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理事長就任挨拶理事長就任挨拶 20212021年度卒業証書・学位記授与式年度卒業証書・学位記授与式

＜理事長に就任して＞
　そんな中、2022 年（令和 4）1 月 1 日、私が新潟青陵学園の
理事長に就任することになりました。学園経営・運営にはまった
く携わったことがありませんでしたし、1 か月近くたった今も「白
紙」に近い状況です。これからは、本学園の「建学の精神」や「青
陵ミッション」「青陵プロミス」をしっかりと学び、皆さまから
さまざまなことをお教えいただきながら、一歩一歩進んでいきた
いと考えています。幸い、大学には木村哲夫学長がいらっしゃい
ますし、関先生の跡を継ぐ短期大学部学長には菅原陽心先生から
ご就任いただくことが決まっております。一方、年度替わりには
高校長、幼稚園長もお代わりになるので、学園にとっては「大き
な転機の年」と気を引き締めております。
　また、今年は「ポストコロナ」を考え、実践する年になると期
待していたのですが、強烈な感染力を持つオミクロン株の出現で、
事態はまた大変に厳しくなっています。本学園に関係する皆さま
には、これまでに以上にご助言とご支援をお願いしなければなり
ません。そんな状況の中、私も精一杯本学園の歴史や取り組みに
学びながら、全力で走ってまいる所存であることを申し上げ、就
任のご挨拶とさせていただきます。

2022 年 1 月 28 日
学校法人新潟青陵学園　理事長

　＜学園 120 年余を振り返る＞
　まずは市民の皆さま、関係者の皆さまに、これまで新潟青陵学
園の運営に大変なご尽力・ご助力をいただいてきましたことに心
から感謝とお礼を申し上げます。
　私も新潟青陵学園の理事長に就任させていただくに当たり、改
めてこの学園の歴史を勉強させていただきました。源流は 1899

（明治 32）年、本学を開いた下田歌子先生が帝国婦人協会設立の
趣旨普及のため来港され、1900（明治 33）年 4 月に同協会新潟
支会が発足。新潟支会の事業として新潟市東中通りに裁縫伝習所
が設立され、同６月には私立新潟女子工芸学校と改称されたと伺
っています。本学園創立の理念は、「当時の文明開化の時代要請
に応え、女性の独立・自尊を勝ち得るための実学教育」にありま
した。以来、時代の荒波にもまれながらも、戦後の学制改革には「私
立新潟女子工芸高等学校・中学校併設」の発足で対応し、その後
に中学校の募集を停止する一方、1965（昭和 40）年に女子短期
大学部の開設に合わせて名称を「新潟青陵学園」と変更。さらに
学園 100 周年となる 2000（平成 12）年には男女共学化に踏み切
ると共に、看護福祉心理学部を擁する大学を開学するなど、120
余年の長きにわたって、新潟市で若き人材の育成に当たってまい
りました。
　この間、建学の精神である「日進の学理を応用し、勉めて現今
の社会に適応すべき実学を教授する」ことを実践してきました。
より具体的に言えば、「青陵ミッション」である「新潟から未来
を切り拓く人財の総合拠点教育へ」を意欲的に推進し、「青陵プ
ロミス」である「自分だけの専門性を『活かす力』。変わりゆく
社会を『生きる力』。ふたつの力を育む学びを実践します」との
大きなテーマに挑戦をしてまいりました。

　関昭一前理事長がご逝去された後、2022 年 1 月から伝統ある「新
潟青陵学園」の理事長に就任させていただきました篠田昭です。甚
だ微力ではありますが、多くの皆さまのお力をいただきながら、こ
れからも「青陵学園が新潟にあって良かった」と大勢の方に感じて
いただけるよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
　今もオミクロン株による新型コロナウイルスの感染が猛威を振るっ
ておりますが、全学園一丸となってこの難局を乗り越えていく所存で
あります。2022 年 1 月 27 日には、私が理事長となって初の評議員会・
理事会を無事終えることができました。これから、さらに研鑽を積み
まして、新たな学園の方向につきましても、年度明けにはお示しで
きるよう努めてまいります。
　今回、就任にあたって学園教職員に伝えたことや評議員会・理事
会などで申し上げたことをお伝えし、当面のご挨拶といたします。よ
ろしくお願い致します。

