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� 『青空祭』

01 EVENT
・�関係者全員が楽しめる学園祭を目指し、皆で盛り上げた『青空祭』

02 VOLUNTEER
・�ボランティアセンター活動報告
�西日本豪雨災害ボランティア活動に参加しました

03 CLOSE-UP
・�本学学生が新潟市主催『キャンパスからの提言』で最優秀賞を
受賞しました

04 TOPICS
・�「多様性の理解」をテーマにヒューマンライブラリーとアール・ブリュ
ットのイベントを開催しました
・『ふわりとつつむ新潟青陵インクルージョン講座』を開催しました

05 REPORT
・授業改善のための「学生参加FD」を実施しました
・新潟青陵学会　第11回学術集会が行われました

06 REPORT
・国立大学法人上越教育大学と連携・協力協定を締結しました
・東京造形大学との合同職員研修会を実施しました
・新潟青陵高校「大学生から話を聞く会」に本学学生が参加しました

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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VENT

　10月27日（土）、10月28日（日）の2日間にわたり平成
30年度青空祭を開催しました。
　今年の青空祭は「新潟で1番の学園祭」を目標に、ご
来場の皆様はもちろん、模擬店やステージ発表をする
学生、青空祭を運営している実行委員も含めた全員が
楽しめる学園祭を目指して半年間準備を重ねました。
両日合わせて1,800人を超える来場者を迎え、大盛況の
うちに終えることができ、多くの方に青陵を好きにな
ってもらえたのではないかと思います。
　1日目のミス・ミスターコンテスト、逆ミス・逆ミス
ターコンテストでは、ハロウィンに因んで出場者全員
が仮装して登場。警察官やお医者さん、ドラキュラ、赤

関係者全員が楽しめる学園祭を目指し、
皆で盛り上げた『青空祭』

ずきんなどの衣装で会場の笑いを誘い、時にはウェデ
ィングドレスやスーツでビシッと決めてギャップを見
せ、会場中を虜にしていました。
　2日目には俳優で歌手の横浜�流星さんのトークショ
ーが行われ、学内外から多数のファンが訪れました。
質問コーナーでは、抽選で選ばれた来場者がステージ
上で横浜さんと直接言葉を交わし、何とも嬉しそうな
様子。ファンにとって、たまらないひと時となったに
違いありません。
　この他にも個性豊かな模擬店や作品展示、様々なク
ラブやサークルが何か月も練習を重ねたステージ発表
の数々は、多くの方々の記憶に焼き付いたことでしょ
う。
　この青空祭が無事に成功させることができたのは、
ご指導いただいた教職員の皆様、模擬店やステージ発
表に参加していただいた学生の皆様、苦労と喜びをと
もにした青空祭実行委員の仲間、そして何よりご来場
いただいたお客様のおかげです。青空祭に関わってい
ただいた全ての方々へ心から感謝申し上げます。
　来年は今年以上の盛り上がりを見せる学園祭を作
り、誰に聞いても新潟で1番の学園祭と言ってもらえ
るように頑張っていきます。青空祭に関わっていただ
き、本当にありがとうございました。
� 青空祭実行委員長��大学学友会長　田中�智陽
� 短大学友会長　山﨑�優香
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　本学ボランティアセンターでは、「平成30年7月豪

