
年度継灯式2022

   2022/06 No. 29



2 32022.06 SEIRYO NEWS SEIRYO NEWS  2022.06

理事長・学長メッセージ理事長・学長メッセージ 2022 年度入学式2022 年度入学式

　本学には、健康な暮らしを支えるための
確かな看護感と実践能力を養う「看護学
部」、 幸せに生きるための支援を提供する
専門能力を養う「福祉心理学部」、高度専
門的職業人を養成する大学院、「看護学研
究科」と「臨床心理学研究科」がありま
す。本学の教育目標は、長年にわたる地
域との深い関わりを活かしながら「地域社
会が求める高度な専門的職業人」を育成
することはもちろん、 “ ケアのこころ ” （自ら
ケアができ、ケアされる側の気持ちを理解
する）を持った人材の育成です。そのこと
によって、持続可能な地域社会づくりのた
めの人材を輩出し、研究の拠点となること
を目指しています。
　本学が目指す看護、福祉、心理の専門
職は、人と深くかかわる職業です。相手の
心の痛みを感じ取り、どんな状況でも自分
の言葉で語り、人と接する能力が求められ
るため、専門的な知識と技能だけでなく、 
“ ケアのこころ ” が必要となります。現代は
変動が大きく、不確実なことが多く、様々
な要因が複雑に絡み合い、簡単に解決策
がみつからず、曖昧な状態を受け入れざ
るをえない不確実な時代です。これまでの
知識体系や問題解決手法では解決できな
い問題に直面することもあります。そのた
め、本学では、自分だけの専門性を生か
す力を身に付けること、そして、失敗を恐
れずに未解決な問題にひるむことなくチャ
レンジする心と、変わりゆく社会を生きる
力を育むことを目指しています。

持続可能な地域社会づくりのための
人材育成と研究拠点
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「変わりゆく社会を生きる力」の2つを育む
「自分だけの専門性を活かす力」と、 幅の広い教養、深い専門性を学び、

自分の頭で考える力を身につける

　短期大学とは何でしょうか。短期大学と
は地域の身近な教育の場として設けられ
た、短期間で大学としての教養教育、そ
れを基礎とした専門教育を受けることがで
きる高等教育機関です。
　本学にはビジネス ･ 会計実務、ファッシ
ョン ･ インテリア、フードビジネス、観光 
･ ブライダル、英語コミュニケーション、介
護福祉、幼児教育と多様な分野を学べる
コースを用意し、幅広い教養科目も提供し
ています。高等教育の目的は主体的な学
びを身につけるということです。主体的な
学びとは、自分の頭で考える力を身につけ
るということです。この力は、幅の広い教
養、深い専門性を学ぶことによって培われ
ます。
　また、本学は地域の様々な企業や団体
と連携して学ぶ場を設け、学生が主体的
に企画するフリーペーパー Ricerca （リ
チェルカ）の刊行など多くの実績を上げ
ています。また、コロナ禍という制約の
中でも多様な人と直接対話できるヒュー
マンライブラリーを実施しています。こ
のように、多様な立場の人と接する機会
もたくさん開かれ、他者と共に成長する
ことができる教育を行っています。さら
に、皆さんが学ぶキャンパスは西海岸の
松林の中、春夏秋冬、四季折々、素晴ら
しい自然のたたずまいに取り囲まれてい
ます。
　本学はあらゆる面で豊かな人間性を育
む環境が整っています。本学で学ぶこと
を通して、あらゆる人が自分らしく暮ら
せるおおらかなまちづくりに活躍できる
人材を送り出すことをお約束します。

