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後期ハイブリッド授業風景

特集「新型コロナウイルス感染症への本学の対応」
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【大学・短大・大学院】本学の新型コロナウイルス感染症対策状況 【大学】前期遠隔授業のアンケート結果     　　　　　　
2020 年 11 月 19 日現在、新型コロナウイルス感染症の世界の

感染者は 5624.8 万人、死者は 135 万人、日本国内の感染者は
12 万 5932 人、死者は 1954 人となっています。第三波の流行が
世界中で起きています。

11 か月前、いつもと変わらぬ新年を迎えて、11 か月後の未来
にこのようなパンデミックが起きていると誰が予想できたでしょう
か。

2019 年 12 月に中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎が発生し、
新型コロナウイルスと確認され、1 月中旬以降日本国内でも感染
者が確認され始めました。

1 月 28 日に新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定さ
れる見込みであるとの報道を受けて、本学では新型コロナウイル
ス感染症対策本部が設置され、1 月 29 日対策本部会議が初めて
開催されました。

新型コロナウイルス感染症対策本部は、「本学から一人も感染
者を出さない」という方針のもと、本学の学生、教職員、その家
族の安全・健康を守ることを目的に最大限の感染予防対策を講じ
る方針を決定しました。

健康管理センター、法人事務局、医師免許・看護師免許を持
った教職員が感染対策チームとして、感染状況を把握・分析し感
染予防対策案を策定し対策本部会議に提案していくこととなりまし
た。

2 月 29 日の新潟市で初の感染が確認され、以降、クラスター
が発生し、感染が拡大したため、残念でしたが、対策本部会議で
卒業式の中止が決定されました。この時期本学関係の身近な人が
濃厚接触者になったり、家族が接触者となったりし、感染対策チ
ームに緊張が走りました。学内の種々の行事や課外活動も中止さ
れました。

3 月末、感染疑いのある体調不良者を構内に入れない、感染
拡大防止の３原則（①換気を励行する。②人の密度を下げる。③
近距離での会話や発声・高唱を避ける。）を徹底する、の二つの
方針のもと入構禁止条件、講義室の換気、講義室での人と人との
距離などを示した「授業等における新型コロナウイルス感染症対策

（衛生管理のための行動指針）」を作成しました。

　前期遠隔授業に関して、2020 年 7 月～ 8 月にかけて大学の学
生にアンケートを実施いたしましたので、その一部をご報告させ
ていただきます。回答者数は 993 名中 659 名で、66％の回答率
となりました。
　遠隔授業に満足しているかという問いに対しては、全体として
は平均値で 3.4 で高いとはいえない数値でした。しかし、臨床心
理学科を除いて、肯定的な回答（5 と 4）が否定的な回答（1 と 2）
よりも多い結果となりました。学生の皆さんは、今まで当たり前

4 月初め、学生委員会により学生の皆さんに密接や密集、密閉
を避けるよう協力を促す「2020 年度 前期学生生活の注意」が作
成されました。

全国的に感染が拡大し、4 月 16 日緊急事態宣言が発出され、
本学は授業開始の延期、学内への入構禁止、前期遠隔授業など
を決定しました。また、毎日朝 6 時に全学生・全教職員へのメー
ルで体温や風邪症状などの有無を回答する「健康チェック」が開
始されました。感染対策チームでは、「新型コロナウイルス感染拡
大防止のための教職員行動指針」を作成し、緊急事態宣言発令
中を危機管理レベル 3 とし、5 月 14 日緊急事態宣言は解除され、
6 月には危機管理レベル 2 に下げ、一部の対面授業が実施される
ようになりました。

6 月、新潟で感染者はほとんど発生しなくなり、７月１日から危
機管理レベル１に移行しました。対策本部会議では各部局で各々
感染予防対策ガイドライン・マニュアルを作成することが決定され、
各部局は各々それに沿って感染対策を行うことになりました。

7 月に入ると国内では感染の第二波が到来し 7 月 31 日新潟県
が注意報を発出したため、学外実習が中止されました。

8 月、リボウィッツ大学学長の提案により、これまでの感染対策
チームに保健師免許や臨床心理士資格を持つ教員 2 名を加え、
名称を感染予防対策運営委員会とし、感染症対策本部の中に位置
づけられました。

後期から入構する学生を半数、2 グループに分け対面授業が開
始され、登学しないグループは自宅で遠隔授業を受講することに
なりました。対面授業では、マスクの着用、手洗い、距離の確保（1
ｍ以上）、換気（1 時間に 2 回以上換気。対角線上に位置する窓
とドアを 20cm 開放。）、会話 15 分以内、大声禁止などの感染予
防対策を講じることを求めております。

有効なワクチンや治療薬ができるまでは、ウイルスに注意をし
て感染予防対策を行う必要がありますが、それまでの期間ですの
で、みなが協力してこのコロナ禍をしのいでいきましょう。

2020 年 11 月 19 日
新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

新型コロナウイルス感染症対策長・教授　丸山  公男

のように受けることができた対面授業が受けれないことに対する
不満や不安もあったことと思います。その中でも看護学科は肯定
的な回答の割合が最も多く、平均値としても 3.7 と他に比べて高
い結果となりました。
　アンケートの結果を参考に、学生の皆さんの更なる満足度の
向上に向けて、今後も教職員一丸となって取り組んでまいります。

※グラフの「N」は看護学科、「S」は社会福祉学科、「P」は
　臨床心理学科を示しています。
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◆ 2020 年度後期授業について
　7 月に大学学長・短期大学部学長裁定により、次ページのように
定められた「2020 年度後期授業実施方針」に基づき、後期の授
業は、学科・学年ごとに、学生を A と B の 2 グループにわけ、隔
週で登学させながら進行させることにしました。
　ただし、第 1 週は全員参加の遠隔授業とし、各授業の進め方や
評価方針を説明しました。2 週目以降は、主に、１）対面授業と
課題授業を交互に行うパターン、２）オンデマンド型で授業を展開
するパターン、３）教室で対面授業を行いながら、同時に自宅に
いる学生に対して遠隔授業を行うハイブリッド型授業パターンで授
業を開始しています。なお、感染症へのリスクが高い、またはリス
クを避けたいという希望を持つ学生に対しては、全面的に遠隔授
業を提供することを原則としました。これらのことを可能にするた
めに、ほぼすべての講義室に対面授業を実施しながら遠隔授業を
提供するための機器を設置し、非常勤講師の方々には Bluetooth
ヘッドセットを準備しました。
    　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　新潟青陵大学　副学長・教授　木村  哲夫

