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2021 年度　新潟青陵大学入学式（看護学部）　入学生宣誓
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2020 年度卒業証書・学位記授与式を挙行しました 2021 年度入学式を挙行しました

2021 年 3 月 18 日（木）及び 3 月 19 日（金）、本学体育館を
会場として、2020 年度卒業証書・学位記授与式が挙行されました。
新潟青陵大学大学院 12 名、新潟青陵大学 230 名、新潟青陵大
学短期大学部 350 名に卒業証書・学位記が授与されました。本
年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学部・学科別
に式を 4 部構成に分け、参加者も限定して挙行いたしました。保
護者の方には、学内の別会場でライブ中継の映像を御覧いただき
ました。式では、大学学長・短期大学部副学長から卒業生・修了
生へはなむけの言葉が贈られ、これを受けて、卒業生の代表が答
辞を述べました。

大学卒業式では、今回始めての試みとしてアカデミックガウン
を着用しました。学問を修め、学位を習得することへの自覚と責
任を感じていただくことを目的としています。

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 4 月 2 日（金）及び 4 月３日（土）、 本学体育館を会場
として、2021 度入学式が挙行されました。新潟青陵大学大学院
16 名、新潟青陵大学 251 名、新潟青陵大学短期大学部 336 名の
新入生を迎えました。本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、学部・学科別に式を 4 部構成に分け、参加者は新入生・
教職員のみとしました。式では、大学学長・短期大学部副学長よ
り入学生へ激励とお祝いの言葉が贈られ、これを受けて、入学生
の代表が入学生宣誓を行いました。保護者の方々にはお子様の晴
れ姿をお見せすることができませんでしたが、入学生は真剣な眼
差しで式に参加していました。

閉式後のオリエンテーションについても、新型コロナウイルス
感染症拡大防止を考慮し、密集・密接を避けるため、Web 会議
ツール (Zoom) を用いて多教室にて実施しました。

本学の学生として無限の可能性に挑戦し、活躍されることを期
待しています。

2020 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 2

  大学院 臨床心理学研究科 10

  大学 看護学部 92

  大学 福祉心理学部 138

  短期大学部 人間総合学科 218

  短期大学部 幼児教育学科 132

2021 年度入学生内訳
学部・学科 新入生数

  大学院 看護学研究科 6

  大学院 臨床心理学研究科 10

  大学 看護学部 92

  大学 福祉心理学部 148(11)

  短期大学部 人間総合学科 208

  短期大学部 幼児教育学科 128

※ ( ) 内は 3 年次編入学者数

本学ホームページにて

卒業式式辞を掲載しております。

本学ホームページにて

入学式式辞を掲載しております。

大学卒業式式辞 大学入学式式辞短大卒業式式辞 短大入学式式辞
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◆新潟青陵大学そらいろ子ども食堂
　2016 年 10 月の開設以降、月 1 回の開催を持続。2020 年 7 月
からは感染症予防に留意のうえ月 2 回の食材配布等の活動を行い、
この取り組みは新潟市中央区自治協議会の提案事業に採択されて
いる。県内外の各分野からの要請に応じ講演会を実施するなど活
動は幅広く、新潟日報社から取材を受けている。

◆新潟青陵大学 2017 年度入学生助産師課程学生（14 名）
　第 34 回日本助産学会学術集会（2020 年 3 月）において、助産
師学生を対象とした学生ポスターを発表。「学園祭での思春期健康
支援の実際と学び」というテーマで作成し、主催者の全国助産師
教育協議会より「全国助産師教育協議会賞」を受賞。

※法人ボランティア制度について

　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、福島県の

国立磐梯青少年交流の家、新潟県の国立妙高青少年自然

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。

2020 年度学生表彰式を行いました

本学の学生が法人ボランティア表彰を受けました

　2021 年 2 月 18 日（木）、2020 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。
　7 回目となる今回は、3 団体が受賞し、リボウィッツ よし子 大学
学長からそれぞれ表彰状と記念品が手渡されました。