　世界はこの 2 年余り新型コロナで大変
な状況が続いていますが、一方で私たちは、

「コロナのお陰」で色々なことに気づきま
した。「日本の医療は世界水準」のはずが
コロナ禍で病床はあっという間にひっ迫し、

「日本は何でも作れるモノづくり王国」は
幻想で、マスクや医療器具などが国内調
達できませんでした。日本の常識だった「人
口集中による繁栄」は完全に覆りました。
そこから、新たな動きも始まっています。
例えば地方への I ターン •U ターンの増加
です。首都圏にあった本社機能と住まいを、
自らが育った新潟市に移した IT 経営者は

「新潟は通勤時間が短く、 四季の確かな自
然の中で人間らしく暮らせる。何より子育
てに向いているし、ビジネスで不利な点は
何もない」と話しています。コロナ禍で価
値観が大きく変わり、地方都市が見直され
る中、新潟市では新しい時代の到来に敏
感な若者たちが行動を開始しています。
　新潟青陵学園の「建学の精神」は、「実
学の教授」です。「実学」とは、暮らしを
豊かに、そして良くしていくための学問で、
具体的には「自分だけの専門性を活かす
力」と、「変わりゆく社会を生きる力」の 2
つを育むことです。新潟青陵学園では「揺
れ動く社会に適応できる実学」を学び、専
門性と広い教養を身につけ、自ら学び続け
る人材を育成しています。
　そして次代を支える若者たちが行動を開
始している新潟市にある学園だからこそ、
様々な人と出会え、座学だけでない経験・
体験を通じて、地域に大きく貢献できる人
材を育てていけると確信しています。

2022 年 4 月 3 日（日）及び 4 月 4 日（月）、 本学体育館を会場として、
2022 度入学式が挙行され、新潟青陵大学 259 名（看護学部 95 名、
福祉心理学部 150 名、福祉心理学部編入学 14 名）、新潟青陵大学
大学院 15 名（看護学研究科 5 名、臨床心理学研究科 10 名）、新潟
青陵大学短期大学部 337 名（人間総合学科 202 名、幼児教育学科
135 名）の新入生を迎えました。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学
部 ･ 学科別に 4 部構成で行われ、新入生 ･ 教職員のみでの挙行とな
りました。保護者の方々には、ライブ配信で、別会場やご家庭から
式の様子をご覧いただきました。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、学長と本学園理事長から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。

閉式後、学生は学部 ･ 学科別に移動して、書類配布や諸連絡な
どのオリエンテーションがあり、これから始まるキャンパスライフに
向けた説明が行われました。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拡大防止を考慮し、密集・密接を避けるため、
web 会議システム（Zoom）を用いて多教室にて実施されました。

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。

2022年度入学生内訳
学部・学科 入学生数

  大学院 看護学研究科 5

  大学院 臨床心理学研究科 10

  大学 看護学部 95

  大学 福祉心理学部 150(14)

  短期大学部 人間総合学科 202

  短期大学部 幼児教育学科 135

※（ ）内は 3 年次編入学者数

大学入学式
式辞 ･ 祝辞は

こちらから

短期大学部入学式
式辞 ･ 祝辞は

こちらから



継灯式
式辞・祝辞は

こちらから

教員による指導の様子
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文部科学省から補助金を獲得文部科学省から補助金を獲得　　ウィズコロナ時代の新たな医療に対応できる医療人材養成事業

　看護学科では、2022 年 2 月 21 日（月）
～ 25 日（金）に卒業前看護技術トレー
ニングを実施しました。
　卒業前看護技術トレーニングは基本的
看護技術の習熟だけではなく、新社会人
としての心構えや態度を身につけることも
目的としており、例年卒業を控えた看護
学科 4 年生を対象に実施しています。