雨」の被災地支援のため9月1日（土）～10日（月）の10日

間にわたり、被災地の岡山県倉敷市に6名の学生ボラ

ンティアを派遣しました。

　活動場所は河川氾濫によって広範囲にわたる浸水被

害を受けた真備町地区。倉敷市社会福祉協議会が現地

に立ち上げた倉敷市災害ボランティアセンター本部と

箭田サテライトの運営支援を行いました。

　具体的な活動内容は、まずは本部において倉敷市に

来たボランティアの方々の受付票の入力作業を行いま

した。どの地域のどの年代の方々が来ているかを把握

し、ボランティア活動者の統計を取ることが目的で、

災害ボランティアセンターに必要とされる業務です。

　次に、被災地の現状とボランティアの活動状況を把

握するため、現場作業に従事しました。浸水した住宅

の壁を取り除く、泥を落とす、家財を運び出す、等々の

作業です。住宅まわりの作業は人手でなければできな

いことが多く、まだまだボランティアの力が必要とさ

れている様子でした。

　箭田サテライトでは「資材班」「オリエンテーション

班」「ニーズ班」に分かれて活動しました。資材班では、

用具の貸出や洗浄、仮設トイレ・手洗い場の清掃など

に従事。オリエンテーション班では、ボランティアに

来た方々に活動場所や作業内容、作業上の諸注意の説

明を行いました。ニーズ班の活動内容は、住民の困り

ごとの聞き取り、炊き出しや健康相談の補助、見守り

が必要な方への訪問など。災害ボランティアセンター

の多岐にわたる業務を経験し、学生にとって大きな学

びとなったようです。

　10月22日（月）には本学を会場に活動報告会を開催。

参加学生が現地で学んだことや活動後の意識の変化に

ボランティアセンター活動報告
◆西日本豪雨災害ボランティア活動に参加しました

ついて語り、学生・教職員のほか社会福祉協議会の

方々など多数の来場者が耳を傾けました。参加学生は

「メディアで取り上げられないから支援が必要なくな

ったわけではなく、自主的に情報収集をして自分にで

きることを継続していきたい」と、継続支援に高い意

欲を示しています。本学としましても、引き続き学生

のボランティア活動を支援してまいります。

参加学生のコメント
　ニーズ班としての活動中、一番印象に残った住民の方の

言葉は「命があるだけ良い」というもの。自分の身を自分で

守ることの大切さを感じました。一方、救護班の看護師の

方は、ボランティア活動に関わる全ての人の体調を気にか

けられていました。災害時における看護師の役割を教えて

いただいたように思います。� （捧�日奈子　看護学科4年）

　運営スタッフの方々からの感謝と労いのお言葉、体調の

気遣いに物資の提供と、自分にできたことより貰ったもの

の方が大きいように感じています。私には被災地でのボラ

ンティア経験がありますが、今回は災害ボランティアセン

ターの運営側として、環境づくりの意識とボランティアへ

の感謝の念を持つことができ、違った視点での学びがあり

ました。� （下室�友香　社会福祉学科3年）

　長期で活動したからこそ、メディアでは得られない情報

を知ることができました。ボランティアには復旧作業の他

に住民の心のケアも求められています。相手がボランティ

アだから辛い被災経験を話せるという方も多く、話を聞き

会話をすることで気持ちを楽にしてもらうという、ケアの

方法を学びました。今後は実際に活動したからこそ分かる

知識、技術を広めていきたいと思います。

� （富田�麻友　社会福祉学科3年）
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本学学生が新潟市主催『キャンパスからの提言』で最優秀賞を受賞しました

　8月26日（日）、新潟市主催の政策提案コンテスト『キ
ャンパスからの提言』が開催され、大学臨床心理学科
の3名で構成されるチームが最優秀賞を受賞しまし
た。このコンテストは、学生のうちに市政への関心を
持ってもらうことなどを目的に、新潟市と近郊の大
学・短期大学が共同で開催しており、今年度で5回目を
迎えます。
　今回は「理想の生活をおくることができる“新潟”と
は！」をテーマに、6大学・短大から全8チームが集ま
り、5月下旬から講義と現地調査を重ねながら政策を
練り上げました。
　本学からは大学臨床心理学科と短大人間総合学科か
ら各1チームが参加。受賞した臨床心理学科の3名は、
テーマにある「理想の生活」を「食生活」に絡め、「農食か
ら～わたしと新潟のおいしい未来～」と題したプレゼ
ンテーションを行いました。野菜の消費量が少ない若

年層の食生活改善と、地元の野菜を食べて地域への愛
着を深めてもらうことを目的に、大学の学食に地場農
産物のサラダバーやスムージーを販売する「GATAバ
ー」を設置することなどを盛り込んだ提案です。他大
学の学生たちも奮闘する中、見事最優秀賞を受賞する
ことができました。
　本学の学生はコンテストの開始以来、毎回参加して
おり、最優秀賞受賞は今回が2度目となります。時間を
かけて準備を重ね、発表の舞台に立つことは学生たち
の成長の糧となっています。