　大学に学生が戻り、やっとマスクの奥に学生の笑いと活気が伺
われ、教職員共々に喜びと緊張感をかみしめております。学生の皆
さまには全く新たな事態で戸惑いの前期授業であり、特に 1 年生
にとって不安な日々だったのではないでしょうか。本学は開学以来、
入学時にノートパソコンを貸与していたため、遠隔授業にスムーズ
に移行出来たと評価しております。

　学生の安全確保対策は、1 月 28 日新型コロナウイルス感染症が
指定感染症見込みの報道を受けた翌日 1 月 29 日に感染対策本部
を設置し、11 月 18 日までに 9 回開催されました。「本学から感染
者を出さない」という方針のもと、教職員一致団結し、最大限の
予防・対策に取り組んでおります。感染症に対応するための「シス
テム」を構築し、学内の環境整備はもちろん、科学的根拠に基づく

「衛生管理のための行動指針」、「教職員行動指針」、各部局での
感染予防対策ガイドラインマニュアルを作成し、これらを活用した
感染予防対策を実施しています。後期の対面授業も以上のような取
り組みに基づいて行っています。

◆大学・大学院卒業式、学位授与式とアカデミックガウン
　2020 年 2 ～ 3 月にかけて急速な新型コロナウイルス感染症の拡
大があり、卒業式は残念ながら実施できませんでした。しかし、今
年度は 3 密を避け、安全に実施するために、本学体育館において
午前と午後に分けて行う予定です。

　今年度から卒業式において、卒業生がアカデミックガウンを着用
することとしました。アカデミックガウンの着用目的は「学問を修め、
学位を習得することへの自覚と責任」です。アカデミックガウンは
欧米から始まり、日本でも多くの大学が卒業式で着用しています。

【大学・短大・大学院】2020 年度後期授業の対応状況

学生、保護者のみなさまへ

対面・遠隔のハイブリッド授業風景

2020 年度後期授業実施方針

大学学長・短期大学部学長裁定
2020 年 7 月 30 日

１．入構人数を制限するなど、全学的に厳格な感染予防対策を計画し、感染対策本部の
　　了承を得た上で、 基本的に（可能な限り）対面授業とし、遠隔授業も併用する。

２．対面授業の実施にあたっては、感染症へのリスクが高い、またはリスクを避けたいと
　　いう希望を持つ学生・教員への配慮を行う。

３．感染拡大した場合には、速やかに全面的に対面授業を遠隔授業に切り替える。

※本実施方針は、今後の新型コロナウイルス感染症の発生状況により変更することがある。

　新型コロナウイルス感染症への授業対応として、2020 年度前期
は原則遠隔授業を実施しました。その後、大学にある資料や設備
を使用しないと授業を行えない一部科目の対面授業を土曜日中心
に開催、予約制による図書館や学内窓口の利用を開始いたしまし
た。2020 年度後期は学科・学年ごとに、学生を 2 グループに分け
て隔週で登学し、授業を実施しています。
　前期授業実施状況の総括と遠隔授業に対するアンケートを実施、
そして後期授業実施方針と後期に向けた教員の FD 研修を実施しま
した。

◆ 2020 年度前期授業実施状況
　4 月はじめのオリエンテーションは 1 年生だけを対面で行い、例
年通り全員にノートパソコンを貸与し、遠隔授業の受け方の基本を
体験できる機会を確保しました。2 年生以上のオリエンテーション
はすべて遠隔で実施、授業開始時期を 5 月連休明けに延期した上
で、Zoom、Google Classroom、Moodle と本学のポータルサイト

（N-COMPASS）を組み合わせて、全面的に遠隔による授業を開始
しました。授業開始までに、自宅でのネットワーク環境が整わない
学生に対しては、大学が用意したポケット Wifi を無償で貸与し、学
生全員が貸与したパソコンを使って遠隔で授業を受けられる環境を
確保しました。
　その後、大学にある資料や設備を使わないと授業を行えない一
部の科目の対面授業を、土曜日を中心に開催、予約制による図書
館や学内窓口の利用を開始しました。各学科で 1 年生対象の少人
数制の科目について、日にちを分散させながら、すべての学科の
1 年生が全員登学する機会を持てるようにしました。期末試験につ
いても、原則遠隔による実施の方針で臨み、ほぼすべての科目で
遠隔により実施しました。

◆学生への遠隔授業に関するアンケート結果
　前期の遠隔授業について、大学の学生へアンケートを実施しまし
た。アンケート結果のうち「遠隔授業の満足度」は、全体で 3.4 と
高いとはいえない数値でしたが、遠隔授業の準備期間が短く、全
面遠隔授業に切り替えた今期の授業としては成功ではないかと考え
ます。

◆後期授業までの経過

学生間で 1m 以上の距離を確保しながら対面授業を実施

使用不可のシールを貼り、使用できる席を限定

互いに励ましあった仲間たちと一体となり、喜びを分かち合うとと
もに、卒業後は皆さまを必要としている人々のために尽くされるこ
とを期待しております。

　2020 年度コロナ期に旅立つ皆さまは、コロナ対策の一環として
今年度は本学から無料でガウンを貸与することにしました。ガウン
は平服・礼服・着物等の上から着用できます。アカデミックガウン
の着用が、本学の良き伝統としてつながる事を願います。

　「ウィズ・コロナ」期の新型コロナ蔓延に係る体験が、「柔軟」
にポジティブに何事にも乗り越える力となる事を信じ、自粛しつつ
良き年末年始をお迎えされますよう心から願っております。　　　　　
　　　　　　 　  
　　　　　　　  新潟青陵大学　学長・教授　リボウィッツ よし子 

アカデミックガウン着用例
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【大学・短大】前期～後期の実習状況

◆看護学部（大学）

◆福祉心理学部（大学）

例年本学は、病院、介護施設、保育園、幼稚園等での実習を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
外部への実習活動にも影響が出ました。2020 年度前期～後期の実習状況をご報告いたします。