　学校法人新潟青陵学園は、2021 年 12 月 23 日開催の理事会にお
いて、前新潟市長の篠田昭氏を理事及び新理事長に選任しました。
理事長就任は 2022 年 1 月 1 日、任期は 2025 年 12 月 22 日までと
なります。以下、就任に際しての挨拶を掲載いたします。

篠田　昭

♦

3 月 22 日（火）、 新潟市民芸術文化会館コンサートホールを会場
として、2021 年度卒業証書・学位記授与式が挙行され、新潟青陵
大学大学院 14 名、新潟青陵大学 235 名、新潟青陵大学短期大学部
334 名に卒業証書・学位記が授与されました。新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、保護者の方々には人数制限を設けて参加い
ただきました。保護者の方々のご理解とご協力に感謝申し上げます。

式では、大学学長・短期大学部学長や本学園理事長から卒業生・
修了生へはなむけの言葉が贈られ、これを受けて、卒業生・修了生
の代表が答辞を述べました。

このたび卒業を迎えられた皆様に心よりお祝いを申し上げるととも
に、今後のさらなる活躍を願っております。

2021年度卒業生・修了生内訳
学部・学科 卒業生数

  大学院 看護学研究科 5

  大学院 臨床心理学研究科 9

  大学 看護学部 87

  大学 福祉心理学部 148

  短期大学部 人間総合学科 204

  短期大学部 幼児教育学科 130

本学ホームページにて
卒業式式辞 ･ 祝辞を掲載しております。

大学 卒業式式辞 ･ 祝辞 短大 卒業式式辞 ･ 祝辞
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オンラインで卒業生が集合オンラインで卒業生が集合　　看護学科ホームカミングデー

　11 月 21 日（日）、青陵ホールにて「チェロとピアノで聴くベートー
ヴェン」コンサートを開催いたしました。
　演奏者として新潟青陵幼稚園出身のチェリスト、渋谷陽子氏をお
招きし、新潟青陵大学短期大学部 幼児教育学科、栄長敬子准教授
と共に演奏していただきました。
　二人の奏でる音色に、来場者の方々は癒しのひと時をお過ごし
いただけたようです。
ープログラムー
　ベートーヴェン　ピアノソナタ 第 8 番 ハ短調 作品 13 ≪悲愴≫
　ベートーヴェン　チェロとピアノのためのソナタ 第 2 番 ト短調 作品 5-2
　バッハ　無伴奏チェロ組曲 第 1 番 ト長調 BWV1007 より
　バッハ　フランス組曲 第 5 番 ト長調 BWV 816 より
　ブラームス　チェロとピアノのためのソナタ 第 1 番 ホ短調 作品 38