＜受賞団体 ･ 受賞理由＞
◆新潟青陵大学・新潟青陵大学短期大学部
　学生ボランティアコーディネーター「ぼらくと」
　今年度はコロナ禍という厳しい状況にも関わらず、新潟日報「地
ラボニイガタ」への掲載、復興支援活動、SDGs の推進など多岐
に亘る活動を行う。
　一般財団法人学生サポートセンターによる表彰（2020 年 12 月）
や、国立青少年教育振興機構による「法人ボランティア表彰」の
受賞等、活動は学内外から高く評価されている。

　2021 年 3 月 11 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から本学にお越しいただき、「令和 2 年度 
国立青少年教育振興機構 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じて活動を行った学生 10 名（大
学）が受賞する運びとなりました。1 大学から 10 名の受賞は異例
であり、全国でも最多となります。10 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。
　表彰式では、国立磐梯青少年交流の家所長 福士 寛樹 様、国立
妙高青少年自然の家所長 星野 浩一 様より学生に表彰状が授与さ
れました。

本学 HP にて学生の

受賞コメント

活動実績を

掲載しております。

2020 年度戴帽式を挙行しました

本学の学生が商店・施設の PR ポスターを制作しました

2021 年 3 月 24 日（水）、看護学科 2 年生の第 20 回戴帽式が挙
行されました。例年、5 月に多くのご来賓の方やご家族のご列席を
賜り実施しておりますが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を鑑みて、3 月に延期し、オンライン (Zoom) での挙行となりま
した。

戴帽式は、本格的な実習に向かう前の時期に看護を学ぶ決意を
新たにすることを目的にしています。現在、臨床ではナースキャップ
は着用されていませんが、一人一人がナースキャップをもらうことで
自分達の看護への思いを高めたいと考え、本学では戴帽式を行って
います。

本学の戴帽式は、学生主体の実行委員会が教職員のサポートを
得ながら企画しています。１年生の 10 月に実行委員会を立ち上げ、
委員長をはじめ 17 名の委員が中心となり準備を進めてきました。コ
ロナ禍の影響で形式変更を余儀なくされましたが、学生は自分達の
誓いの場に相応しく、また自分達を支えてくださる方々への感謝の気
持ちを伝えることができる戴帽式にしたいという思いで検討を重ねて
きました。

戴帽式当日は、画面を通して、戴帽の儀（戴帽生各自の誓いの
言葉宣誓、キャンドルサービスの映像上映、アドバイザー教員から
の激励メッセージ）、学長式辞、そして最後には戴帽生代表からお礼
の言葉が述べられました。95 名の戴帽生はナースキャップを戴き、
一人一人が力強く、自身の「誓いの言葉」を宣誓しました。

例年とは違う形式にはなりましたが、学生達の強い想いにより戴
帽式が挙行され、各々が看護を学ぶ決意を新たにすることが出来ま
した。看護を学ぶ者としての学生の真摯な姿勢が伝わってくる良い
式となりました。

2021 年 3 月 10 日（水）～ 3 月 21 日（日）、本学学生 9 名が制
作した、商店 ･ 施設の PR ポスターが新潟市の複合施設「クロスパ
ルにいがた」にて展示されました。

この PR ポスターは、新潟の魅力などを発信する民間団体「新潟
イロドリプラス」と新潟青陵大学・短期大学部社会連携センターに
よる、地域活性化プロジェクトとして制作されたものです。

ポスター制作は学生主体で行われました。まず学生たちはコピー
ライター 日下 慶太 様からレクチャーを受け、PR ポスター制作につい
て学習。その後、3 チームに分かれて、それぞれ「カフェ香里鐘（カ
リヨン）」、「斎藤呉服店」、「クロスパルにいがた」のポスター制作を
決定します。取材のアポイントメント取りや実際の取材も学生たちが
行いました。取材後、新潟イロドリプラス様からアドバイスを受けな
がら、オンライン (Zoom) による打ち合わせを重ね、ついにポスター
が完成。展示会を開催することができました。