前期は成人・老年・精神・母子看護学実習等の各 2 週間を、臨
地と遠隔を組み合わせて行いました。助産学実習は前後期に、各々
9 例以上の分娩介助を経験しました。養護実習は、前期分を後期に
合わせて実施。1 年生は 12 月に初めての病院実習を体験し、感染
予防の意識を高めて、患者さんの側に立つことができました。

遠隔実習は、Zoom や Google Clasroom 等で、模擬患者のケア
を検討しました。学生らは模擬患者の情報から、病気による心身へ
の影響を読み取り、各々異なる視点で活発に意見を出し合い、探求
の場となりました。自宅でも、模擬患者や看護技術の学習を繰り返
し学べるように、視聴覚教材の Web 利用契約を進め、通信環境を
整えたことで遠隔実習が成立できました。

臨地実習は、病院側の受け入れ基準より厳しい学部の感染予防
対策で進めました。1 日 3 回の検温、毎朝教員が非接触型体温計で
測定し、健康観察を徹底しました。現場で学ぶ時間が減り、十分な
学びが得られるかを危惧しましたが、遠隔実習で思考力が鍛えられ、
患者さんの理解が早く、実習の手ごたえを感じた学生が多い結果に
安心しました。

コロナ禍で予定が何度も変更され、不安の中にいる学生を支援し、 
“ 今できる事をす る！” を実践する日々です。

　　　　　　　　　　　　　　　看護学科長・教授　本間  昭子

社会福祉学科に関わる学外実習には、社会福祉援助技術現場実
習（社福実習）以外にも介護や保育の実習があります。そして、い
ずれの実習についても前期は学外実習を行うことができず、学内での

「代替実習」を強いられました。ここでは、平川自身が直接かかわ
った社福実習についてお伝えします。

社福実習に関わる各教員が知恵を出し合って作成した「学内代替
実習」。ビデオ視聴にはじまり、各種の演習課題等々をネット配信し、
受講学生に視聴させたうえで課題提出。担当教員の「熱意」は結果
として「前のめり」となり、学生に過大な負担を課してしまいました。

予定していた全事業所・施設が配属を受け入れてもらえたわけで
はありませんが、後期の実習では、コロナ感染対策の浸透と福祉系
実習支援室メンバーの奮闘により、希望する全学生が学外実習に臨
んでいます。一部をのぞいて、教員の巡回指導も現地に出向いて行
うことが出来るようになりました。利用者や職員と直接関わり成長し
ている実習生のまぶしい姿がそこにありました。コロナ感染状況は予
断を許さないものがありますが、学外実習の重要性をあらためて実
感しています。

福祉心理学部長／社会福祉学科長・教授　平川  毅彦

◆人間総合学科（短大）

◆幼児教育学科（短大）

介護福祉コースでは、介護実技の演習・実習科目に限り、6 月
15 日から１・2 年生ともに対面授業を再開しました。実習室内各所
に消毒用アルコールを設置し、手指消毒を励行すると同時に、共用
する物品について 1 人使用するごとに消毒を行うなど、詳細なマニ
ュアルを作成し、徹底しました。

学外実習については、1 年生は計 8 日間、2 年生は 5 日間を中止し、
学内において代替実習を行いました。代替実習では、実習施設の協
力を得て、施設見学動画を制作し、学生に視聴させたり、実習指導
者や利用者の方と Zoom を通じて対話をさせていただくなど、より
現場の感覚に近づくことができるよう工夫しました。

8 月 17 日から 9 月 25 日まで、3 班に分かれて 10 日間ずつ 1 年
生の学外実習を行いました。コロナ渦において実習施設の確保には
苦慮しましたが、本学のガイドライン、厚生労働省のガイドラインを
もとに、お受入れいただいた施設とは詳細な打ち合わせを通じて感
染対策を行い、無事全員の実習が終了しました。10 月 1 日からは 2
年生の最後の実習を同様の対策を講じて実施しています。学生は毎
日の検温や、行動記録の作成等を徹底して行っています。

人間総合コースでは、後期より調理実習、アパレル造形実習など
の実習や実験を学内の対策基準に沿うよう注意しながら実施してい
ます。

人間総合学科長・教授　丸山  尚夫

幼児教育学科では、例年 1 年生が 5 月より一人 1 週間ずつ隣接
する新潟青陵幼稚園での観察実習を実施しておりました。また、2
年生は幼稚園教育実習を 6 月に 2 週間、その後保育実習Ⅰ（施設）
実習を 10 日間予定していました。しかし、今回の新型コロナウィル
ス感染症への対応として、前期中の実習は全て中止または延期とな
りました。

保育所以外の児童福祉施設または社会福祉施設で行う保育実習Ⅰ
（施設）実習は、学内演習に振り替えることになりました。児童養護

施設や乳児院、障がい児・者施設での生活の様子の動画を見て考察
したり、施設に就職した卒業生による講話を Zoom で実施し、その
前後にグループワークを行ったりしました。学生からは貴重な実習の
機会を失うことを残念がる声が多数上がりましたが、それだけに卒
業生講話では少しでも多くのことを吸収しようと時間が足りないくら
い質問していました。

延期されていた 2 年生の幼稚園教育実習を 9 月に、また、1 年
生の青陵幼稚園での教育実習を 10 月より実施しています。

「マスクでは互いの表情が見えづらく、話しもしづらい」など困難
を抱えながらも、実際に子どもたちとかかわる機会が当たり前でない
ことを実感し、実習の受入れに感謝して精一杯取り組んでいる様子
が見られます。

幼児教育学科・准教授　梨本  竜子
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2020 年度後期の対応状況
【大学・短大・大学院】学務課

【大学・短大・大学院】キャリアサポートステーション

後期は対面授業を実施するために、学生をＡグループとＢグルー
プに分け、対面で授業を受ける学生と遠隔で授業を受ける学生を 1
週間交代にして、1 日に登学する学生の数を全体の半分に制限しま
した。授業の実施にあたっては、対面と遠隔のハイブリッドで授業
ができるように、講義室に配信用のビデオカメラや学生のノート PC
用の電源タップを設置いたしました。