こちらから
ダイジェスト動画を
ご覧いただけます。

学生の受賞コメントは
本学 HP から

「ヒューマンライブラリー」と食育に関する講座を開講   「ヒューマンライブラリー」と食育に関する講座を開講   2021年度後期インクルージョン講座

日常を忘れ、癒しのひと時を過ごす日常を忘れ、癒しのひと時を過ごす　　「チェロとピアノで聴くベートーヴェン」@ 青陵ホール

今年度は課外活動の成果や功績を表彰今年度は課外活動の成果や功績を表彰　　2021年度学生表彰式

継続的なボランティア活動を表彰継続的なボランティア活動を表彰　　令和 3 年度法人ボランティア表彰

　11 月 23 日（火）、「第２回看護学科ホームカミングデー」を開催
いたしました。
　当日は第 1 期から第 18 期までの卒業生 19 名と在職の教員が集ま
りました。学生時代の懐かしいエピソードやそれぞれの近況を語り
合い、楽しいひと時となりました。
　卒業生数名より、卒業後に経験をしたことや現在の仕事に対する
思いについて、すばらしいスピーチをしていただきました。教職員
一同、皆様がそれぞれの場で立派にご活躍されていることを改めて
誇りに思いました。
　第２回ホームカミングデーはオンラインでの開催となり、ゆっくり
と時間をとって参加者それぞれが交流を深めるという点では、物足り
ないと言わざるを得ません。しかし、皆様のご支援で開催できたこと
に深く感謝申し上げますとともに、次回開催に向けた大きな発展のき

っかけにしたいと思っております。
　第３回ホームカミングデーは、2 年後の 2023 年 11 月 23 日（木・
祝日）に開催予定です。より多くの方々に参加いただけるよう、より
良い運営を目指して参りますので、宜しくお願い申し上げます。

ダイジェスト動画

受賞コメント

受賞コメント ･ 活動実績

　後期は、2021 年度第 3 回を 11 月 7 日（日）、第 4 回を 12 月
12 日（日）に開講いたしました。
　第 3 回は「ニイガタヒューマンライブラリー＠ SEIRYO」を開催。
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々との直接的な対話を、一対一や
少人数で行う体験です。オンラインで開催し、県外からも多くの方
にご参加いただきました。

　3 月 9 日（水）、2021 年度新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大
学部合同学生表彰式を行いました。
　8 回目となる今回は、2 団体と個人 2 名が受賞しました。表彰状
と記念品が手渡された後、篠田昭新潟青陵学園理事長、木村哲夫
新潟青陵大学学長それぞれからお祝いの言葉が贈られました。
　受賞された皆様の優れた活動は、本学の誇りであり、他の学生
の励みとなることでしょう。今後のさらなるご活躍を願っております。

　3 月 17 日（木）、国立磐梯青少年交流の家・国立妙高青少年自
然の家の方々に本学にお越しいただき、「国立青少年教育振興機
構 令和 3 年度法人ボランティア表彰 表彰式」が執り行われました。
　本学ボランティアセンターを通して活動を行った学生３名（大学）
が受賞する運びとなりました。3 名がそれぞれ国立施設での活動に
入学時より継続的に参画し、施設職員や参加児童、地域の方々か
らも根強い信頼があることから表彰が決定しました。
　授賞式では国立磐梯青少年交流の家所長の福士寛樹様、国立妙
高青少年自然の家所長の小林朋広様より学生に表彰状が授与され
ました。

※法人ボランティア制度とは
　独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施
する「ボランティア養成事業」に参加し、知識
や技術を学んで登録し、全国にある国立青少年
施設でボランティア活動をすることができる制度
です。表彰を受けた学生は、新潟県の国立妙高
青少年自然の家、福島県の国立磐梯青少年交流
の家においてそれぞれ継続的にボランティア活
動を行っており、その活動が高く評価され、今
回の表彰に至りました。

◆団体受賞・受賞理由 ◆個人受賞・受賞理由
新潟青陵大学そらいろ子ども食堂
　2016 年 10 月の開設以降、地域の居場所の一つとして根付いて
きた。
　コロナ禍では開催形式を会食型から食材配布に切り替え、2021
年度は 12 月末時点で 15 回開催し、787 名へ食材配布を行った。
　学外では、地域課題解決に関する催しで講師やパネリスト等、
多数の依頼を受けて活動し、複数のマスメディアから取材を受け、
報道されている。