参加した学生たちにとっては、学内では得られない貴重な経験と
なったことでしょう。ご協力いただいた社会人の皆さまに、心より感
謝申し上げます。

本学 HP にて

学生の受賞コメントを

掲載しております。

学生表彰式

戴帽式式辞

地域活性化プロジェクト 2020
ポスター＆コミュニケーション

ボランティア表彰

「新潟青陵大学・短期大学部

× 

新潟イロドリプラス」HP に

制作の様子が

掲載されております。

本学 HP にて

戴帽式式辞を

掲載しております。

誓いの言葉

私たち 95 名は今、 この瞬間を迎え
新たな決意と強い意志を胸に
看護の道を歩んでいきます

私たちは幅広い知識、 質の高い技術を身につけると共に
対象者の声に耳を傾け、 観察し

信頼関係を築き
笑顔あふれる温かい医療者になります

専門職を志す者として責任と誇りを持ち
対象となる人々の権利および思いを尊重し個別性のある看護を目指します

実習を受け入れてくださる対象者の方々
私たちを支えてくださる先生方、 指導者の皆様

そして、 家族をはじめとする多くの方々への
感謝の気持ちを忘れません

今日のこの強い決意を胸に刻み
仲間と共に協力し、 困難を乗り越え、 高め合い、 力戦奮闘しながら

自分の夢に向かって歩んでいくことを誓います

2021 年 3 月 24 日
第 20 回戴帽生一同
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実就職率は「全卒業生から進学者を除外した学生」のなかで就職した学生の割合を示す「本当の就職率」であり、本学が重視している指標です。

正規採用者の割合および非正規採用者の割合は、就職者数を分母として算出しています。

新潟青陵大学・短期大学部「Web 合同企業フェア」開催
　2021 年 2 月 17 日（水）～ 3 月 31 日（水）「Web 合同企業フェア」
を開催いたしました。本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、例年盛大に開催していた対面型合同企業フェアを「Web
合同企業フェア」に切り替えて開催する運びとなりました。
　コロナ禍における就職活動の継続で、各企業の採用方法は Web
化が顕著となり、次年度の就職活動において学生は、スピード感
をもって情報収集のアップデートを前向きに出来るか否かが問わ
れる予想となる中、ご賛同いただきました 50 社を超える多くの企
業様、事業所様には、「青陵」向けオリジナル動画作成のご協力、
大変感謝申し上げます。
　開催終了後の学生アンケート結果では、今後の就職活動への興
味関心が高まり、Web 開催が有効であったという意見が多く見受
けられました。また、学生への周知には、学校特設サイトと新潟
県のインターンシップ情報サイトを組み合わせた手法をとることで、
学生と県内企業とのマッチングを促進しました。
　本学キャリアセンターでは、引き続き、コロナ禍の状況に鑑み、
対面支援と非対面支援（オンライン等）の両方向で広角的なキャ
リア支援を実施します。また、コロナ禍においても、学生各々への
キャリア支援の充実やキャンパスライフの充実、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の主体性を発揮できる
力を伸ばすキャリア支援及び学生支援に努め、すべての学生が希
望の進路にゴール出来るよう日々邁進して参ります。

2020 年度卒業生就職実績

学　　科 卒業生数 就職者数 進学者数 実就職率

看　　護 92 92 0 100%

社会福祉 90 82 1 92.1%

臨床心理 48 34 8 85%

学　　科
（ コース ） 卒業生数 就職者数 進学者数 実就職率

人間総合 202 162 16 87.1%

介護福祉 16 15 0 93.8%

幼児教育 133 127 6 100%

学　　科 正規採用者数 / 割合 非正規採用者数 / 割合

看　　護 87 94.6% 5 5.4%

社会福祉 79 96.3% 3 3.7%

臨床心理 32 94.1% 2 5.9%

学　　科
( コース ) 正規採用者数 / 割合 非正規採用者数 / 割合

人間総合 152 93.8% 10 6.2%

介護福祉 14 93.3% 1 6.7%

幼児教育 119 93.7% 8 6.3%

学生アンケート集計
詳細はこちら

Web 合同企業フェア 学生アンケート集計
■今後の就活に役立つか？県内企業への興味関心が高まったか？ ■卒業後の就職先として考えている企業

Web 合同企業フェアのチラシ

2021 年度新任教職員
教員

事務職員

色彩文化論・衣生活管理などファッション
に関する授業を担当いたします。きもの
の染織業務に従事した経験をふまえ、身
近な衣生活を出発点に体験を通した学び
を目指し、学校のさらなる発展に貢献で
きればと思います。