授業の感染症対策としては、講義室の座席を 1 ｍ以上の間隔が
取れるように配置するとともに、アルコール消毒液を設置し、授業前
後の手指消毒や机や共有物の消毒を励行しています。また、全学生
にフェイスシールドを配布し、授業内容によって必要な感染症対策が
とれるようにしています。

学内の感染症対策としては、入構基準の遵守を目的に、学生や
学外者が入構する際、複数名同時に自動的に検温ができるよう、校
舎入口 3 カ所にサーマルカメラを設置いたしました。また、学生食

2020 年 11 月 21 日（土）に、毎年恒例の新潟青陵大学短期大学
部保護者懇談会をコロナ禍でありましたが、感染症防止対策を徹底
の上、開催時間短縮、ブース型個別懇談会のみとし、先着順にて参
加希望保護者を募り開催いたしました。

短期大学部におきましては、今後、1 年生向けキャリア支援にお
けるセミナーが Web 型、対面型と目白押しとなることより、ご参加い
ただいた皆様より、「就活の流れが理解できた！」「子供（学生）の
学生生活が良く理解できた！」「コロナ禍の就活動向のヒントをいた
だいた！」「親としてこの学校を選んで正解だったと思う！」等 ・々・・・
大変有難いコメントをいただきました。

例年と違い感染症防止対策下での開催にあたり制限をお掛けする
ことになった懇談会となりましたが、ご来学いただきました皆様にお
かれましては、開催の趣旨をご理解いただき大変感謝申し上げます。

堂や学生ホール、図書館などに飛沫対策用のパーテーションを設置、
併せて 1 ｍ以上の間隔を確保できるように座席数を減らすなど、ソ
ーシャルディスタンス対策を行っています。その他に、手洗い場やト
イレ蓋の増設、構内各所にアルコール消毒液の設置、生協売店が混
み合わないよう学生ホールでのお弁当出張販売の実施などの感染症
対策を行っています。

サークル活動等、授業以外の学内外での課外活動についても、ク
ラブ顧問の管理下で感染症対策を厳密に行いながら少しずつ再開さ
れています。

新型コロナウイルスは季節性インフルエンザと区別がつきにくいこ
とや社会経済活動の再開などから秋冬にかけて感染拡大する可能性
が専門家から指摘されております。そのため、学生・ 教職員が高い
意識で新しい生活様式を実践し、 安全に学びの場であるキャンパス
での活動を行ってまいります。　　　　　　　　　　

【大学・短大・大学院】図書課
図書館では、後期から対面授業が開始されるということで、平日

の開館時間を前期の 9：00 ～ 17：00 から 8：30 ～ 18：00 に変更
して開館（土曜・日曜・祝日は休館）しています。併せて館内の閲
覧席についても前期は利用できなかったラーニングコモンズ等につ
いて、テーブルに飛沫対策用パーテーションを設置して利用可能にし
ました。これによって、利用できる座席数を 59 席から 102 席に増や
して、後期の学生の利用に対応しています。前期は多い月で 1 ヶ月
1000 人程度だった利用者が、10 月は約 4000 人の利用がありました。
また、感染リスクを避けるために大学に登学できない学生もいるの
で、前期に引き続き資料の郵送貸出サービス（送料大学負担、返送
料学生負担）についても対応しています。

館内の感染症対策についても、入退館時の手洗いや手指消毒の

励行に加え、館内のアルコール消毒液の設置、検索端末等の 1 時間
1 回の消毒、利用した資料は一定時間隔離してから書架に配架する
等の対策を実施しています。

今後は、開館時間の延長を検討するとともに、電子ブックや電子
ジャーナル等の電子資料を増やし、学外からも資料が利用できる環
境を充実させていく必要があります。また、卒業生を含め学外利用
者の方につきましては、利用をご遠慮いただいておりますが、この
状態が更に継続するようであれば、図書の郵送貸出サービス等で対
応することも検討しています。今後も新型コロナウイルス感染拡大が
懸念されますが、状況に応じて学生の学習、教職員の教育・研究、
地域貢献に資することができるように図書館運営について検討してま
いります。

【大学・短大・大学院】生活協同組合
生協店舗では大学の指導に基づき以下の感染症対策を実施して

います。
・健康チェック・従業員のマスク着用・カウンター飛沫防止フィル 
   ムの設置

・アルコール消毒液の設置・定期換気・定期手洗い・定期消毒
   （手の触れる所）
特に昼休み等で人が密集しやすい時間帯は外部換気を行っていま

す。日頃利用されている方はご存じですが、生協には壁・ドアがあ
りません。（アルミポールカーテンです）店舗を作る際に「解放感あ
る・開かれたお店」を目指した結果です。そのため換気に関しては
有利な店舗となっています。温度・湿気・埃対策には少し弱ってい
ましたが換気には強い店舗です。

さて後期は教科書販売から始まりました。学務課のご協力で学科
学年クラスごと販売で密集度を下げて延べ 1,800 人に無事販売する
ことが出来ました。登学が難しい方には前期同様に郵送販売を行い
ました。

通常店舗利用は 1 日 200~250 人と以前の 3 分の 1 程度ながら利
用していただいています。さらに後期から1 号館で「出来立てお弁当」
を販売し好評です。店舗密回避の効果もあります。

新潟青陵大学・短期大学生活協同組合は学生・教職員によって
設立し運営されている組織で特に生協学生委員会 Coopys が元気に
活動をしているところが特徴的です。新型コロナウィルス（COVID19）
禍で困難な時代ですが、今後も飲食品・文具・電子機器・教科書・
教材・検定・自動車教習所などご利用お待ちしております。

新潟青陵大学短期大学部は、コロナ禍でありましても、引き続き
学生各々のキャリア支援の充実、キャンパスライフの充実、社会人と
して羽ばたき、活躍できるよう、目標達成における行動力・会話力・
コミュニケーション能力等主体性を発揮できる力を伸ばすキャリア支
援、学生支援に努めてまいります。

【大学院】臨床心理センター
臨床心理センターは 2020 年 4 月から断続的な臨時休室を行って

きましたが、8 月 26 日（水）から開室再開をしております。開室再
開以降、利用するすべての方が安心して対面でのカウンセリングに
臨めるよう、感染防止対策を実施しています。