受賞者のコメント

飯塚�京香　臨床心理学科2年（写真左）
　受賞への嬉しい気持ちと同時に、政策提言に関わってく
ださった学生の皆さんや先生、講師の方々に感謝の気持ち
でいっぱいです。大学生活の中で忘れられない3ヶ月にな
りました。今回の政策提言を通じて、広い視野を持つこと
の大切さを学びました。現在自分にある先入観をなくすた
めに、より深く幅広い知識を身につけたいと考えています。

佐藤�葵　臨床心理学科2年（写真中央）
　優勝者の名前を呼ばれたとき、ほっとして涙が溢れまし
た。自分たちのしてきたことが間違ってなかった、ちゃん
と届いた、という嬉しさがありました。今回の経験で物の
見方が変わり、相手に考えを伝えることの重要性を感じ、
そして何より、自信に繋がりました。この経験を糧に、学校
の中にとどまらず外に出て様々な経験を積んでいきたいと
思っています。

高柳�寧々　臨床心理学科2年（写真右）
　ご協力・応援してくださった方々への感謝の気持ちでい
っぱいです。正解のないものを作り上げることが難しく、
時折方向性を見失いかけましたが、活動を通して伝えたい
ことを何度も確認し、私たちの想い・理想をまっすぐに伝え
ることができました。この3ヶ月間、辛くも楽しく充実した
時間を与えてくれたメンバーにはとても感謝しています!!



20
18

/1
2 

 D
ec

em
b

er
  №

20
04

大 短

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

OPICS

大 短

「多様性の理解」をテーマに
ヒューマンライブラリーと
アール・ブリュットセミナーを開催しました

『ふわりとつつむ
  新潟青陵インクルージョン講座』
を開催しました

　本学地域貢献センターでは、10月13日（土）、14日
（日）の2日間にわたり、多様性の理解をテーマとする
イベントを開催しました。
　13日は『ヒューマンライブラリー～あなたを知っ
て、わたしを知りたい～』を開催。多様な背景を持つ方
を「本」に見立て、来場者と少人数で「読書」（対話）をす
るイベントです。当日は、セクシャルマイノリティの
方、身体的な障がいを抱えた方、心の病を経験された
方、それらを支援される方など、20名の方々に「本」に
なっていただき、100名近くの来場者に「読書」を体験
していただきました。多くの来場者にとってヒューマ
ンライブラリーは初体験でしたが、「本」が語るリアル
なストーリーに真摯に耳を傾けておられました。
　14日には『アート＆ダイアローグ～感じて語るアー
トと障がい～』。新潟県アール・ブリュットサポートセ
ンター・アートディレクターの角地智史氏をお迎え
し、前半にアートと福祉の関係についてご講演いただ
きました。後半は各分野の専門の皆さんと実際の作品
を見ながら、作者がどのような方なのか想像してみる
という、こちらも「対話」をベースとするグループワー
クを試みました。参加者の皆さんは個性的な作品を囲
み、笑い声も交えて意見交換をされており、和気藹々
とした雰囲気をお楽しみいただけたようです。
　本学では今後も多様なサブカルチャーの理解と共生
を目指し、様々なイベントを開催していく予定です。