新潟青陵大学 福祉心理学部 社会福祉学科 4 年　高木 里穂
　「令和 3 年度国立青少年教育振興機構法人ボランティア表彰」受
賞決定。
　本学学生ボランティアコーディネーターの代表として、約 30 名
の学生スタッフを束ねてきた。
　個人としては、新潟市中央区社会福祉協議会主催のボランティア
活動や、「福島こども未来塾」の活動に 3 年間を通して携わるなど、
献身的で地道なボランティア活動を行った。
新潟青陵大学 福祉心理学部 臨床心理学科 4 年　加藤 清佳
　「令和 3 年度国立青少年教育振興機構法人ボランティア表彰」受
賞決定。
　本学学生ボランティアコーディネーターの代表として、約 30 名
の学生スタッフを束ねてきた。
　個人としては、文部科学省主催の日独学生青年リーダー交流事
業に日本団員として選抜された。また、「全国学生ボランティアフォー
ラム」の企画委員となる等、国内外を問わず活躍の場を広げた。

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部ダンス部
　2018 年度創部以降、各種大会・イベントのほか、教育・福祉
施設など地域貢献活動も精力的に実施してきた。しかし約 2 年間
のコロナ禍では、各種行事が次々と中止となり、全国大会への出
場を断念するなど苦渋の選択をしてきた。
　活動が制限される中、 「東京なかの国際ダンスコンペティション」
TRIAL2021 映像なかのコンペ（創作部門）に初挑戦し、第 3 位入
賞を果たした。

　ふわりとつつむ新潟青陵イ
ンクルージョン講座は本学社
会連携センター主催の公開講
座です。「インクルージョン（ふ
わりとつつむ）」をキーワード
とし、本学ならではの特色あ
る内容で市民の方々へ講座を
開講しております。

　第 4 回は「よだれ先生」として知られる、日本歯科大学の中野 
智子客員教授をお招きし、渡邊典子新潟青陵大学副学長と共に、
災害時の最新避難知識、健康維持のセルフケア、保存食やローリ
ングストック（家庭で食べながら貯蔵する）、日常の口腔ケアにつ
いて学ぶ講座を開講しました。参加者の方々の関心は高く、「もっ
とお話をききたい」といった感想が多くありました。

　インクルージョン講座は 2022 年度も引き続き BSN 新潟放送 様
と共催し、開講予定です。2022 年度前期講座のご案内は P8 に掲
載しております。

ヒューマンライブラリー運営中（上）
講義中の渡邊副学長（下）

ヒューマンライブラリー
「学生司書」の皆さん

「よだれ先生」こと
日本歯科大学 中野 智子客員教授

学生の
受賞のコメントや

活動実績は
本学 HP から



6 72022.03 SEIRYO NEWS SEIRYO NEWS  2022.03

　「教育システム情報学会誌」（2021,Vol.38,No4,pp.363-368）および「教育心理学研究」（2022,Vol.70,No1,pp.100-111）に
本間優子准教授らの研究グループの論文が掲載されました。
　「教育システム情報学会誌」に掲載された論文のタイトルは「幼児向け役割取得能力トレーニング用デジタル絵本アプリ「こ
ころえほん」の開発と評価」です。2018 年度に公益財団法人博報堂教育財団様より研究助成（第 13 回「児童教育実践につ
いての研究助成」）を受け開発し、2020 年 12 月に特許取得した「こころえほん」アプリについて、評価実験をふまえた学術
的意義を論じた内容になります。右の QR コードより一部閲覧ができます。（全文ダウンロードは 2022 年 10 月より可能）
　「教育心理学研究」には、「少年院における役割取得能力の促進を目的とした道徳教育プログラムの効果検証－効果が出現
しなかった少年にも焦点を当てて－」というタイトルの論文が掲載されました。2018 年度に公益財団法人日工組社会安全研
究財団様より研究助成を受け、少年院と共同で道徳教育プログラムの効果検証を行い、論じた内容になります。右の QR コー
ドより全文ダウンロードが可能です。

　本間優子准教授を代表とする研究が、「公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団 2021 年度助成研究 (A-2)」および、「公益財団法人上廣倫
理財団  令和 3 年度公募研究助成 B」の対象に選定されました。

