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新入生オリエンテーションにて

真剣な表情で作品に
向き合う子どもたち
聖籠町との共催で子ども陶
芸教室を開催しました。講師
オーヨン
は共生社会学科の趙晤 衍先
生。土をこね、形にし、絵付
けをするまでを体験し、世界
にひとつしかない自分だけの
陶芸作品を創っていきます。
2日間に渡ったこの教室で
は、土の固まりから思い思い
の作品に形を仕上げ、さらに
素焼きを終えた作品に色づけ
をしていきました。この後、
本焼きをすると想像していな
かったような色や形の変化が
でてきます。どんな作品に仕
上がったでしょうか。
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新潟に来てからはじめた趣味

～釣り～
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尚
富川

大げさに言えば、一種の精神的な救
いとなったとさえ思っています。と
言いますのも、新任の独身教員は意
外と孤独になりがちで、心の健康を
保ち続けるのは結構難しいものだっ
たからです。最初は、他の教員や学
生との距離も遠いものでした。長期
休暇になると、人と接触したのがスー
パーのレジの方だけといった日が続
くなんてこともありました。さらに
一〇年を超える無理な研究生活で体
も少し壊しており、大げさではなく
心身共に崩れる一歩手前のせっぱ詰
まった状態にあった訳です。釣りは
こうした状況の人間にはオアシスの
ようなものでした。
●釣りの魅力
ではその魅力とはどのようなもの
なのでしょうか。確かに私が特別釣
り好きな性質であったということは
否定できないのですが、今や「釣り
ガール」が話題になるほどその魅力
は広く認知されてきています。そこ
でまず一般的な釣りの魅力を、私の
萎れた心を元気にしてくれたと思え
る三つのポイントから説明させてい
ただきます。
一つ目は、釣りはバーチャルな世
界ではなく、命に関係する「リアル」

国際文化学科

二〇〇二年四月に敬和学園大学に
赴任し、今年で一〇年を超えたこと
になります。出身地の関西が恋しく
ないかと問われることもありますが、
むしろ今では、帰省して三日も経て
ば、新潟に戻りたいと思う始末です。
そうさせている要因は、気候や食事
などいくつもありますが、最大のも
のは豊かな自然と触れあえることで
す。そして自然の素晴らしさに気付
かせてくれたのが、新潟に来てから
はじめた趣味の釣りなのです。そこ
で今回は、なぜ私が釣りにどっぷり
はまることになったのかを聞いてい
ただいて、自分も自然と戯れたいと
思ってもらえるようにと願って短文
を書かせていただきます。
●萎れていた自分への癒し
釣りをはじめるきっかけをつくっ
てくださったのは、同僚だった福王
守先生 現
( 駒澤女子大学教授 で
) した。
今思えば、知り合いもほとんどいない
地に来て萎れていく私を気遣ってい
ただいたのだと思います。赴任して一
年ほどたったころからポツポツと海
釣り、渓流釣りにと誘っていただく
ようになりました。これが私にはぴっ
たりとはまったという感じで、渇望し
ていた何かが得られた気がしました。
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糸鳴りがはじまるのですが、この音を聞
きながらのやりとりは経験者にしかわか
らない格別のドキドキ感があります。私
もサクラマスを手にした時は、大げさで
なく手がブルブル震えて魚をつかめなく
なり、抱きついて取り押さえたほどです。
この興奮こそが脳をイキイキとさせると
共に、釣り中毒へと誘うことになる根っ
この要因だと言ってよいかと思います。
●自然と戯れる
こうした魅力にしっかりと虜にされた
私は、年甲斐もなく一時、常軌を逸した
はまり方をしていました。夜中に車で出
発し、夜明けと共に釣りをして、八時ぐ
らいには止めて大学に帰って仕事をし、
夕方には地元で釣りをしている、などと
いう日も少なくありませんでした。今思