　2022 年 3 月 10 日（木）、看護学科 3 年生が履修している在宅
看護学の講義として、ALS（筋萎縮性側索硬化症）療養者、及び
支援に携わっている言語聴覚士の方から、ゲストスピーカーとして
講義を行っていただきました。　
　例年は対面で実施していましたが、昨年に続き、今年は新型コ
ロナウイルス感染状況を鑑みて、web 会議システム（Zoom）を利
用してのオンライン開催としました。
　講義には学生を始め、教職員、学外関係者等合わせて 110 名が
参加しました。
　講義は、最初に日本 ALS 協会新潟県支部長の北條正伯氏より
ALS 療養者の在宅療養生活の実際についてご講演いただきました。
北條氏は講演中、重度障害者用プレゼンテーションシステム「Hearty 
Presenter」（無料公開）を使用し、視線入力にてスライドを作成し、
操作をされていました。
　北條氏からは、看護 ･ 介護サービスの一週間利用状況や ALS に
罹患してから現在までにご自身が感じたこと、現状のサービス利用
での課題等を具体的に画像やグラフなどを用いながらお話しいた
だきました。当事者の方からご講義をいただく機会は大変貴重で
あり、お話を聞いて、対象者の心に寄り添うことができる看護職に

ALS 療養者の生活や支援の実際を学ぶALS 療養者の生活や支援の実際を学ぶ　ゲストスピーカーを招いての看護学科講義

就職前の最終確認就職前の最終確認　卒業前看護技術トレーニング

看護の道への決意を誓う看護の道への決意を誓う　　2022年度継灯式

　2022 年 2 月文部科学省は、新型コロナウイルス感染拡大以前の
水準以上の実践的な教育プランを構築し、即戦力となり得る高度な
医療人材を継続的に養成することを目的に「ウィズコロナ時代の新
たな医療に対応できる医療人材養成事業」を公募しました。
　今回 262 大学 452 件の申請があり、審査の結果、特に優れた 180
大学 262 件が選定され、本学看護学部の事業も選定されました（交
付額 9,966 千円）。

　2022 年 5 月 14 日（土）、看護学部 2 年生による継灯式が挙行
されました。例年、看護学部 2 年生が臨地実習を前に、看護専門
職者として自らが目指す看護への決意を誓う機会として継承の式典
を行っております。今年度から継灯式と名称を新たにし、看護学部
看護学科第 22 期生の 91 名が「看護のこころ」を受け継ぐようにキャ
ンドルを灯し厳粛な中で挙行され、心あたたまる式典となりました。
　コロナ禍ということもあり、本学体育館において対面での開催は
３年振りとなりました。感染対策を施し実施することとし、保護者
の方々や来賓の方々にはご列席頂けず YouTube によるライブ配信
をご覧いただきました。
　当日は、91 名の学生が看護の灯を継承すると共に、看護学部長
から、看護を継承するメッセージを頂きました。そして、この夏から、
実践を通して学習する本格的な実習に向かう前に、看護への決意
を新たにしました。
　昨年 11 月に発足した学生実行委員 16 名を中心に準備を重ねて
きました。学生各々が誓いを言語化し、また、学年全体での誓い
の言葉を作成しました。式典で装着したコサージュはユニフォーム
に生える色合いの花を選択しました。また、演習の様子などを取り
入れたオープニングムービーを作成し、YouTube で式開始前に配
信しました。コロナ禍の為、全員でのリハーサルは当日のみの実施
となりましたが、看護を継承していく決意を新たにすると共に、自
分達を支えてくださる方々への感謝の気持ちを伝え、夢に向かって
進むことを誓い、無事に式典を終える事ができました。

なろうと改めて決意する機会となりました。
　その後、北條氏のリハビリテーションを担当されている西蒲中央
病院訪問リハビリテーション言語聴覚士の佐藤祐治氏による、北條
氏への支援の実際についての講演が行われました。
　佐藤氏からは、リハビリテーションに携わる各職種の機能、北條
氏への支援内容の実際について、具体例を用いながらご講演いた
だきました。リハビリテーション職と看護職との連携の重要性や、
看護職が果たすべき役割をイメージすることができ、多職種がチー
ムとなって支援することが、対象者にとってより良いゴールを見出
すことになると、学ぶことができたと思います。
　佐藤氏は「支援者は、対象者の生活の場でケアを行っている。
その人の生活の場を大切にしてケアを行うということを忘れてはな