　2021 年 9 月、心理系の出版社「ちとせプレス」のホームページに、研究論文が紹介されました。
　掲載された論文のタイトルは「日本版 School Liking and Avoidance Questionnaire （SLAQ）親評定版の信頼性と妥当性の
検討」です。SLAQ は、学校肯定感・回避感尺度という尺度で、子ども自身が学校に対して感じる感情を測定する尺度です。
　この論文で開発した、SLAQ 親評定版は、子どもの適応状態の評価とその支援へ活用することや、SLAQ 得点をクラスター化し、
各クラスターごとの子ども自身が感じる領域別の学校適応感の特徴を明らかにすることで、教育現場に有益な知見を提供する
ことを目指しています。

ー本の紹介ー
近年、妊娠・出産に関して注目されることの中に、2500 ｇに満たない赤ちゃんが生まれる割合が、1980 年頃より増加し
続けていることがあります。これは、若い女性のやせ志向の増加、それに引き続く妊娠期の栄養不足や妊娠中の体重制
限による胎児への栄養不足によるものです。さらに、胎児の栄養不足は、成人期の生活習慣病の発症や性機能にまで影
響することが報告されています。人が健康を維持するための栄養摂取に必要な咀嚼のもとになる歯や口腔内機能の発達
は、胎児期から始まっています。自然環境、社会環境の変化とともに生活・食習慣が変わった今、妊娠・出産に関する
食育を見直し、時代に沿った知識をもっていただくための本です。

ー本の紹介ー
この書籍は、著者の中国語教員歴 27 年の経験を基に、中国語を楽しく楽に身に付ける秘訣を紹介しています。全 27 課で、
対話文と単語の解説、反復練習の 3 部構成。スマートフォン等でダウンロード可能な音声も付いています。そのまま使え
る日常会話と文章を収載した中国語による自己表現力を高める初心者向け実践型テキストとなっています。

著者：孫 犁冰（新潟青陵大学短期大学部 人間総合学科　准教授）
定価：1,980 円（税込）　　発行：新潟日報事業社（2021 年 9 月 29 日出版）

著者：渡邊 典子（新潟青陵大学　副学長 / 大学院 看護学研究科 ･ 大学 看護学部 　教授）
　　　中野 智子（日本歯科大学 新潟生命歯学部 食育・健康科学講座 　客員教授）
定価：1,650 円（税込）　　発行：徳間書店（2021 年 4 月 10 日出版）

妊娠期の食育の新常識 　赤ちゃんの噛む力はお腹の中から始まる

楽学中国語

キャリアセンターからキャリアセンターから 本間優子准教授の研究活動における最近の活躍を紹介します本間優子准教授の研究活動における最近の活躍を紹介します

書籍紹介書籍紹介　　本学教員 2 名が書籍を出版いたしました。

　本学キャリアセンターでは、コロナ禍においても、学生個々のキャリア支援の充実、キャンパスライフの充実を目指します。また、学生が目
標達成のために行動力・会話力・コミュニケーション能力等を身に着け、能動的に就職活動が可能になるようなキャリア支援、学生支援に努め、
全ての学生が希望進路にゴール出来るよう日々邁進しております。今回は 2021 年度後期の取り組みの一部を紹介いたします。

　11 月 20 日（土）、新潟青陵大学短期大学部保護者懇談会を開催
しました。
　昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開催時間を短縮し、ブース型個別懇談会のみ、先着順にて参加希望
保護者を募り、開催しました。
　ご参加いただいた保護者の皆様からは、「コロナ禍での就活の流
れが理解できた！」、「子ども（学生）の学生生活が良く理解できた！」、

「公務員対策、編入学対策が充実している！」、「継続したキャリアサ

ポート体制に安堵！」等々・・・・大変有難いコメントをいただきま
した。　
　昨年度同様、コロナ禍での開催
にあたり、各所で制限をお掛けす　
る懇談会となりましたが、保護者の
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。