例として、①臨床心理センター内の定期的な消毒、②常時換気が
できる部屋を確保しての相談活動、③換気量増加のためのサーキュ
レーターを全室で稼働、④利用される方々へ体調確認、マスク着用、
入館前の検温と問診票の記入、面接前後の手洗いなどのお願い、⑤
臨床心理センタースタッフの健康管理とマスク着用、面接前後の手
洗いの徹底、⑥受付及び相談室に透明のパーテーションを設置、⑦
受付及び相談中の身体的距離の確保、⑧面接後の消毒作業と 30 分
間の換気実施などが挙げられます。

このような対策を今後も継続して行い、地域の皆さまのニーズに
応えられるよう、また本学臨床心理学研究科で学ぶ大学院生が十分
な実習機会を得られるよう、相談活動の取り組みを続けております（写
真は実際の相談室の様子です）。

9 月からは新規申込みの受付も再開しております。従来の受付枠
より数を減らしているため、ご予約が取りづらくなっておりますが、
お困りのことがございましたらまずはお電話でご連絡ください。

また、詳細な感染対策については、臨床心理センターの HP でご
案内しています。来室の際はあわせてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症は、大人や子どもの心理面、生活面に
大きな影響を及ぼしています。抱えている不安や困難を支えられるよ
う、感染対策を取ったうえで、教職員・大学院生スタッフ一同、しっ
かりとご相談に応じていきたいと思っております。

臨床心理センター 直通電話番号：025-266-9533
HP：http://www.n-seiryo.ac.jp/faculty/nsugs/cpcenter/　
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※必修科目「地域連携とボランティア」とは？

地域連携とボランティア活動は、活動する本人にとっての
自己実現や社会貢献の機会だけではなく、社会の活性化を
図るための一つの方法と成りえます。我々が生活する社会の
なかには多様な価値観が存在し、活動を行う者の目的は様々
であり、活動内容も多岐にわたっています。

このような状況を踏まえ、「地域連携とは何か」「ボランテ
ィアとは何か」について皆さんとともに考えていきたいです。
授業を通して、自ら主体的に地域連携とボランティア活動に
参加したり、社会問題に気づき・考えたり、社会の中で地域
連携とボランティア活動を広めるために必要なことを考えるき
っかけになればよいと考えています。

【大学・短大】コロナ禍での取り組み
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、様々なイベントや活動にも支障が出ています。活動自体中止や自粛となる

ものも多い中、感染対策や工夫を凝らして取り組んだ活動もありました。
コロナ禍だからこその活動のかたちをご報告いたします。

『大学必修科目「地域連携とボランティア」との連携事業』
WithCOVID-19 時代× SDGs！ボランティアの新たな可能性と展開を考える
～オンラインでつながり、全国各地の先輩から後輩にエールを～

2020 年 7 月 3 日（金）必修科目「地域連携とボランティア」科
目の第 9 回目遠隔授業内にて、現役学生ボランティアコーディネータ
ー及び全国各地からボランティア経験の豊富な OBOG が集まり、１
年生へボランティアの魅力やあり方を伝える機会を設けました。

例年であれば新学期より様々なフィールドでボランティア活動に出
かけている時期ですが、新型コロナウイルス感染症によりボランティ
ア活動もできない日々が続いていました。

ボランティアセンターでは、そうした状況の中で、実働はできなく
ても学生の意欲にどういったかたちでアプローチできるかを考え、授
業と連携し「ボランティアマインド」を伝える機会を設けました。受
講生約 300 名のうち、約 9 割の学生が授業後ボランティア活動に対
してイメージが変化したと答え、「今後ボランティア活動に積極的に
携わりたい」「ボランティアのイメージが変わったのでもっとチャレン
ジしてみたい」前向きな意見が多く見られました。

その成果もあり、2020 年度学生ボランティアコーディネーターを
募集したところ、数多くの学生が興味を持ち、最終的に 15 名の新入
生が加入しました。

ボランティアセンターとしてはこのような状況を前向きに捉え、授
業との連携の他にも社会福祉協議会との連携セミナーやオンライン
研修会の開催など幅広く活動を行い、学生のやる気や気持ちに寄り
添えるように励んでいます。

2020 年 8 月、ダンス部はコロナ感染症の拡大を受けて中止とな
った「2020 全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）」の代
替大会として企画された「～つながろう ダンスの力で オンラインダ
ンスフェスティバル～」に、動画作品を出展しました。

出展した動画作品は、新潟市内を街歩きしながら撮影しています。
身近にある自然や歴史的な建造物に触れ、感じたままに動くダンサ
ーの身体を、美しい景色とともに記録し編集したものです。コロナ禍
で活動が制限されるなかですが、この創作過程は、身近にある幸せ・
足元にある魅力を再発見する旅となりました。

ダンス部が「～つながろう ダンスの力で オンラインダンスフェスティバル～」に、
動画作品を出展しました

オンラインで 2020 年度学生ボランティアコーディネーター任命式が開催されました
2020 年 10 月 1 日（木）に『2020 年度学生ボランティアコーディ

ネーター任命式』がオンライン上で開催され、今年度は 1 年生 15 名、
2 年生 3 名、3 年生 4 名、4 年生 10 名の計 32 名が任命されました。

例年であれば、一人ひとりに任命書を渡していたのですが、今年
はオンライン上での開催となり、後日任命書を取りに来てもらうかた
ちとなりました。センター長から 1 人ずつ名前を呼ばれ、それぞれ
が決意を込めて返事をしました。任命までの期間には、全員が学生
ボランティアコーディネーターとしての心構えやコーディネーションの
基本などの研修をオンラインで受講し、学生ボランティアコーディネ
ーターとして活動すべく勉強してきました。

それぞれの想い、目標やきっかけは様々ですが、ぼらくととして頑
張りたい！という気持ちは皆ひとつだと思います。このような社会情

          ＜ Twitter ＞　       　                ＜ Instagram ＞

出展作品はダンス部の SNS に投稿していますので、
ぜひご覧ください。

　　　　　　　　オンライン講習会の様子

学生ボランティアコーディネーター（卒業生）による講演

勢のため、なかなかセンターとして大きな事業を展開するのは難し
いですが、最近では個々人で感染対策をしっかり行いながら、研修
会やボランティア活動に出かけ、オンラインでは学びきれない大切
な部分を少しずつ学んでいるようです。