　本学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）」をキーワードとする市
民講座を平成28年度より開講しています。今年度は
「誰もが共に地域で生きるために」をテーマに春季2
回、秋季2回の講座を開催し、延べ260名の受講者が集
まりました。
　春季は6月に初回の『ヒューマンライブラリー立ち
上げ講座』、7月に第2回となる『うごけないからだと動
く身体』を開催しました。初回はヒューマンライブラ
リーについて紹介し、実際にやって見せる講座です。
多様な背景を持つ「本」の方々の生の声に触れた受講者
の方々より、「視野が広がった」「人生観が変わった」と
いった強い反響をいただきました。第2回では全身性
障害を持つ山内�俊博�氏と、身体表現を専門とする本
学社会福祉学科�佐藤�菜美�助教が講師を務めました。
両者の講義と対談を通して、身体のありようを問い直
すことが講座のねらいでした。特に「精いっぱい楽し
く生きてやろう」との山内氏の力強い言葉が、受講者
の心に響いたようです。
　秋季は10月に第3回の『認知症をかかえる人と「ま
ち」で出会ったら』、11月に第4回は『友達をいっぱい作
りたいダウン症の私達と「まち」で出会ったら』をそれ
ぞれ開催。第3回は『認知症の人と家族の会�新潟県支
部』の方々と『新潟市地域包括支援センター�ふなえ』に
ご協力いただき、認知症介護の実体験と行政の支援、
介護者同士の支え合いなどについて話し合われまし
た。介護者・支援者それぞれの立場から語られる経験
談に、勉強になったとの声が多数寄せられました。第4
回は『日本ダウン症協会新潟支部�アンダンテ』との共
催。ダウン症当事者とご家族の方々をゲストスピーカ
ーとして招き、これまでの経験や日々の暮らしぶりを
語っていただきました。普段の日常ではなかなか聞く
機会のない本人とご家族のお話に、「目からウロコの連
発」「自分の言葉で語っている姿に感動」などの感想が
聞かれ、受講者が先入観をなくすきっかけにもなった
ようです。
　今年度は全ての講座で当事者の声を届けることを目
指して企画いたしました。学外の多くの団体様・当事
者の皆様よりご協力いただくことで、受講者に強い印
象を残す講座とすることができました。ご協力いただ
いた皆様に改めて御礼申し上げます。
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　6月26日（火）と7月4日（水）、短期大学部の学生と教
員が一緒になって授業の改善点について話し合う「学
生参加FD」を実施しました。FDとは「ファカルティ・デ
ィベロップメント」の略称で、教員が授業内容・方法を
改善し向上させるための組織的な取組を指します。本
学では学生による授業評価アンケートや教員の相互の
授業見学など様々なFDを行っておりますが、そのうえ
に新たに企画されたのが今回の学生参加型・グループ
ワーク形式の取組です。アンケートのように学生が一
方的に意見を提出するだけでなく、教員との対話によ
って学生の本音を引き出し授業改善に役立てること、
学生に授業改善について考える機会を与え、授業に対
する意識を変えることの2点を狙いとしています。
　当日はお菓子を食べながらリラックスした雰囲気
で、「授業を受けて、今感じていること」や「授業で改善
してほしいこと」などをテーマに、テーブルに分かれ
ての意見交換を実施。教員は各テーブルに1人ずつ加
わり、学生たちの生の声に耳を傾けます。学生の意見
をシートに書き出して全員で共有することで、活発な
話し合いが行われました。
　学生の要望として、理解しやすい難易度と進行の速
さ、プレゼンテーションの見やすさなどを求める声が
聞かれました。参加した教員の感想は、学生の率直な
意見が聞けて良かった、自身の授業のやり方を振り返
る機会になった、といったものでした。今回話し合わ
れたことは今後のFD活動の検討材料とし、よりよい授
業を行えるよう努めていきます。

　11月3日（土・祝）、本学にて第11回新潟青陵学会学
術集会が開催されました。今回のメインテーマは「ダ
イアローグの可能性」。基調講演は兵庫県立大学�環境
人間学部�准教授である竹端�寛�先生をお招きして「開
かれた対話性－ダイアローグの可能性－」というタイ
トルでご講演をいただきました。地域の参加者、およ
び看護、福祉、心理を学ぶ学生、教員などで満員となっ
た会場と竹端先生とが一体となり、ダイアローグを実
践する形で進められた活気に満ちた2時間でした。一
方通行ではなく、対等な立場で自らも変化する、とい
う相互が刺激し変化しあうケアの本質ともいえるダイ
アローグのもつ意味について、体験的に感じ取れる機
会となりました。
　午後から行われたシンポジウムは、「ケアにおけるダ
イアローグの実践」をテーマに、大竹�美幸�先生（新潟
県立がんセンター新潟病院）、小山�弓子�先生（新潟市
地域包括支援センターあじかた）、近田�裕之�先生（河
渡病院）が臨地でのダイアローグの実践を語ってくだ
さいました。竹端先生にもコメンテーターとしてご参
加いただき、座長である池田�かよ子�教授（看護学研究
科長）の進行のもと、会場とシンポジストの間に繰り
出されるやりとりを堪能できるあっという間の2時間
でした。
　ポスターセッションは、看護・福祉・心理の領域か
ら21題の研究発表が行われました。発表者には臨地の
方々をはじめ、卒業生や在校生（4年生）も含まれてい
ます。来場者は多種多様な領域やテーマの発表を聴く
ことができ、有意義な意見交換の場となりました。
　今年度の参加者は、学会員を中心に319人でした。準
備の段階から当日まで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を、心
より御礼申し上げます。
� 新潟青陵大学�第11回学術集会長　斎藤�まさ子