えばいつ寝ていたのか不思議なほどで
す。しかしここ数年は、加齢に加え、仕
事量も増加し、戦線縮小といいますか、
最も醍醐味を味わえる釣りを限られた日
数だけ楽しむという具合になっていま
す。その釣りは渓流釣りなのですが、そ
の釣りを選ぶことになった醍醐味をいく
つか話してみたいと思います。
まず第一は、その時に楽しめる山の自
然がべらぼうに素晴らしいということで
す。新潟は四季がハッキリしていますが、
それを一番味わえるのではないでしょう
か。三月の解禁当初の、一メートル以上
雪が積もっている清冽な空気の中での釣
りは格別です。それに続く新緑の中での
釣り、雪シロ 雪
( 解け水 が
) 収まり透明
度を増した川に入り込んでの釣り、秋の
訪れを感じながらの釣り、すべてに違う
魅力があります。負け惜しみでなく、一
匹も釣れない日でも満足して帰れます。
ただ自然を甘く見るとひどい目に遭う
ことも事実です。熊との遭遇、橋の上か
ら威嚇してくる猿との闘いも怖いのです
が、一番やっかいなのは虫との闘いです。
その最たるものは八月になると出てくる
メジロアブで、私は今までこれほど悪意
を持った生き物に襲われたことはありま
せん。彼らは血を求めて時に数千匹単位
で襲ってきます。襲われると周りは暗く
なり、頭上には黒い柱が立ち、逃げても
逃げても襲ってきて、車の中まで大量に
入ってくる始末です。とにかくお盆前後
の渓流釣りはお薦めしません。
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な世界での真剣なやりとりが必要になる
という点です。だからこそいろいろな心
構えが必要になると共に、さまざまな努
力や工夫のしがいも出てきます。私は上
手く生きていくには何よりバランス感覚
が大切だと思っているのですが、釣りは
そのバランス感覚の体得にもってこいだ
と思います。一番分かりやすい例を挙げ
れば、糸を太くすれば掛かった魚に逃げ
られなくなりますが、魚はかかりにくく
なるというものでしょう。こうした二律
背反の中で最適なバランスを模索し、自
分なりの新たな解決策を模索することに
一つの面白さがあります。
二つ目は想像力をかき立ててくれると
いう点です。多くの場合、釣りは見えな
い魚とのやりとりになります。そのため、
今魚はどこにいるのか、何を求めている
のかなどを想像しながら挑むことになり
ます。釣りがうまくなるということは、
技量が上がることに加え、現実とこの想
像の差が縮まっていくことだと言えるの
ではないでしょうか。また架空であって
も、魚の気持ちや自然全体の仕組みを考
えることで、さらに想像の世界は広がり、
さまざまな世界観を体験することができ
るようになります。
三つ目は釣りには多分にギャンブルの
要素があり、多大な興奮を引き起こすこ
と が で き る と い う こ と で す。 大 物 が 掛
かった時は、それこそアドレナリン大放
出 状 態 と な り ま す。 糸 が ギ リ ギ リ ま で
引っ張られた時だけ、
「ビーン」という
四季を感じる山の自然

おこ

ですが、それが仇となったことがありま
す。寄生虫の恐ろしさをよく知らずにヤ
マメを刺身で食べていたことには今でも
背筋が凍ります。また最高の焼き魚が食
べたいと炭火串焼きセットを買ったばか
りに、備長炭が熾るまでに時間が掛かり、
夕食が夜中の二時になったこともありま
す。冷静に考えればマンションに住む独
身者がやることではありません。
三つ目の醍醐味は、渓流釣りはいつも
ささやかな冒険になるという点です。ま
るで子供みたいで恥ずかしくもあるので
すが、今でも少しだけ危険をはらんだ未
知の世界に足を踏み入れるという行為が
楽しくて仕方がありません。こうした経
験は日々のルーティンワークで錆び付い
た本能を刺激してくれると思えてならな
いのです。実際、知らない沢に入るよう
な冒険度の高い釣行後は、鈍くなった頭
が少しは冴えた気になります。
しかし、この醍醐味には本当の危険が
潜んでいるということを、今まで何度も
身をもって学ぶことになりました。今で
は、少しでも甘い気持ちを残していたら
命を落としかねないという思いを強くし
ています。私は川がダムの放水で増水し
たにもかかわらず、帰るためには必要だ
と 判 断 し、 無 理 し て 渡 ろ う と し て 数 百
メートル流されたことがあります。激流
によって川底に沈められ、二メートルほ
ど上の水面を眺めながら大岩の下をく
ぐった時の光景は戦慄と共に今でも思い
出されます。とにかくパニックにならな
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いように心掛け、絶対に水中で息をしな
いようにしたおかげで、何とか緩流で岸
にたどり着けました。また気が遠くなる
中、学生のことを思いながら気持ちを強
く持ったのもよかったのかもしれませ
ん。しかし結局は運がよかったのだと思
います。

