
10/31 および 11/1 の両日に開催された青空祭（大学祭）

・新潟青陵学会の第8回学術集会報告について

・地域の皆さまを対象に、心理・子育てなど、幅広い内容の講座を開講

・4大学メディアキャンパスと新潟県観光協会とのコラボ企画「ニイガタビ」、大成功！
・『キャンパスランチパック』発売！
・元気な歌声を届ける！ 新潟ふるさと村にて「100人コーラス」のステージ発表を披露！
・阿賀町の中学生とともに合唱を披露！

・新潟市社会福祉協議会と包括連携協定を締結
・台風18号による豪雨災害の水害ボランティアに参加しました

・「福祉･介護･健康フェア2015」に出展、健康な生活や栄養について発表しました
・皮膚･排泄認定看護師フォローアップ研修を実施しました

・学内外から多くの来場者を迎え、大盛況のうちに幕を下ろした「青空祭」
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新潟青陵大学 / 新潟青陵大学短期大学部

大 短

　10月31日(土)、11月1日(日)に2015年度の青空祭を開催し

ました。今年は天候にも恵まれ、来場者も多く、大成功で終

えることが出来ました。

　1日目はミス・ミスターコンテス

ト、逆ミス・逆ミスターコンテスト

が行われました。これは青空祭の

恒例イベントの一つで、学内から

選出された候補者の中から、男女

1人ずつミス・ミスターを決定す

るというものです。また逆ミス・ミスターコンテストでは、

学内から候補者を募り、選出された学生が女装・男装をし、

パロディーを演じます。このパロディーにおける脚本から

セリフまで、すべて学生が考えた手作りとなっています。

　準備が大変だった分、当日はとても盛り上がりました。模

擬店も昨年度より多く出店があり、バラエティーに富んだ

内容でした。

　2日目は、1日目より来場者が多

く Da-iceさんのライブが行われ

ました。午前中から模擬店は大盛

況でライブを楽しみに待ってく

ださる方も大勢いました。ライブ

は会場の後ろまでお客さんが入

り、素敵な時間を過ごすことができました。

　この青空祭を成功させることができたのは、教職員の皆

様、ご協力いただいた学生の皆さん、共に頑張って青空祭

を作り上げたスタッフ、そしてご来場いただいた皆様のお

かげです。本当にありがとうございました。青空祭に関わっ

てくださったすべての方に感謝申し上げます。

                                                 【青空祭実行委員長】

　　　　　　　　　　         大学学友会 会長　安中 洸輔

　　　　　　　　　　　　 短大学友会 会長　清水 祐佳
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学内外から多くの来場者を迎え、
大盛況のうちに幕を下ろした「青空祭」



　6年目を迎える「青陵短大100人コーラス」の公演を、
7月20日（月）、新潟ふるさと村 野外特設ステージにて行
いました。大学・短期大学部の音楽系サークルも発表を
行い、参加学生総数は過去最高の150名となりました。
会場には惜しみない歌声が響きわたり、駆けつけた卒業
生と在学生が交流する場面も見られました。
　また、当日は東日本大震災復興支援の募金箱を設置
し、29,494円を日本赤十字社へ寄付致しました。薔薇会
をはじめ、多くの方にご高配を賜わりましたこと御礼申

し上げます。
　来年も皆様のご声援を賜り
ますよう宜しくお願い致しま
す。
（幼児教育学科　野口 雅史）

　10月18日(日)、阿賀町立
三川中学校において開催さ
れた『第24回 合唱組曲「阿
賀野川」を歌いつぐ会』へ本
学短期大学部学生有志24名
が参加しました。阿賀町よ
り本学へ、生徒数の減少から歌いつぐ会開催に苦慮して
いる同校への協力要請があったものです。
　参加学生は、幼児教育学科 野口先生、栄長先生の指導
のもと練習に励み、当日はその成果を発揮し素晴らしい
合唱とすることが出来ました。25回記念となる次回に
向け、阿賀町より継続参加の依頼が来ており、多くの学
生有志の参加が期待されています。