コロナ禍における就活を解説　短期大学部保護者懇談会

　就職活動情報 解禁日前の時期（2 月下旬）からキャリア教育の充
実を図る一つのツールとして、「Web 合同企業フェア」「Web 学内合
同病院説明会」を開催いたしました。
　従来は大規模対面型のイベントでしたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止を考慮し、オンラインに切り替えて開催する運びとなり
ました。
　就職活動の一層の早期化及び、コロナ禍継続により採用方法はオ
ンライン化が顕著となり、学生、採用側ともに、スピード感を持つこ
とや情報を細目にアップデートすること等、活動に工夫が出来るか否
かが問われると予想されます。
　そのような中で、ご賛同いただきました企業、事業所、病院の皆
様におかれましては、「青陵」向けオリジナル動画作成のご協力をい
ただき、大変感謝申し上げます。
※「Web 合同企業フェア」は、6 月 30 日（木）まで開催しています。

オンラインで学生と企業・病院をつなぐ　「Web 合同企業フェア」「Web 学内合同病院説明会」

WWeebb  合合同同企企業業フフェェアア
2022年2月28日(月)午前9時～6月30日(木)開催期間

下記特設サイトにて、2023年３月卒業予定者向け
求人募集を行う企業等の「企業情報」･「紹介動画」
「募集要項」等を掲載いたします。
●●●●●●●●●●●●

公開内容

特設サイト

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部は、「就職に強い大学」として知られています。
学部3年次・短大1年次から学生と個別に面談を行い、その学生の個性やスキル、興味などを把握し、就職に
向けて徹底的なサポートを行っています。外部の専門講師にお越しいただき、就職活動のアドバイスをいただく
各種セミナーや、模擬面接やグループディスカッションを通して、内定を獲得した先輩や企業の採用担当者から
指導を受ける《キャリアサポート》《就業力育成演習》など講義も含め、様々な支援活動を行っています。
この「Web合同企業フェア」を有効にご活用いただき、皆様の希望進路の内定を勝ち取るべく、

就職活動のヒントにしていただければ幸いです。

●特設サイト掲載企業● 2022年2月20日時点 47社（順不同）

【閲覧パスワード】●●●●●

新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部

キャリアセンター・キャリア支援課

アンケート 2社以上の動画視聴後、サイト上でアンケートにご回答ください。
【回答期限】 2022年3月25日(金)正午まで

今後も追加予定！

「筆活 2023」配信開始！　動画配信で筆記試験、適性試験対策

　キャリアセンターでは、年間を通して、学科担当者による各セミナ
ーを開催するとともに、筆記試験や適性試験の対策を進めています。
2019 年度からは、「筆活」（筆記試験対策強化特別活動）と銘打って、
通常授業終了後の時間帯に講義形式で進めてきましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受け、2020 年度より、動画配信サービス
(YouTube) を利用して配信しています。

　今年度は 11 月から、「筆活 2023」として、2023 年 3 月以降
卒業する学生向けに、本格的に配信を始めました。希望者に資料
と動画を定期的に配信しますが、大学生、短大生合わせて 71 名
の学生が視聴を申し込みました。内容については、SPI3 をはじ
めとした筆記試験・適性試験や、公務員試験の対策を中心に、問
題のポイント解説や例題の演習を進めます。

「ちとせプレス」ホームページで研究論文紹介

「教育システム情報学会誌」、「教育心理学研究」に論文掲載

「中山隼雄科学技術文化財団」、「上廣倫理財団」の研究助成に採択

実際に
紹介された

ページはこちら

ちとせプレス HP

新潟青陵大学
福祉心理学部
臨床心理学科

本間 優子准教授

J-STAGE
教育システム情報学会誌

J-STAGE
教育心理学研究
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　3 月 22 日、2 年ぶりとなる、新潟市民芸術会館（りゅー
とぴあ）での卒業式を挙行することができました。まん延防
止等重点措置が解除されても感染者の高止まりが続く中、学
生生活でさまざまな我慢を強いられた卒業生の皆さんに少し
でも良い思い出をと教職員一同開催に向けて尽力いたしまし
た。幸い天候にも恵まれ、多くの笑顔を見ながら送り出すこ
とができ、安堵しています。青陵学園も新しい歩みを始めま