1 年生も加わり、新体制で頑張って参ります。

動画作品の冒頭には、新潟が生んだ文化人の一人である坂口安
吾の言葉を引用しています。「私のふるさとの家は空と、海と、砂と、
松林であった。そして吹く風であり、風の音であった。」かつて学校
をさぼって「浜の砂丘の松林にねころんで海と空をボンヤリ眺めてい
た」という安吾の目にうつる原風景は、いまも確かに存在しています。
これが、未曾有のコロナ禍を生きる私たちにとって、大切な拠り所と
なっていることを教えてくれました。

※学生ボランティアコーディネーター『ぼらくと』とは？
2013 年度より、学生ボランティアコーディネーターという制度

を設け、本学では “Volunteer Act” 通称「ぼらくと」と呼んでおり、
サークル活動ではなく、ボランティアセンター直属の学生スタッフ
として活動しています。学生と同じ視点に立ち、学生に向けたボラ
ンティア活動の充実やコーディネーターとしてのスキルアップ事業
の開催、学生と外部を繋ぐ架け橋の役割を担っています。
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今回は、秋に青空祭（学園祭）が行われない代わりにイベントを
行いたかったこと、春に 1 年生へ向けて「新入生歓迎会」を十分に
行えなかったこと、後期が始まり1 年生にもサークル活動に参加して
もらいたかったことから、改めて新入生歓迎会という名のサークル紹
介を行おうと 2 年生の大学短大の学友会三役を中心に当日までの企
画運営を行ってきました。

企画運営を行っていく上で、コロナウイルスの影響により、3 日間
の日程で学科ごとに分けて開催しなければならなかったり、全員で集
まることが難しく、思うように会議が行えず情報の共有が上手くいか
なかったりすることが多くありました。Zoom や LINE を積極的に使っ
て共有を行いましたが、なかなか全員に情報を共有することができ
ませんでした。

私たちは行動が制限されながらも、何とか「新入生歓迎会」を成
功させようと毎日頭を悩ませながら活動を行っていきました。

開催に向けては、学科ごとに参加時間を 6 回に分けて設定し、学
生専用 Web 掲示板や Gmail などで 1 年生に開催を呼びかけたり、
動画やスライドを用いて発表を行うサークル用の特設スクリーンや音
響機器の手配を行いました。

「そらいろ子ども食堂」で食材配布が開催されました

リボウィッツ大学学長が講演会を行いました

新型コロナウイルス感染症防止のために学生の課外活動にも制限
がかかっています。

大学・短期大学部の学生 17 名が運営委員として参加している「そ
らいろ子ども食堂」も同様で、通常の子ども食堂開催が難しい状況
でした。活動の制限がかかる中、オンラインで会議を行う、運営委
員内での係を分担制とし密を避ける等の感染対策の工夫を行いまし
た。色々な工夫のうえで 7 月下旬から通常開催と同じ会場である白
新コミュニテイハウスで食材配布の活動を行い、食材配布が開催さ
れました。（※そらいろ子ども食堂は新潟県立大学の学生も運営委員
として参加しています。）

食材配布当日はお米や、ペットボトルのお茶、おせんべい、レト
ルトカレー、粉末スープ等腐敗しにくい食材を配布しました。7 月は
2 回開催で計 53 名、8 月は 2 回開催で計 35 名、9 月も 2 回開催で
計 69 名の方から参加がありました。10 月以降も引き続き実施してい
く予定です。

開催できないという前例がなかったため不安でしたが、開催がで
きないから何もしないという選択はありませんでした。そらいろ子ど
も食堂で大切にしている「つながり」が途切れないように参加者に
手紙を書く、SNS で運営メンバーの自己紹介や過去に人気だったメ
ニューのレシピを発信する等、工夫しました。また、子ども食堂を運
営する団体と情報共有を行い、いつでも開催が出来る準備を整えて
いました。食材配布と並行してそらいろ子ども食堂の YouTube を開
設しました。まだ投稿数は少ないですが、月に 1 ～ 2 本を目標に投
稿できるようにしていきたいです。　　　　　　　　　　　　　　

　   そらいろ子ども食堂　副代表　社会福祉学科 3 年　松澤 果奈

2020 年 11 月 24 日（火）16：10 ～ 17：40 にて大学国際交流
委員会主催で、リボウィッツ大学学長の講演会が「キャリアデザイン
Ⅰ」講義内で開催されました。講演テーマは「私の歩みとチャレンジ」
です。

昨年度着任したリボウィッツ大学学長はアメリカの大学および病
院で看護学の専門家として長く活躍し、その間にイスラエルにボラン
ティア活動に行かれたり、アメリカの西海岸と東海岸の両方に居住し
たり、国際的な見聞を広げて来ました。これまでに辿られた歩みと
チャレンジについて講演することで、学生の皆さんに広い世界に目
を向け、様々なチャレンジに立ち向かう姿勢を学んでいただきたい、
という目的で企画されました。

当日は講義の履修者 75 名、他の学生・教職員が 40 名が対面・
Zoom に分かれて参加し、皆さん真剣に講演会の話を聞きました。

 
※子ども食堂とは？

親子や、または子ども１人でも安心して訪れることができ
る無料、あるいは安い参加費で食事が提供される居場所。 
2016 年 1 月に新潟県内に初めてオープンした「ふじみ子ど
も食堂」でボランティアをさせていただいた学生たちが『そ
らいろ子ども食堂』を作りました。

今年度は残念ながら中止となった青空祭（学園祭）の代替イベン
トとして、学友会主催の新入生歓迎会を、本学の体育館にて 2020
年 10 月 30 日（金）～ 11 月 1 日（日）の 3 日間で開催しました。

この企画は、「4 月からほとんど学校に来ることができなかった 1
年生に対して、本学に入学したことを実感してもらい、また、今後の
キャンパスライフをより充実させるきっかけとしてもらえるような企画
を行いたい」という学友会の発案からスタートしました。

大学学友会会長　遠藤 拓海さんより執筆していただきました。

新入生歓迎会を開催しました

各サークルには、事前に撮った動画を流すか、ステージ上で実演・
発表をする場合は、マスクやフェイスシールドを着用し 1 メートル以
上の間隔を空けるなどの対策を行うよう予めお願いしました。