元気な歌声を届ける！ 新潟ふるさと村にて
「100 人コーラス」のステージ発表を披露！

阿賀町の中学生とともに合唱を披露！

新潟青陵大学／新潟青陵大学短期大学部

大 短 大 短

大 短 短

『キャンパスランチパック』 発売！

・自分たちの考えたイメージが実際に形になり、おもしろ
   かった。
・フードの授業を専攻しているので、色々とためになった。
・皆で考えたものが一つの商品となる過程を体験できた。
・新潟の食材を使うことで、「新潟」を PR
   できると思った。
・新しさ、ユーモアが必要と感じ、案を出
   すのが大変だった。

　山崎製パン株式会社様と、大学・短期大学部の調理部
および人間総合学科人間総合コースフードビジネス履
修の学生有志が共同企画した『キャンパスランチパック
（ルレクチェ＆ホイップ）』が、新潟県内全域および山形
県と長野県の一部地域で発売されました。
　新潟県特産品の西洋なし「ルレクチェ」を使い、「青陵
らしさ」「新潟らしさ」を追求
し企画開発しました。
　パッケージはかわいくて
爽やかなデザイン。反響も大
きく、売れ行きも好調でした。

企画に参加した学生の感想（一部抜粋）

　学生が同世代の代表として、若者がニイガタを旅した
くなる企画を検討、立案するプロジェクトが、本学をは
じめ新潟県内の各大学の学生が参加し実施されました。
その中から本学学生が企画・運
営を行ったツアー「貸し切り列
車に乗って海を見ながらほろ
酔いの旅♪」が5月21日（木）・
22日（金）の1泊2日で開催。
大成功を収めました！

4大学メディアキャンパスと新潟県観光協会との
コラボ企画「ニイガタビ」、大成功！

運営スタッフの学生の感想 参加者の感想
学生だけではなく、社会人の方々も
参加してくださり、いろいろ社会勉
強もできました。見ず知らずの人た
ちと団体旅行をする経験があまりな
いため、このような楽しみがあるこ
とをもっと知ってもらいたいです。
企画から運営まで携われ、自分の経
験値や人とのつながりを増やすこと
ができました。
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・酒蔵やワイナリーで買ったお酒、
道の駅で買ったおつまみを貸し切
り列車で飲食し、キレイな海も見
ることができ、流れもしっかりし
ているプランでした。

・新潟の「食の良さ」を再発見する
ことができて良かったです。笹寿
司作り体験と昼食が量・味ともに
一番印象に残っています。



台風18号による豪雨災害の
水害ボランティアに参加しました

　本学ボランティアセンターでは、9月9日（水）および10日

（木）に、東日本を襲った記録的な大雨によって被害を受け

た地域に8人の学生を派遣しました。それぞれ日本財団学生

ボランティアセンターGakuvoの「ながぐつプロジェクト」や

新潟県主催災害ボランティアツアーに参加し、様々な活動

を行ってきました。

　

　8月30日(木)、本学短期大学部と新潟市社会福祉協議会

が包括連携協定を締結しました。

　本学より関理事長・短期大学部学長、五十嵐短期大学部

副学長、本間常務理事、市社協より高橋常務理事が参加さ

れ調印式が執り行われ、政令市である新潟市の社会福祉

協議会と県内高等教育機関との包括連携協定第1号となり

ました。

　本協定では互に綿密な連携と協力を行うことで、お互い

の機能向上を図るとともに、「知」と「技」を活かした様々な

取り組みを通し、新潟市全体の地域福祉の発展とそれを担

う人材育成を目的に、５つの連携・協力事項が確認されて

います。

　これまでも東日本大震災時の被災地への学生派遣など

の協力事業は実施しておりましたが、来年度以降の本格的

な新規協働事業実施に向け、地域貢献センターを窓口に包

括連携協議会を開催し、「インターンシップ事業の展開」と

「新潟市内中心部における空き家・空き店舗対策の共同研

究」に向けた検討を継続しています。学生の学びの選択肢

が広がり、実践の現場での活躍が期待できます。

新潟市社会福祉協議会と包括連携協定を締結

短 大 短

参加した学生の声

　私は栃木県鹿沼市で洪水で流れてきた瓦礫や木材の撤去を
行いました。最初は非力な自分が短時間の活動だけで被災者の
方の役に立てるのかと不安でしたが、全国各地の大学生や社会
人の方々と協力したことで、少しではありますが土地をきれい
にすることができました。
　水害以来、険しい顔ばかりしていたという家主の方が、私た
ちが変える頃には満面の笑みを見せてくれてとても嬉しかっ
たです。微力ではありますが、被災者の方々のために自分がで
きることを行い続けていきたいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　   看護学科4年　渡辺 沙弥華