誓いの言葉

私たち 91 名は今、 この瞬間 ( とき ) 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

私たちは良質な技術と確かな知識を身につけるとともに
常に思いやりの心と向上心を忘れずに努力し続ける医療者になります

看護の道を歩むものとして
責任と高い志を持ち

対象者一人一人と向き合い、 気持ちを尊重した看護を目指します

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
初心を忘れず、 仲間と共に切磋琢磨しながら
自分の夢に向かって歩んでいくことを誓います

2022 年 5 月吉日
継灯生一同

　本学では、看護学実習室の改修に合わせてデジタルトランスフォ
ーメーション（ＤＸ）の技術を活用したオンライン教育やシミュレー
ション教育の実施計画を進め
ています。今後導入予定の教
育機器を活用した実践的な教
育を実施し、組織的かつ継続
的に事業を行う予定です。

　このたびの新型コロナウイルス感染拡大を受け、開学以来初め
てとなる遠隔（オンライン）でのトレーニング実施となりましたが、
学生が自宅で技術練習できるよう事前に【練習キット】を郵送し、
web 会議システム（Zoom）を用いたトレーニングでは少人数グルー
プ毎に教員による技術チェックや指導が受けられるようにしました。
また自己練習で生じた疑問や質問、就職に関する不安なども、【相
談室】を設けることで学生が主体的かつリアルタイムに問題解決が
できるようにしました。

◆トレーニング実施後のアンケート結果
・3 項目全てにおいて「一人でできる」「助言があればできる」は、
   トレーニング実施前には 20% ～ 30% だったが実施後は 97% ～
   100％と大幅に上昇した。

・技術修得の達成度は、昨年度と比較し概ね同程度であったが、
   採血など人に対して行う技術については不安が残るなどの意見　
   があった。
◆参加者の声

・自分の不足している知識など、他者から指摘されることで気づか
   なかった課題や癖などが分かり、もっと練習して技術の向上を
   目指そうという気持ちになった。

・トレーニングが始まる前は対面で練習できないことへの不安が
   強かったが、郵送された練習キットで技術トレーニング後も自信
   がつくまで繰り返し練習できることは大きなメリットだと感じた。

・遠隔でやることに最初は不安だったけど、相談室があったことで、
   先生に直接相談できてその場で解決できたので良かった。

らない」ともお話しされ
ていました。
　 今 回 の ゲストス ピ ー
カーの講義で学んだこと
を活かしながら、在宅看
護学実習に臨んでほしい
と思います。
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ご縁があり新潟青陵大学に着任いたしました。
地元新潟の医療と福祉に少しでも役立ちたい
と願っております。浅学の身ではございます
が、新しい環境で教育と研究に一層研鑚いた
す所存です。どうぞよろしくお願い致します。

　2022 年 4 月 12 日（ 火 ）、
大学院 臨床心理学研究科・
大学 福祉心理学部 臨床心理
学科の浅田剛正准教授が新潟
県警察本部から「感謝状」を
授与されました。

　2022 年 3 月 3 日（木）～ 3 月 16 日（水）、本学キャリアセンタ
ーでは、短期大学部人間総合学科 新２年生向けに、就職支援策と
して新たな試みとなる「〈業界・職種別〉就活座談会」を実施いた
しました。
　このイベントでは、早期化が進んでいる就職活動に対応すべく、

〈各業界・職種〉に就職が決定している人間総合学科 2022 年 3
月卒業生を講師として、web 会議システム（Zoom）を用いて、「就
職活動を進めていく上でのアドバイス」や「〈各業界・職種別〉に
準備しておくべきこと」など、体験談を交えながら伝えていただき
ました。
　参加した学生からは「希望する業界についての知識を深めること
ができ、目標に向かって今やるべきことが分かった。」「先輩のお話
を聞いて、改めてしっかり準備して試験や面接に臨もうと思いまし
た。参加して本当に良かった。」などの前向きな感想が寄せられま
した。座談会を実施した業界 ･ 職種は以下の通りです。
　｜アパレル｜事務職｜流通 ･ 小売｜宿泊 ･ 観光
　｜カーディーラー｜金融｜ブライダル｜ハウスメーカー