また当日は、1 年生の座席は 1 メートルの間隔をあけて設置する、
会場内は常時換気を行う、休憩時間には密集・密接して話をするこ
とが無いようアナウンスする、等の対策を行いました。

当日 3 日間は何事もなく無事にスケジュール通りに終えることがで
きました。今年はコロナウイルスの影響で思うように活動することが
できませんでしたが、学友会幹部の 2 年生全員で 1 つのイベントを
成功することができてよかったです。

1 年生の皆さんには、新入生歓迎会をきっかけとして今後の学生
生活をさらに充実させてほしいと思います。

ご協力していただいた皆さんありがとうございました。
大学学友会会長　遠藤  拓海

　　　　　右）大学学友会長　遠藤 拓海さん
　　　　　左）短大学友会長　佐々木 亜美さん

各グループ感染対策のうえ、ソーシャルディスタンスを保ちながら発表を行いました

「そらいろ子ども食堂」キャラクターの「ぷくきち」

ご参加いただいた方との交流場面
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2020 年 9 月 17 日（木）19：30 ～ 21：00 に大学社会福祉学科 
海老田大五朗准教授が著書「デザインから考える障害者福祉－ミシ
ンと砂時計－」に関するブックイベントに出演しました。

主催は東京ミッドタウン・デザインハブ内にある「リエゾンセンタ
ー・ライブラリー」で、オンラインで開
催されました。イベントには著者である
海老田准教授と、本書の出版元であり、
出版社であると同時に精神障がいを抱え
る人々が働くことで回復をはかれる職場
づくりを目指した就労継続支援 A 型事業
所であるラグーナ出版の代表取締役社長 
川畑 善博氏も出演されました。

ヒューマンライブラリーをオンライン形式で開催しました

ヒューマンライブラリーは、「人を貸し出す図書館」。図書館で多
様な本と偶然出会うように、普段の生活の中では触れ合うことのでき
ないさまざまな背景を抱えた人 と々の直接的な対話を、一対一や少
人数で行う体験です。北欧デンマークで 2000 年に始まり、現在世界
90 カ国以上で開催されています。

今年はコロナ渦ということで、ヒューマンライブラリーでの一番大
切な face to face の「対話」ができないという状態でした。しかしコ
ロナウィルスという未知のものに対する恐怖やソーシャルディスタン
シングでもたらされた人々の孤立感、そのような不安定な社会だか
らこそ、互いに繋がり互いを理解するための「対話」を絶やしては
いけない、そういった思いから 2020 年 11 月 8 日（日）にオンライ
ンでのヒューマンライブラリーを開催いたしました。

身体的・精神的な障害を抱えた方、セクシャルマイノリティとされ
る方、難病を抱えた方、心の病、依存症、DV を経験された方など

私は 3 年間「学生司書」として関わらせていただいています。毎
年「今年はどんな方が「読者」「本」として参加してくださるのか」
楽しみに司書の仕事をしています。また、あらすじ作りをする際に本
の方のことを深く知ろうと対話をして、「読者」に「本」の魅力を伝
えられるようにすることも司書の醍醐味であると感じています。

今回はオンラインでの開催となり、直接本の方とお会いして出来
ていたあらすじ作りや当日の運営もいつもと違う形になりました。し
かし、実際にあらすじ作りや運営をしてみると、本の方のエネルギー
は画面を通しても伝わり、当日は県内だけではなく、県外の読者の
方など多くの方が参加をしてくださいました。オンラインという形は
本と読者の方をより広く結ぶ、新しい形だと思いました。

ただ、画面越しの「読書」であることから、「本」や「読者」の
生の反応や表情が見えにくい部分があり、「本」の方の話のニュアン
スが伝わりにくいなと感じる部分もあったため、今回初めて参加され
た方にはぜひ対面でも参加していただき、対面ならではの面白さも
感じつつ、多様性の理解や「相手を知って自分を知る」と言う体験
をしていただけたらいいなと思います 。    看護学科 3 年　高橋 麻起　　  　

「本」「司書」「ファシリテーター」として当日活躍した学生の皆さん

社会福祉学科 海老田大五朗准教授が著書
「デザインから考える障害者福祉－ミシンと砂時計

－」に関するブックイベントに出演しました

文部科学省「短期大学教育功労者表彰」を元人間総合学科 小川 秀子教授が受賞しました

看護学科教員グループの研究論文要旨が国際誌に
掲載されることになりました

最近の TOPICS　～教員の活躍～

看護学科教員グループの手術室実習に関する研究
論文が手術看護専門雑誌に掲載されました

看護学科 渡邉 路子助教が一般社団法人日本私立
看護系大学協会「2020 年度看護学研究奨励賞」
を受賞しました

「2020 年度看護学研究奨励賞」は会員校の教員で、2019 年 4 月
1 日から 2020 年 3 月 31 日までに英文による原著論文などを、国際
学術誌や学術団体誌・紀要・専門誌に公表し、看護学研究に貢献し
た者に贈られる賞になります。今回の受賞論文は高齢者の睡眠の質
について研究したものになります。

論文名：Association between Neighborhood Environment and
                   Quality of Sleep in Older Adult Residents Living in
                  Japan:The JAGES 2010 Cross-Sectional Study 
掲載誌：International Journal of Environmental Research and
                   Public Heaith (IJERPH)
受賞理由：大規模データを用いて高齢者の睡眠を検討した点は
　　　　　意義深く、社会的ニーズにおいても重要な研究である。

日本家族看護学会の機関誌『家族看護学研究』 24-1 号 (2018) に
掲載された新潟青陵大学教員グループの研究論文の要旨が、家族看
護学の国際誌『Journal of Family Nursing（JFN）』の第 25 巻 4 号
に下記論文の英語の要旨掲載されることとなりました。論文は九州・
名古屋にて、ひきこもり経験者に面接調査を実施したものになります。

論文名：ひきこもり状態の人が支援機関に踏み出すまでの心理的
　　　　プロセスと家族支援
著者：斎藤 まさ子・本間 恵美子・内藤 守・田辺 生子・佐藤 亨・
　　     小林 理恵
※斎藤 まさ子教授は執筆時在籍。