　今回私は自宅に残ってしまった災害ごみの撤去、使えなく
なった家財道具の運び出し等の作業をさせていただきました。
　水を吸い重くなった荷物は高齢の家主の方だけで運び出せ
るようなものではなく、部屋一つを空にするだけでも多くの人
手と時間のかかる過酷な作業でした。中でも物を捨てる時に行
う確認作業には心が痛み、つい先日までは大切であったはずも
思い出の品を「今となってはただのゴミだ」とぼやく被災者の
言葉は今でも鮮明に覚えています。
　あの後、いったいどれだけの労働と支援があれば家主の方は
元の生活を取り戻すことができるのでしょうか。長期的な支援
という言葉の意味をもう一度考えさせられる、貴重な体験をさ
せていただきました。
                                                              臨床心理学科1年　志田 悠夏
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①  地域福祉推進活動に関すること

②  地域福祉を担う人材の育成に関すること

③  新たな地域連携のモデル構築に関すること

④  災害支援に関すること

⑤ その他前条の目的を達成するために必要と認める事項



　

　11月15日（日）、朱鷺メッセにおいて「福祉・介護・健康フェ

ア2015」が開催されました。本年は短期大学部人間総合学

科が出展を任され、人間総合コース フードビジネスの教

員3名、木村ゼミ2年生6名で、短大の特色や学習の内容につ

いて紹介をしました。

　展示のテーマは「機能性食品を活用して健康な生活を

考える」とし、短大の学科・コースの紹介、食品の機能性表

示の知識、食品機能の活用例「高齢者介護施設における

ヨーグルトを利用したQOLの改善」に関する研究の紹介な

ど、3枚のポスターを作製して発表をしました。新潟中央ヤ

クルト販売様の協力により飲料、日本栄養士会の小冊子、

キティーの根付などを沢山提供していただき、学術資料や

大学案内などと共に来場者にお配りしました。あいにくの

雨にもかかわらず、ブースには最終的に500名近い来場者

がありました。ピンクのTシャツを着て奮闘した学生たち、

スタッフともに、沢山のお客様と接し、青陵短大が、新潟の

方々に愛されていることを知る良い機会になりました。

                                           （人間総合学科 教授　木村 一雅）

「福祉・介護・健康フェア2015」に出展、
健康な生活や栄養について発表しました

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

　新潟青陵大学では、2008年度から2011年度までの4年

間、認定看護師の教育機関として64名の皮膚・排泄ケア認

定看護師を養成してきました。研修センターは閉校いたし

ましたが、フォローアップ研修会を毎年継続して開催して

います。

　今年度は10月17日（土）に開催、参加人数は40名でした。

和歌山から秋田まで県外からも多くの参加がありました。

　午前中は、修了生である皮膚・排泄ケア認定看護師の楓

淳さんと、同施設に勤務するがん性疼痛看護認定看護師

の高倉梢さんのお二人に、コラボレーションしながらケア

を実践した事例を紹介していただきました。他領域の認

定看護師との連携のあり方やそのための組織づくり、患者

家族との関わり方などについて意見交換が行われました。

　午後は実習室に会場を移し、理学療法士の近藤龍雄さ

んからポジショニングの理論と実際について教えていた

だきました。ベッドでポジショニング用品を使用する演習

を組み合わせた講演は、正しいポジショニングの考え方

　　　　　　　　　　　　を自分の身体で実感する場

　　　　　　　　　　　　となりました。

　　　　　　　　　　　　　秋晴れの下、親しく情報交

　　　　　　　　　　　　換をしながら旧交を温めつ

　　　　　　　　　　　　つ、学びの多い一日でした。

新潟青陵大学認定看護師フォローアップ研修
2015年　　

「褥瘡ケアを拒否する終末期患者と妻への関わりについて
  ～皮膚・排泄ケア認定看護師とがん性疼痛看護認定看護師との
      コラボレーション～」
　楓 淳 氏（JA愛知厚生連江南厚生病院 皮膚・排泄ケア認定看護師）
　高倉 梢 氏（JA愛知厚生連江南厚生病院 がん性疼痛看護認定看護師）