　日本私立学校振興 ･ 共済事業団が公募 ･
配付する、「2022 年度（第 47 回）学術研
究振興資金」の助成対象研究として、三浦
修准教授を代表とする学内研究グループの
研究が選定されました。教育学の研究分野
からは、本学の研究課題を含め、全国で 2
件の採択となります。（全分野では 41 件）

◆研究課題名
　GIS を用いた災害福祉教育プログラムの開発と実践
◆研究代表者
　三浦　修（福祉心理学部 社会福祉学科　准教授）
◆研究分担者
　李　在檍（福祉心理学部 社会福祉学科　准教授）
　小久保　志乃（福祉心理学部 社会福祉学科　特任助教）

社会福祉原論Ⅱなどを担当します。福祉教育
に携わり14 年目になります。新潟出身ですが、
昨年度までの 10 年間は北海道、北東北で福
祉分野の教育 ･ 研究 ･ 社会活動に従事してま
いりました。新たな出会いと学びを楽しみにし
ております。

私は 2015 年 3 月に本学を卒業し、昨年度ま
での 7 年間新潟市内の福祉施設にて介護福祉
士として勤務しておりました。現場での経験を
活かしつつ、学生と共に学びを深めていきた
いと思います。

地域・在宅看護学領域を担当させていただき
ます。学生の皆さんに、ぜひ在宅看護の魅力
を感じてほしいと思っています。私自身も大学
院生です。臨床で得た経験や学びを更に深め
ていきたいと考えています。

外国語学習ストラテジーや英語情報収集・発
信、目的別英語などを担当いたします。20 年
間高校で勤務後、3 月まで新潟経営大学で勤
務しておりました。英語学習の魅力や楽しさを
学生の皆さんと味わいつつ、私自身も共に学
び続けたいと思っております。

田中 瞳 小柳 達也

坂井 香菜美

事務職員
五十嵐 真美

飛弾 千香子

石田 雅子

小林 晃子

阿部 雅也

短期大学部 人間総合学科　特任助教

大学 ･ 短期大学部事務局 学務課

法人事務局 総務課

大学 ･ 短期大学部事務局 学務課

大学院 看護学研究科 / 大学 看護学部　准教授

大学 福祉心理学部　准教授

大学 福祉心理学部　准教授

大学 看護学部　助手

　授与式では、新潟県警察本部 警務部長の中島淳様から浅田准
教授に対して、新潟県警察のカウンセリングアドバイザーとしての
10 年間にわたる活動について、感謝のお言葉をいただきました。
　浅田准教授は、県警のカウンセリングアドバイザーとして犯罪被
害者支援業務に尽力し、警察業務に貢献してきました。
　感謝状を授与され、浅田准教授は以下のように述べています。

　「このような機会をいただき大変光栄に存じます。警察業務の中
でも被害者及びその親族、関係者への支援は、目立った成果とし
て表れないながらも、とても重要な仕事であると認識しています。
私がカウンセリングアドバイザーとして貢献できたことは県警の被
害者支援業務のほんの一端に過ぎませんが、10 年間に渡って犯罪
被害者支援室の皆さまとご一緒にこの難しい仕事に携われたことを
誇りに思っております。10 年前に引き継いでいただいた本学前臨
床心理学研究科長の橘玲子先生に倣い、今後も臨床心理士として
犯罪被害者の方のお力になれるよう努めてまいります。」
　浅田准教授は、昨年 11 月にも同県警本部の刑事部長様から、
犯罪捜査にあたり専門的識見を活かして事件解明に貢献したことへ
の感謝状を授与されています。