富川 尚 教授 プロフィール

●最終学歴

同志社大学大学院法学研究科

政治学専攻博士前期課程 修了

●こんな授業をしています

国際社会の組織化は理想の追求に

よるだけではなく、各国の国益追

求の結果生じるものでもあります。

こうした国際政治の現実を見る眼

を養うことを課題としています。

●バランスのとれた楽しみ方
こんなことを書くと皆さんに釣りの楽
しさを伝えるつもりが、反対になってし
まっているかもしれません。ただ本当に
楽しく自然と戯れるには、その裏にある
危険も知っておいた方がよいということ
もあろうかと思います。バランスのとれ
た楽しみ方をしている分には、私のよう
に刺激が少ないと悩んでいる人、もっと
体を動かしたいと思っている人、対人関
係が苦手だと思って苦しんでいる人に
とっては釣りは試してもよい趣味なので
はないでしょうか。

Profile

二つ目の醍醐味は食です。もともと私
は、釣りをはじめる時に自分自身を納得
させるための大義名分として「家計が助
かる」ということを考えていました。こ
の目標は全く達成できていないのです
が、食べる喜びを得たという点では大変
満足しています。川魚が美味しいと言う
と意外と思う人もいるようですが、私の
口には合い、今でもヤマメが一番好きな
魚です。山々の恵みの雫とすら感じられ
る渓魚と、釣りのついでに採ってくる山
菜を食べていると、体が浄化される気さ
えします。近年では「キャッチ・アンド・
リリース」が流行っていて釣った魚を食
べない人がいますが、私とは全く哲学が
違うと感じています。
私は常々、
「命を取るのだから最高に
美味しくいただきたい」と思っているの
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最高の焼き魚を楽しむ

授業紹介

教師になりたい
「初心」
を確認

九月三日から五日にかけて国立妙
高青少年自然の家を舞台に、教職志
望者が参加する恒例の宿泊研修が実
施されました。その成果を参加学生
の言葉を通じて紹介します。
初日は、メンバーが打ち解けるた
めのゲームから始まりました。
「最初
は緊張していたのですが、それでは
ダメだと思い、積極的に場を盛り上
げようとしました」
。これで心の準備
は完了です。
本番は二日目。まずは雨模様の中、
山への散策に出ました。
「途中で下山
をするのか、いろんな状況に応じて
考え、話し合いました。その中で私
たちは成長しました」
。次は共同自炊。

宿泊研修参加メンバー
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授業紹介「児童英語教育プログラム」

もともと子どもが好きだった私は、い
つか英語を活かしながら子どもと触れあ
える仕事がしたいと考え、
「児童英語教
育プログラム」を履修しました。
三年次には小学校へインターンシップ
に行ってきました。いろいろな小学校に
行き、各学年のクラスを見てきました。
どの学年の児童も、積極的に授業に参加
し、進んで発言しようとする姿勢が見ら
れました。また、児童のことをよく知っ
ている担任の先生との協力が大切である
ことも学びました。昼休みに子どもたち
と一緒に遊んだり、給食を食べたりと、
とても楽しい実習でした。
また児童英語教育セミナーでは、小学
校の先生方のプレゼンテーションから、
歌やゲームなど今すぐ使える実践的な指
導法を学ぶことができました。この経験
を活かして、将来、小学校の英語活動に
貢献できたらいいなと思います。

溝口 綾女

英語文化コミュニケーション学科四年

常に現場を意識できる実践的な学び

子どもたちに英語を教える理論と実践を学ぶ
教職課程を設置している本学では、
「地
域循環型英語教育」と称し、英語を媒体
に、地域の学生を地域と共に育て、卒業
生を中学・高校の教壇に送り出し、地域
の先生方に大学を学びの場として活用し
ていただくというサイクルを築いてきま
した。児童英語教育に関心のある学生が
増えたため、カリキュラムを充実させ、
所定の科目と小学校でのインターンシッ
プを修了した学生には、
「児童英語教育
プログラム修了証」を授与しています。
また小学校の先生方を対象に「児童英語
教育セミナー」を開催したり、新発田市
教育委員会主催の「夏休みにＡ．Ｌ．Ｔ．
とあそぼう♪」にボランティア学生を派
遣して、楽しく交流しています。
（英語文化コミュニケーション学科 金山）