「褥瘡ケアとポジショニング」
　近藤 龍雄 氏 (飯田市立病院 理学療法士) 
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大 短

新潟青陵学会の
第 8回学術集会報告について

　第8回青陵学会学術集会が11月7日（土）に行われました。

今回の学術集会のテーマは「エンド・オブ・ライフ」－残され

た時間をどうケアするか－でした。

　今回の基調講演では東京都健康長寿医療センター研究

所の島田千穂先生をお招きし、より良い看取りケアを実践

するための考え方や手法、そして「どう生きるか」を大切に

して最後まで生ききる手伝いをするための援助技術、つま

り人生を見送る技術を使うことが必要であることをお話

しいただきました。会場からの声では「福祉の視点からの

終末期、看取りケアが新鮮だった」「日頃の業務にリンクし

ていて、自分の中に話がスッと入ってきた」等がありまし

た。

　ポスターセッションでは、テーマに捉われず医療・福祉

の各研究報告がありました。しかし、報告内容を楽しみにし

て来場されたにもかかわらず、場所の広さや設定に関して

「よく聞き取れなかった」「込みすぎていて報告の場に近づ

けなかった」という声があり課題が残りました。

　シンポジウムでは、医療・福祉・心理の現場の方々が看取

りケアをどのように実践しているかを報告してくださいま

した。看取りから死後のグリーフケアまでをそれぞれの立

場で積極的に取り組んでいる様子が手に取るように理解

できる報告でした。

　来場者330名をお迎えし、盛況のうちに学術集会を無事

終えることができました。皆様のご理解とご協力に感謝い

たします。

　　　　　 （新潟青陵学会第8回学術集会長　森 扶由彦）

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

　新潟青陵大学・短期大学部地域貢献センターでは、大

学・短大の教育機能を広く社会に開放するために、地域の

皆様から気軽にご参加いただける公開講座を開催してお

ります。2015年度後期講座では、心理・子育て・など、12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

地域の皆さまを対象に、心理・子育てなど、
幅広い内容の講座を開講

大 短

公開講座および
子育て講座のお問い合わせは

4大学メディアキャンパス 公開講座担当

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。

2015年度 後期公開講座

1,000円

1,500円

2,000円

講　師受 講 料講 座 タ イ ト ル 開 催 日 時

孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授、経済学博士）

栄長 敬子（新潟青陵大学短期大学部、幼児教育学科 准教授／ピアニスト）

12月12日(土)
10：00 - 12：00

障害者就労支援における
「農福連携」先進事例参加型検討会

親子で作る　クリスマス＆お正月のおりがみ

リーマンショック
以降の

中国経済外交

第1回：
中米経済関係の最新動向を中心に

第2回：
中露経済関係の最新動向を中心に

中国語学習の
秘訣をこっそり
と教えましょう
（初級・中級者向け）

第3回：
中韓経済関係の最新動向を中心に

第4回：
中国の「一帯一路」戦略を読み解く

第1回：
中国語学習の秘訣：会話編

12月19日(土)
10：00 - 11：30

2月13日(土)
9：00 - 10：30

2月13日(土)
10：40 - 12：10

2月20日(土)
10：30 - 12：30

2月27日(土)
9：00 - 10：30

2月27日(土)
10：40 - 12：10

3月5日(土)
9：00 - 10：30

3月5日(土)
10：40 - 12：10

2月27日(土)
10：30 - 12：00

3月5日(土)
10：30 - 12：00

各回
1,000円

新潟市中中央区万代3-1-1 TEL：025-278-3875
http://www.n-seiryo.ac.jp/ E-mail：ex@n-seiryo.ac.jp