先輩から後輩へ就活エール　先輩から後輩へ就活エール　〈業界・職種別〉就活座談会　/　就職内定者メッセージ掲示

新任教職員　新任教職員　大学 4 名、短大 1 名の教員と事務職員 3 名が入職しました

私学事業団「学術研究振興資金」に採択私学事業団「学術研究振興資金」に採択　三浦修准教授らの学内研究グループ

県警本部から「感謝状」授与県警本部から「感謝状」授与　浅田剛正准教授、県警カウンセリングアドバイザー 10 年

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。

正規採用者の割合及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。

学　　科 卒業生数 就職者数 進学者数 実就職率

看　　護 87 85 1 98.8%

社会福祉 95 83 1 88.3%

臨床心理 53 38 10 88.4%

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 179 149 12 89.2%

介護福祉 26 23 2 95.8%

幼児教育 130 120 8 98.4%

学　　科 正規採用者数 / 割合 非正規採用者数 / 割合

看　　護 78 91.8% 7 8.2%

社会福祉 80 96.4% 3 3.6%

臨床心理 38 100% 0 0%

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 141 94.6% 8 5.4%

介護福祉 23 100% 0 0%

幼児教育 117 97.5% 3 2.5%

20212021年度卒業生就職実績年度卒業生就職実績　「本当の就職率」を公表します

福祉心理学部 国家試験結果
資　格　名 受験者数 合格者数 合格率 合格率

全国平均
社会福祉士 90 38 42.2% 31.1%

精神保健福祉士 19 13 68.4% 65.6%

介護福祉士 16 16 100% 72.3%

　新潟青陵大学では、各種国家試験と関わりが深いカリキュラムを
構成し、個々の目標に沿って資格取得をフルサポートしています。
受験対策講座、模擬試験から受験手続に至るまできめ細やかなサ
ポート体制を整えています。
　2021 年度の国家試験は、看護学部では、「看護師」「助産師」
の合格率で全国平均を上回り、「助産師」の合格率は 5 年連続で
100% となりました。
　福祉心理学部では、「社会福祉士」「精神保健福祉士」「介護福
祉士」ともに合格率が全国平均を上回り、「介護福祉士」の合格率
は 5 年連続で 100% となりました。
　さらなる合格率向上をめざし、引き続き、万全のサポート体制
で学生の皆さんをバックアップしていきます。

看護学部 国家試験結果

20212021年度国家試験結果　年度国家試験結果　多くの試験の合格率で全国平均を上回りました

　また、キャリアセンタ
ーの掲示板では、今春卒
業された皆様より、後輩
へ向けてのメッセージが
学部学科ごとに貼りださ
れています。
　今後の就職活動に対す
る後輩への激励、活動中
のメンタルの保ち方等々、
自身の経験を踏まえた素
晴らしいメッセージばか
りです。 就職内定者からのメッセージ

　就職活動真っ只中の学生には、ふと立ち止まり、メッセージを読
んで、就職活動の糧としていただければ幸いです。　
　本学キャリアセンターでは、コロナ禍におきましても、引き続き
学生のキャンパスライフの充実をはかりながら、時代の要請や学
生のニーズに即したキャリア支援に努めてまいります。

資　格　名 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

看護師 87 86 98.9% 91.3%

保健師 47 40 85.1% 89.3%

助産師 15 15 100% 99.4%
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　今年度も多くの皆様から大学・短期大学部に入学いただき、
新たな年度がスタートしました。4 月末にはキャンパス外構
整備が完了し、前庭を語らいの場として使っていただけるよ
うになりました。また、5 月には、過去 2 回オンライン開催
を余儀なくされた看護学部戴帽式が、ナイチンゲールがろう
そくを灯して病室を見回った故事に倣い、継灯式と名を変え、
看護の日（ナイチンゲールの誕生日）にあわせて対面にて挙