す。1 月には篠田昭前新潟市長を学園理事長にお迎えし、3
月には菅原陽心先生から短期大学部学長に就任いただきまし
た。新しい体制のもと、学園が発展し続け、「青陵で学んで
よかった」と感じていただけるよう、また、悩んだり迷った
りしたときにいつでも帰ってくることができる場所としてあ
り続けるために全員で努力を続けてまいります。どうぞ引き
続き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）

COVID-19 本学の対応 公式 facebook本学ホームページ

加藤和樹

百瀬 健

遠藤 かえで

田中 清

倉井 佳子

須永 一道

コンピューターシステムセンター　技術職員

大学 ･ 短期大学部事務局 学務課　課長

短期大学部 人間総合学科　特任教授

大学 福祉心理学部　教授

大学 看護学部　実習助手

短期大学部　元副学長 / 人間総合学科　教授

◆インクルージョン講座
　インクルージョン講座は今年で 7 年目に入ります。これまで、多
様な人々が当たり前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）」をキーワードとし、市民の
方々を対象とした企画講座を開講してきました。
　2022 年度前期は、新型コロナウィルス感染拡大防止に当たる保
健師や公衆衛生医師、他の保健所職員たちの奮闘と葛藤、苦労を
描いたドキュメンタリー映画「終わりの見えない闘い」の上映とパ
ネルディスカッションを行います。
　｜日時：2022 年 9 月 10 日（土）13：30 ～ 16：00
　｜会場：新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
　｜定員：100 名
　｜申込締切：8 月 26 日（金）
　｜受講料：1,000 円
　｜お申し込み方法・講座詳細は QR コードから →
　｜お問い合わせ先：
　　新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部 社会連携センター
　　TEL：025-368-7053　※電話受付 9:00 ～ 17:00（土日祝は除く）
◆ 5 大学連携「SKY プロジェクト」共同講座
　本学では、新潟国際情報大学、新潟薬科大学・ 新潟工業短期
大学との大学連携事業「SKY プロジェクト」の一環として、公開講
座を共同開講しております。
　2022 年度前期は新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部は 3
講座を開講予定です。
　｜お申し込み・お問い合わせ先：
　　新潟国際情報大学 社会連携センター［新潟中央キャンパス内］
　　TEL：025-227-7111
　｜本学の企画講座
　　○いじめから子供を守る心理学　7/5・12・19（火曜日 全 3 回）
　　○「がんばれ」の正しい伝え方　7/26、8/2（火曜日 全 2 回）
　　　講師：碓井真史 （大学院 臨床心理学研究科　教授）
　　○消費税について考える　8/20・27、9/3、9/10（土曜日 全 4 回）
　　　講師：西森亮太（短期大学部 人間総合学科　准教授）

　新潟青陵大学が、「大学探しランキングブック 2022」（株式会社
大学通信、2021 年 12 月 14 日発行）の多くの項目で高い評価を
受けました。同誌による新潟青陵大学の主なランキングは下記の
通りです。
　2021 年「看護師」国家試験　合格率　全国 第１位
　2021 年「助産師」国家試験　合格率　全国  第１位
　　　　　　　　　　　　　　  合格者数　全国  第４位
　2021 年「実就職率」　関東・甲信越 第１５位

　在任中は、大変お世話になりました。
17 年半の教員生活を送ることができまし
たのは、ひとえに皆様のご支援があったか
らと深く感謝致しております。青陵学園の
更なるご発展を確信し、祈念しております。

退職教職員

新任教職員

公開講座のご案内 「大学探しランキングブック 2022」で新潟青陵大
学が多数ランクインしました！