海老田 大五朗（新潟青陵大学 福祉心理学部　准教授）

1家庭500円
（子ども2名以上の場合、
1名追加につき500円）

梨本 竜子
（新潟青陵大学短期大学部　幼児教育学科　助教、日本折紙協会　認定折紙
師範）

大規模震災害時における保健活動と保健師の役割
－ドキュメンタリー映画「1000 年後の未来へ
　　　　　　　　－3.11 保健師たちの証言－」から学ぶ－

12月19日(土)
13：00 - 15：30 坪川 トモ子（新潟青陵大学 看護学部 准教授）

2月20日(土)
9：00 - 10：30

2月20日(土)
10：40 - 12：10

ベートーヴェンのピアノソナタを聴こう！ 第3弾
～幻想的な「月光」につつまれて～

第2回：
中国語学習の秘訣：読解編

第3回：
中国語学習の秘訣：作文編

第4回：
中国語学習の秘訣：総括編

各回
1,000円 孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科 准教授、経済学博士）

児童文学・ファンタ
ジーに学ぶ生きる
知恵と技術 パートⅪ
－こころを揺らすも
の、こころが揺らぐと
き－

第１回：
あまんきみこを読む

第２回：
カニグズバーグを読む

原田 留美（新潟青陵大学 福祉心理学部 教授）

橘 玲子（新潟青陵大学大学院 看護学研究科 教授）

各回
1,000円
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今後の入学試験日程 2015年のオープンキャンパスが終了しました

一般入試

ｾﾝﾀｰ試験
利用入試
（前期）

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）

● 新潟青陵大学 2015年3月からスタートした今年のオープンキャンパスは、
大学・短大とも各7回の日程をすべて終了しました。各回とも
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、各回とも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。
  2016年3月には、新高校3年
生・2年生の方を対象とした
オープンキャンパスを開催
予定です。多くの方のご来
場をお待ちしております！

一昨年より進めております施設整備計画のうち幼稚園の新
築工事が完了し、8月4日（火）に新園舎の竣工式を行いまし
た。新園舎は木のぬくもりを感じさせるあたたかいデザイン
で、子どもたちの豊かな感性を育む建物となっています。
今後は旧園舎の取り壊しを行い、その後、大学・短大棟の建築
が始まります。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。

※出願の際は、必ず平成28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は定員に達したため、募集を終了いたしました。

全学科

平成28年
1月18日（月）
～28日（木）

平成28年
2月29日（月）
～3月10日（木）

2月6日（土）

2月17日（水）

後期試験

試験日入試区分 出願期間
（締切日16：30必着）

合格発表
（13：00）

● 新潟青陵大学大学院看護学研究科

平成28年
2月1日(月)～10日（水） 2月20日(土) 3月2日(水)

－

－ 3月17日（木）

一期試験

二期試験

AO入試
三次募集

試験日学科（コース）入試区分 出願期間
（締切日16：00必着）

合格発表
（13：00）

● 新潟青陵大学短期大学部

全学科

平成28年
1月13日（水）
～21日（木）

平成28年
2月23日（火）
～29日（月）

平成28年
2月9日（火）
～3月18日（金）

1月31日（日） 2月8日（月）

3月8日（火） 3月14日（月）

随時 随時

特別
選抜試験
（留学生）

平成28年 
1月13日（水）
～21日（木）

1月31日（日） 2月8日（月）

幼稚園新園舎竣工式を行いました

ｾﾝﾀｰ試験
利用入試
（後期）

後期試験

試験日入試区分 出願期間
（締切日16：30必着）

合格発表
（13：00）

● 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科

平成28年
2月1日(月)～10日（水） 2月20日(土) 3月2日(水)

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

　今号では、新潟青陵大学及び同短期大学部の地域との関わりにスポットを

当てて紙面を構成いたしました。本学では、4月より地域貢献センターを設置す

るとともに、新潟都市圏を拠点とする専門性の異なる個性豊かな中小規模大

学が相互に連携し、新潟市と包括連携協定を締結することによって人材育成、

地域福祉、国際化などの分野で地域に貢献するために「新潟都市圏大学連合」

を設立し、幹事校を務めることとなりました。また、来年早々には、いよいよ地域

に開かれた建物として設計された大学・短大棟の建設が開始されます。これら

の組織及び新しいキャンパスを通じて、地域の保健・医療・福祉の中核を担う人

材育成・地域貢献に積極的に取り組んでまいります。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

〒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 ： ao4@n-seiryo.ac.jp(大学）
         ao2@n-seiryo.ac.jp（短大）
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全学科

人間総合学科
（人間総合コース／介護福祉コース）

※出願期間に変更があった場合は本学HPに掲載します。