授業改善のための「学生参加FD」を
実施しました

新潟青陵学会  第11回学術集会が
行われました
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　7月26日（木）、国立大学法人上越教育大学と新潟青
陵大学は、両大学が行う教員養成や教育、研究等にお
ける人的・物的資源の相互活用、その他連携協力を推
進することにより、それぞれの活動の一層の充実を図
るとともに、我が国及び地域の発展に寄与することを
目的として連携・協力協定を締結いたしました。
　本学福祉心理学部から上越教育大学大学院への進学
者が、平成28年に1名、平成30年に2名と増えてきたこ
とがきっかけとなり、今回の協定締結に至りました。
今後は必要に応じて連携推進協議会を開催し、両大学
の理念や特色を活かしながら、次の事項について連
携・協力を進めて参ります。
　　（1）教員養成の高度化に関すること
　　（2）共同研究その他教育・研究に関すること
　　（3）学生・教職員の交流に関すること
　　（4）施設・設備の相互利用に関すること
　　（5）その他連携・協力に関する必要な事項

　8月28日（火）、29日（水）の2日間にわたり、東京造形
大学との合同による職員研修を実施しました。東京造
形大学とは、大学事務や組織運営に関する情報交換を
通じて人材育成を図ることを目的に、平成24年度より
職員交流を行っています。6年目となる今年度は、東京
造形大学および同大学の設置者に当たる学校法人桑沢
学園、系列校の桑沢デザイン研究所より計8名の事務
職員を本学に迎え、施設見学や本学職員とのグループ
ワークを行いました。
　初日は校舎見学の後に会場を関屋浜にある海の家
『Sea�Point�Niigata』に移し、新潟大学大学院�技術経営

　9月20日（木）、新潟青陵高校で開催された『大学生か
ら話を聞く会』に、本学学生7名が参加しました。この
会は新潟青陵高校の1年生全員を対象に、新潟県内の
大学生が高校時代や大学受験、大学生活の様子、将来
の夢等を紙芝居形式にまとめて語り掛ける取組です。
高校生たちが大学生の体験談を聞くことで、高校での
過ごし方や進路について考える機会とすることを目的
とし、例年秋学期に開催しています。
　今年度は、新潟県内の大学・短期大学12校から計29
名の大学生・短大生が集まり、各自ブースに分かれて
それぞれの経験を高校生に語りました。年齢の近い大
学生の話とあって、高校生たちの表情も真剣そのもの
でした。
　本学の参加学生からは、「真剣に話を聞いてくれてと
ても嬉しかった」「自分がしてきたことの振り返りにも
なって良かった」といった感想が聞かれ、また、高校生
に向けて「悔いの無いよう高校生活を楽しみ、勉強を
頑張ってほしい」との激励の言葉も綴られていました。
高校生に語り掛ける経験は、学生にとっても自分を振
り返り、かつ自分の考えをわかりやすく伝えるトレー
ニングとなっています。

国立大学法人上越教育大学と
連携・協力協定を締結しました

東京造形大学との合同職員研修会を
実施しました

新潟青陵高校『大学生から話を聞く会』に
本学学生が参加しました

研究科�東瀬　朗�特任准教授より「リスク・危機管理」
に関する講義とグループワークを実施。終了後にはバ
ーベキューを楽しみ、開放的な雰囲気の中で交流を深
めました。2日目は、初日に学んだリスク管理の視点を
担当業務でどのように活かせるか、グループに分かれ
て検討する内容でした。
　参加した職員からは「業務に役立つリスク管理につ
いて学ぶことができ、良い研修だった」「外部会場を利
用したことで、リラックスして意見を交わすことがで
きた」といった感想が聞かれました。外部会場として
海の家を利用することは今回が初めての試みでした
が、普段とは異なる環境設定をしたことで、気分を変
えて研修に臨むことができたようです。
　本学と東京造形大学では互いに専門領域も立地も異
なりますが、教育機関の職員という点で業務内容に共
通する部分も多く、合同研修は日常業務の改善につな
がるヒントや刺激を得る機会となっています。今後も
事務職員の能力開発の一環として、相互交流を重ねて
まいります。
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平成30年度新任教員のご紹介