私は 14 年間三次救急病院で勤務後、地
域包括支援病棟を経験し、3 月まで訪問
看護師として働いておりました。これまで
の経験を生かし、学生に看護のおもしろ
さや魅力を伝えつつ、私も共に学んで参
りたいと思います。

学長として在任中は、大変お世話になり
ました。無事２年間を終了できたのは、
皆様の熱心なご協力があったからこそと
感謝致します。コロナ期に協力し合った
時間は、貴重な経験となりました。NSU
の更なるご発展を祈願致します。

私は 2010 年 3 月に本学を卒業し、昨年
度までの 11 年間新潟市内の私立保育園
で保育士として働いていました。現場で
の経験を伝えることで、学生が具体的に
将来のイメージを持ち、より学びが深ま
るよう、共に学んでいきたいと思います。

基礎看護学領域を担当させていただきま
す。10 年程の内科病棟勤務の経験から
得た学びを、学生のより深い理解に繋げ
られるような関りを目指したいと考えてお
ります。そのために自身の指導 ･ 研究能
力を高め、学園の発展に寄与できるよう
励んで参ります。宜しくお願い致します。

障害者（児）心理学特論や心理的アセス
メントなどを担当します。これまでは小中
学校や虐待防止センターで相談業務に従
事してきました。学生の皆さんに現場で
の経験を伝えつつ、僕自身もたくさん学
ばせていただきたいと思っております。

小柳 桃子

短期大学部 人間総合学科 助教山川 菜生

短期大学部 幼児教育学科 実習助手

小林 大介 大学院 臨床心理学研究科・大学 福祉心理学部 助教

浅野 仁美 大学 看護学部 助手

中林 文

リボウィッツ よし子

大学 看護学部 実習助手

大学 学長・大学 看護学部 教授

2020 年度末の退職教員

五十嵐 依子　　  大学院 臨床心理学研究科 助手

山際 岩雄　　　大学 看護学部 教授

加藤 美里　　　大学 看護学部 助手

中原 あい　　　大学 看護学部 実習助手

佐藤 多美子　　短期大学部 人間総合学科 実習助手

高島 愛　　　　短期大学部 幼児教育学科 実習指導助手

幾嶋 拓哉           　 法人事務局 入試広報課

小林 草太         　   法人事務局 企画課

宮川 鉄平            　キャリアセンター キャリア支援課

私は本学の臨床心理学科を 1 期生として
卒業し、2021 年 3 月に本学の大学院を
修了しました。まだ、未熟者ではありま
すが、私自身も学生と共に学びを深めな
がら、学生の学びへと貢献していきたい
と思います。

黒金 みなみ

大学 看護学部 教授

初めまして。このたび 65 歳を機に佐渡総
合病院を退職し、縁あって青陵大学で教
職に就くことになりました。出身は新潟市
です。今までの専門は産婦人科で、診療
一筋の 39 年間を過ごしました。よろしく
お願いいたします。

石田 道雄

大学院 臨床心理学研究科 助手
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　昨年は対面での実施がかなわなかった卒業式・入学式は、
今年、場所や形を変えて実施することができました。保護者の
皆様には、感染対策のためとはいえ、ご子息ご息女の門出の
式典への参加に制限をかけさせていただいたこと、お詫び申
し上げます。新年度からは、この一年間のコロナ対応から得
られた知見により、クラスを 2 グループに分け、遠隔授業と対
面授業を並行して実施するなど、感染予防に配慮しつつできる

