ができるよう努力したいと思います。

奥州 由美子（特任助教）

実習を担当させていただきます。知的障害者の支

援と発達障害相談業務の経験を活かし、障害者の

方との関わりや支援について、伝えていきたいと

思っています。よろしくお願いいたします。

山城 いつき（特任助教）

実習指導を担当します。幼稚園、保育園などの

現場経験を活かし、子どもたちや保護者の方々

に信頼される保育者育成のため、学生とともに

考え、学んでいきたいと思います。

【2013年度で退職した教員】

大学福祉心理学科／服部 潤吉（准教授）、所 浩代（准教授）、武田 誠

一（准教授）

短大幼児教育学科／高山 千代（教授）、工藤 貴子（教授）、齋藤 友美

（実習助手）

【新潟青陵大学】

看護学科　男子3名、女子87名　計90名

福祉心理学科　男子33名、女子96名　計129名

【新潟青陵大学大学院】

看護学研究科　男子0名、女子6名　計6名

臨床心理学研究科　男子2名、女子8名　計10名

【新潟青陵大学短期大学部】

人間総合学科　男子10名、女子220名　計230名

幼児教育学科　男子5名、女子125名　計130名

（2014年5月1日現在）



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
新潟青陵大学及び同短期大学部は、今年度も定員以上の学生の皆様から入

学していただくことができました。新設の大学院看護学研究科も6人が、社会人

として仕事と学業を両立させながら学び始められました。風薫るキャンパスは、

新しい学びへの期待と知的好奇心を持った学生で活気にあふれています。

新潟青陵学園は、平成27（2015）年に短期大学部50周年、東京オリンピック開催

年である平成32（2020）年には学園創立120周年を迎えます。これを機に、今号

でご紹介した3号館を皮切りに、順次建物のリニューアルを進めてまいります。

工事期間中は、ご不便をおかけすることもあるかとは存じますが、学生及び地

域の皆様から安心かつ快適に、また、今まで以上に学びを深めていただける施

設・設備を備えたキャンパスづくりを進めてまいりますので、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）

大 短大学 短期大学部 院 大学院

＜開催日時＞
平成26年7月13日（日）、8月9日（土）、8月30日（土）
いずれも10：00～13：30　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、小論文対
策講座、模擬授業、体験コーナー、個別相談、先輩とのフリー
トーク、学食体験など

＜開催日時＞
平成26年6月14日（土）、7月12日（土）、8月2日（土）
いずれも10：30～14：00　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
由見学など
分野・コース紹介（人間総合学科）
授業内容紹介・実技体験、ピアノ体験・初心者講習（幼児教育学科）

＜開催日時＞
平成26年6月7日（土）
13：00～16：00（受付12：30～）　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・
臨床心理センターツアー、院生・修了生とのフリートークなど

＜開催日時＞
平成26年6月7日（土）
10：00～12：00（受付9：30～）　予約不要

＜プログラム＞
教育課程紹介、入試実施概要説明、個別相談、施設見学ツ
アー、院生とのフリートークなど

昨年より行っておりました
本学3号館耐震補強工事及
びバリアフリー化工事が完
了しました。エントランス
や学生食堂出入口は自動
ドアとなり、エレベーター、
多目的トイレが設置され、
学生・ご来学の皆様により快適に利用していただけるよう
になりました。3号館には地域の皆様にもご利用いただけ
る図書館や臨床心理センターが設置されておりますので、
是非ご利用ください。

平成26年3月26日（水）、新潟
市役所にて「津波時におけ
る津波避難場所としての使
用に関する協定」の調印式
が行われました。調印式に
は新潟市中央区副区長 玉
木様と、本学 栗林事務局長
が出席し、調印・協定書の交換を行いました。この協定によ
り、新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部3号館は、新潟
市内に津波が発生し、または発生のおそれがある場合に
は、地域住民や旅行者等が一時的に避難する施設として指
定されました。

大学オープンキャンパス

短大オープンキャンパス

3号館耐震補強工事及びバリアフリー化工事が完了しました

津波時における津波避難場所としての使用に関する
協定の調印式が行われました

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

〒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