＜看護学部看護学科＞
　加藤 美里（助手）

　新潟青陵大学を卒業後、助産師として臨
床経験をつみ、教員として戻ってまいりま
した。卒業生としての強みを活かしつつ、
演習や実習を通して学生と一緒に看護の学
びを深めていきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

＜短期大学部幼児教育学科＞
　高島  愛（実習指導助手）

　新潟で幼稚園教諭、海外で保育士として
経験を積み、文化の違いにおける現場の面
白さを感じながら保育に携わってきまし
た。母校である青陵では実習指導のサポー
ト役として、未来の保育者となる学生の皆

さんと、保育のアイデアや視野が広がる情報を共有した
いと思っています。よろしくお願いいたします。

西日本豪雨災害の義捐金を贈呈しました

　この度の豪雨災害を受けて学内教職員から義捐金を募
り、合計130万円が集まりました。こ
の義捐金は8月1日（水）に日本赤十字
社新潟県支部に贈呈、日本赤十字社を
通して復興にお役立ていただきます。
被災された方々に心よりお見舞い申
し上げるとともに、被災地の一日も早
い復興をお祈りいたします。

健康経営宣言を制定

　本学園では、教職員の心身の健康を重要な経営資源・
組織の活力の源泉と捉え、戦略的な健康経営を推進する
ため、「健康経営宣言」を制定しました。
　本学園は「目指す学園の姿」を実現するために、安全と
健康を最優先する意識の醸成と、教職員一人ひとりが能
力を最大限に発揮できる「健康的で働き甲斐のある職場
環境づくり」に全学をあげて取り組んでいくことを宣言
します。
ホームページ掲載場所：http://www.n-seiryo.ac.jp/posts/news/201809067206/

企画展示 『養生訓』－江戸に学ぶ健康法－
を開催中

　図書館1階カウンター脇の展示コーナーにおいて、江
戸時代の哲学者である貝原益軒によ
って書かれた養生（健康法）について
の指南書『養生訓』を紹介する企画展
示を開催中です（平成31年2月7日ま
で）。1713年に刊行された貴重な版本
を展示しています。展示だけをご覧に
なる場合、図書館の利用者登録は不要
ですのでお気軽にお越しください。

平成30年度新潟県知事表彰 受賞のお知らせ

　このたび幸田�顕�新潟青陵大学短期大学部元教授・名
誉教授が平成30年度新潟県知事表彰を受賞されました。
一般功労者として「芸術・文化」分野における功績が認め
られての受賞となります。
　本学にとりましても誠に慶賀なことであり、心よりお
祝い申し上げたいと存じます。

　新潟は、日一日と寒さが募り、冬への足取りを速めているようです。
今号では、大学・短期大学部の学生が企画・実施した青空祭（学園祭）
の様子やボランティア、新潟市への政策提言など学内外での学生の活
発な活動に加え、教員の研究成果の発表の場である新潟青陵学会学術
集会やインクルージョンをキーワードとし、多様な人々があたりまえ
の生活を地域社会で営むためにどうしたらよいかを共に考える講座
などのご紹介をしております。残念ながら今期の講座は終了いたしま
したが、本学の特徴的な分野であるこども、子育て、看護、福祉、心理
に関してその知を還元する取り組みは今後も継続して実施してまい
りますし、その表れでもある図書館は、みなさまに利用していただけ
るよう開放しております。どうぞ青陵大学・短期大学部にご期待いた
だくとともに、ぜひ足をお運びくださるよう、お願いいたします。
� （事務局長　栗林�克礼）

NIIGATA SEIRYO NEWS 2018/12  December No.20

facebookで大学・短大の
最新情報を発信中！

公開講座はこちら
☟