行され、本格的な実習に入る 2 年生が、看護職としての決
意を新たにしました。現時点で授業はハイフレックス方式（対
面と遠隔の併用）ではありますが、少しずつ日常を取り戻し
つつあります。引き続き、コロナ禍の中で獲得した新たな知
恵も活用しながら、充実した学生生活を送ることができるよ
う、教育環境を整えてまいりますので、ご指導 ･ ご協力をお
願い申し上げます。　　　　　　　　（事務局長　栗林 克礼）

最新情報はこちらから最新情報はこちらから

COVID-19 本学の対応 公式 facebook本学ホームページ

　新潟青陵大学は、2021（令和 3）年度公益財団法人大学基準
協会による大学評価（認証評価）を受け、「評価の結果、新潟青
陵大学は公益財団法人大学基準協会の大学基準に適合していると
認定する。」と評価されました。認定期間は 2022（令和 4）年 4
月 1 日～ 2029（令和 11）年 3 月 31 日です。
　認証評価とは、国・公・私立大学（短期大学を含む。）及び高
等専門学校が、その教育研究水準の向上に資するため、教育及
び研究、組織及び運営並びに施設設備の総合的な状況に関し、7
年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）

　学校法人新潟青陵学園では、新潟青陵大学、新潟青陵大学短
期大学部、新潟青陵高等学校及び新潟青陵幼稚園を維持経営して
おりますが、その財務及び経営の状況は、事業報告書及び事業計
画書に記載しております。
　この度、2021 年度事業報告書及び 2022 年度事業計画書を本
学ホームページにて公開いたしました。よろしければご覧ください。

　本学ボランティアセンターでは、学生が構
成から、デザイン、入稿まで手がけたボラン
ティア活動情報誌「SEIRYO VOLUNTEER」を
発行しています。今号は、2010 年に開設さ
れたボランティアセンターの 10 年を振り返る

大学基準協会による大学評価（認証評価）の結果、
適合していると認定されました

新潟県社会福祉協議会への寄付付き自動販売機を
設置しました

2021 年度事業報告書及び 2022 年度事業計画書を
公開しました

ボランティア活動情報誌を発行しました

大学評価
結果詳細

2021 年度
事業報告書

2022 年度
事業計画書

SEIRYO 
VOLUNTEER

理事長室から

にいたっち
プロジェクト

の実施する評価を受けることが義務づ
けられているものです。結果の詳細は
本学ホームページからご覧ください。

　2022 年 3 月、1 号館 1 階に新潟県社
会福祉協議会「にいたっちプロジェクト」
への寄付付き自動販売機「ボスマート自
販機」を設置しました。

　篠田昭学園理事長自ら執筆した記事を本学ホームページにて
掲載しています。
　「理事長室から」と題し、青陵学園の理事長室から見える学園
や地域社会の様子などについて、随時レポートの形で学内外の
皆さんにお届けして参りますので、是非ご覧ください。

ホームページバナー

　この自販機では、飲み物に加えパンやお菓子などの軽食の購
入が可能です。コロナ禍で学食が営業できず、生協も時間を短
縮しての営業を余儀なくされている中で、生協以外の食料品購
入先の提供、及び昼食購入時の混雑の緩和を主な目的としてい
ます。
　また、売上の一部は新潟県社会福祉協議会「にいたっちプロ
ジェクト」へ寄付されます。このプロジェクトは、新潟県で暮らし
を営む子育て世帯をサポートし、子どもから高齢者まで暮らしや
すい地域づくりをすすめるための取り組みを行なっていくもので
す。このプロジェクトに関する詳細は、QRコードよりご覧ください。
　今後、この自販機周辺のフロア
は、地域 ･ 社会と本学との繋がり
の場として活用していく予定です。

内容となっていま
す。QR コードより
是非ご覧ください。