だけ学生の皆様から大学に来て学んでいただける体制を整備
するとともに、長時間の公共交通機関での通学等で不安のあ
る方には申告により遠隔授業への変更を認めるなど、自主性
にも配慮しています。コロナ下においても、2 年または 4 年の
かけがえのない学生生活ができるだけ充実したものになるよ
う教職員一同努力して参りますので、不安なこと等あれば遠慮
なくご相談いただければと存じます。　（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

短期大学認証評価の結果、「適格」と認定されました

2021 年度前期 新型コロナウイルス (COVID-19) 感染防止への学内対策
　本学では、新型コロナウイルス感染症対策についての本学の方
針「徹底して学内感染発生 / 拡大を防ぎながら（defense）、対面
授業を可能な限り確保する（offense）」に基づき、検温 ･ 健康状
態のチェック ･ 消毒の徹底や 3 密リスク回避等の感染症対策を昨
年度に引き続き行います。学生を 2 グループに分け、授業参加形
態を登学対面参加とオンライン遠隔参加に分ける「ハイブリッド型
授業」についても、感染状況を見極めながら実施していきます。
　本年度の新たな取り組みとして、「昼休み中の黙食」と「受講形
態申請システムの改善」をご紹介します。
◆昼休み中の黙食
　政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言する、感染
リスクが高まる「5 つの場面」の内、「マスクなしでの会話」「居
場所の切り替わり」への対策として、「昼休み中の黙食」を実施し
ています。
　具体的には、昼休み中の学内を昼食場所と会話場所に分け、昼
食場所は学科 ・ コース ・ 学年ごとに食事時間と場所を指定してい
ます。食事中に会話しないように昼食場所には教員や専属スタッ
フを配置して見守りを行っております。また、黙食しやすい雰囲気

◆受講形態申請システムの改善
　コロナ禍での本学の授業運営は、学生が安全・安心して授業を
受けられるように、「対面・遠隔いずれかで授業を受講するか学生
が選択できる」ということを理念としています。それを実現するた
めの方策の一つとして、学生の受講形態状況を把握するためのシ
ステムを整備しました。
　2020 年度後期からは、Google フォーム ( アンケートシステム )
にて「入構制限に該当するため」「感染リスクを避けるため」の 2
択で遠隔受講の希望理由を送信することで、遠隔での授業参加を
認めていました。しかし、「感染リスクを避けるため」の詳細な理
由がわからないという課題が出てきたため、「感染リスクを避ける
ため」という項目を「基礎疾患を有するため」「通学時感染リスク
の高い状況になるため」「その他 ( 理由記載 )」に分割しました。
また、今年度からは Google フォームで送信された受講形態申請
を Google データポータルで活用しています。Google データポー
タルは様々なデータをリアルタイムで表やグラフなどに可視化でき
るシステムです。遠隔受講の希望理由項目の見直しや Google デ
ータポータルの導入により、教員はどの学生がどんな理由で遠隔
受講をしているのか容易に把握できるようになり、それぞれの学
生への適切なフォローを検討することが可能になりました。
　受講形態申請システムの詳細については、本学ホームページに
て掲載しておりますのでよろしければご覧ください。

を作るために学友会の学生が、昼
食場所で音楽や動画を流していま
す。食事以外の昼休みの時間は、
3 密リスクが低い広い教室やひらけ
た空間を会話場所とし、マスクをし
て、距離を保ちながら会話を楽しむ
ことができます。
　通常とは異なる環境下での食事
となりますが、黙食を継続し、学内
での感染防止につとめて参ります。

　短期大学認証評価では、教育研究活動、組織運営、施設設備、
財務等の状況を評価され、その評価基準を満たし、適格認定を受
けることで、高等教育機関としての質が保証されます。

　新潟青陵大学短期大学部は、一般財団法人大学・短期大学基
準協会による令和２年度短期大学認証評価の結果、「適格」と認
定されました。認定期間は 2021 年度～ 2027 年度の 7 年間です。

黙食を呼びかけるチラシ