このたび、文部科学省「短期大学教育功労者表彰」を小川秀子新潟青陵大学短
期大学部元教授が受賞しました。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。

46 年間勤めさせていただきましたが、感謝しかありません。専門であるやりたか
った仕事ができて本当によかった。ファッションショーも思い出すと苦しかったことも
あるが、やり遂げて本当に良かった。身に余る表彰本当にありがとうございます。　

元人間総合学科・教授　小川  秀子
※「短期大学教育功労者表彰」は「短期大学教育 70 周年を記念して、短期大学
　教育に長く従事し、その功労が顕著な者及び短期大学教育に特に功績があった
　者を文部科学大臣が表彰し、その功に報いるとともに、短期大学教育の発展に
　資することを目的とする」ものです。看護学科 3 年 高橋 麻起さん（司書として参加）

                      画面を通して「対話」を楽しみました

隔月刊誌 手術看護エキスパート 9・10 月号に、看護学科の教員 4
名による論文が紹介されました。

今回掲載された元となる論文は、2019 年 3 月に新潟青陵学会誌
に掲載された「手術室実習の事前学習に ICT を活用したことによる
学習効果／帆苅真由美、小島さやか、小林理恵、清水理恵、小林祐子」
です。 論文は、本学の機関リ
ポジトリ（所属教員の研究成果
をインターネットで公開するシ
ステム）にて公開しております。
興味のある方は、右記 QR コー
ドよりご覧ください。

16 名が「本」（語り手）として参加、「学生司書プロジェクト」として
23 名の学生が「司書」として準備と当日の運営に携わってくれました。

オンラインでの開催は通信環境の問題や発言するタイミングの難
しさなどのデメリットもありますが、最大のメリットとしてはどこから
でも、そして実際に会場に足を運ぶことが難しいという方でも参加で
きるということです。当日は県内外から 40 名の方が「読者」（聴き
手）として参加し、多様な背景を持つ語り手との「読書」（対話）を
体験されました。またヒューマンライブラリー終了後には振り返り会
を開催し、参加者全員でヒューマンライブラリーの意義やこの体験を
どのように今後の自分に繋げていくかなどを話し合い、貴重な考えや
想いを共有することができました。

次年度はコロナ渦も終息し、従来型の対面式のヒューマンライブ
ラリーが開催できることを願うと共に、オンラインでの可能性も考慮
しながら、より多くの「対話」の機会をみなさまに提供できればと考
えております。　　　　　　　　人間総合学科・准教授　関 久美子

青陵リポジトリ

2020 年 11 月 25 日（水）表彰状授与式が挙行されました
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　新潟青陵大学・短期大学部では、新型コロナウイルス感染
症が確認されて以来、学生の皆様と教職員の安全を最優先に
考え、入構制限・遠隔授業などの取組みを行ってまいりました。
この間、学生の皆様には多くのご不便をおかけしたかと存じま
す。後期に入ってからは、新型コロナウイルスの実態が少しず
つ明らかになってきたことと、これまでの本学内での取り組み
から得られた知見を基に、安全と、学生及び保護者のお気持

ちに配慮しつつ、無理のない範囲で対面授業、実習や学外演
習等を再開してまいりました。今号では、これらの本学におけ
る新型コロナウイルス感染症への取組みをまとめています。終
息するどころかさらに拡大の様相を呈している新型コロナウイ
ルス感染症ですが、引き続き安全と充実した学生生活の両立
を図るべく努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願い
申し上げます。　　　　　　　　　　（事務局長　栗林 克礼）

公式 facebook本学ホームページ

10 月新任教員
西森 亮太 短期大学部 人間総合学科・准教授

10 月 1 日に本学に着任しました。
簿記および経営学関連の科目を担当します。
前職は税理士・経営コンサルタントとして、主
に中小企業や社会福祉法人等の税務申告、経
営支援を行ってきました。実務経験も踏まえ
ながら、学生の皆さんの「就業力」向上に尽
力したいと思います。

2021 年度行政保健師採用試験合格状況

2021 年度養護教諭教員採用試験合格状況（2020 年 12 月現在）
本学看護学科は養護教諭一種免許を取得することが可能です。
本学は人数制限を設けず、所定科目の単位を取れば免許状を取
得できることが特徴です。年度によっては 3 割程度の学生が養護
教諭取得のための科目を履修することもあります。

Google ストリートビューでキャンパス内を公開しています
ストリートビューは Google が提供する Google マップの機能の一つで、大
学内をその場にいるかのように 360 度のパノラマでご覧いただけるサービ
スです。新校舎の 1 号館内にある図書館、青陵ホールや、各実習室内の
様子がご覧いただけます。実際に歩いているような感覚で、青陵の雰囲気
をお楽しみください。 Google ストリートビュー

元短期大学部  副学長 人間総合学科・教授

新潟大学定年退職後、縁あって新潟青陵短
期大学に 8 年半お世話になりました。この
間、最も印象に残っているのは、新 1 号館
建設に関わったことです。様々な建設条件
の制約の中、全教職員の希望に添えること
はできなかったと思いますが、学生の教育
環境改善につながり、短大調査結果では全
国平均よりかなり高評価となりました。新型
コロナの終息が見えない現状ですが、改善
された教育環境の中で学生たちの学びが充
実し、その成果が就職、入試に反映される
ことを願ってやみません。

9 月末退職教員
五十嵐 由利子 

本学看護学科の保健師課程では、様々な分野の実務経験を持つ
教員による実践的な指導のもと、地域に暮らす人々の健康課題
に対応した看護活動を学んでいきます。採用試験や国家試験対
策へのサポートにも力を入れ、めざす将来の実現に向けて丁寧

に指導を行っています。
2021 年度行政保健師採用試験には計 8 人が合格しました。

【内訳】新潟県 2 人、見附市 1 人、阿賀野市 1 人、村上市 1 人、  
               佐渡市 1 人、湯沢町 1 人、関川村 1 人

2021 年度養護教諭教員採用試験は 2020 年 12 月現在で計 7 人
が合格しています。

【新潟県】現役学生 3 人／卒業生 1 人　【新潟市】卒業生 2 人　
【長野県】現役学生 1 人