「夏休みにALTとあそぼう♪」も
実践学習の1つ

被災地ボランティア

被災地でのボランティア活動

学生たちが現場で感じた思いと今後の課題
被害跡から伝わる悲しみと課題
国際文化学科二年

教育実習事前指導研修

「釜戸での調理、火をつけるだけでも
苦労して、火加減も全然わからなかっ
たのですが、なんとか美味しいご飯
と豚鍋をつくることができました」
。
夕方にはキャンドルセレモニーでお
互いの思いを語り合いました。
「Ｆ君
は中学の進路相談で先生になりたい
と思い」はじめ、今に至るのだとい
います。
「私はその話にすごく勇気を
貰いました」
。
研修を通じて、学生たちは「自分
の問題点」だけでなく、「コミュニケー
ションを取り合うことの重要性」に
も気付き、教師になりたいという「初
心」を再認識して、
「飛躍的進歩がで
きた」と実感したようです。
（教職課程委員会 丸畠）
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小林 麻里

私は宮城県山元町での震災ボランティ
アに参加しました。初めてのボランティ
ア経験で、農家の畑の再生や雑草の撤去
などの手助けを行いました。
山元町は、がれきの撤去がほとんど終
わ っ て お り、 そ こ に 初 め か ら 住 居 は な
かったと思わせるほど、雑草が生い茂っ
ていました。現地の人は、
「何もないよ
うに見えるけど、ここにもたくさんのお
店や家があった」と話していました。そ
して、
「福島や岩手ばかりが注目されて
いるが、ここも六〇〇人は犠牲になって
いるのに全くと言っていいほど知られて
いない」と悲しそうに話されたのが印象
的でした。
現地の方との関わりの中で、被害の跡
から悲しみが伝わってくると共に、多く
課題を得ることができました。

自然の中で成長した2泊3日

東日本大震災後、二度目の夏を迎えま
した。被災地では生活再建への努力が続
けられていますが、その進捗状況は地域
によってさまざまで、集団移転先がなか
なか示されないことによって自主的にそ
の地を離れてしまう人が後を絶たない例
も多いそうです。
この夏、本学の二人の女子学生が、全
国の大学をつなぐ支援の中継機関である
「東北学院大学災害ボランティアステー
ション」を活用して、全国から訪れた他
大学の学生と共に被災地でのボランティ
ア活動を行ってきました。報道や伝聞だ
けでは知ることのできないことを知り、
体験する機会を得た、貴重な夏期休暇と
なりました。
（ボランティア・コーディネーター 池田）

畑の再生作業

資格取得支援

軟式野球部大活躍！
夏のセンバツ大会で準優勝

七月一四、一五日に行われた、
「第
二回夏のセンバツ！全日本軟式野球
大会」
（会場 滋: 賀県今津スタジアム）
にて、本学軟式野球部が北信越代表
として出場し、見事、準優勝しました。
決勝では、関東代表の強豪「ミリオ
ンズ」と対戦し、二回裏に一点先制
したものの、結果一対六で敗戦とな
りましたが、全国の強豪相手にここ
までがんばりました。たくさんの応
援ありがとうございました。
（学生部長 佐藤）

〈準決勝〉
本学 八―一 岐阜大学（中部代表）
〈決勝〉
ミリオンズ（関東代表）六―一 本 学
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資格取得支援講座および試験対策講座

幅広い職種・業種で力を発揮するための基礎固め
資格取得で知った自分の底力

伊藤 真理

国際文化学科三年

私は、昨年簿記検定講座を受講し、日
商簿記三級を取得しました。受講して感
じたのは、
「簿記が難しいというのは思
い込みだった」ということです。簿記そ
のものに慣れることは少し大変でした
が、講師の方の熱心な指導や、一緒に受
講した仲間の存在があり、最後までがん
ばり続けることができました。
三級を学習していく過程で、どんどん
簿記の奥深さや面白さを知り、もっと詳
しく勉強したいと思うようになりまし
た。そこで、学外の教育機関でダブルス
クールという形で勉強を始め、日商簿記
二級を取得しました。資格の勉強をして
みて、自信がついたのはもちろんですが、
自分の底力も知ることができました。ま
た、
「本気でやれば、なんだってできる」
と胸を張って言うことができます。
私は今、新たな資格取得のため、医科
二級医療事務能力検定試験に向けて勉強
しています。今まで培ってきた底力を十
分に発揮し、また一つ、成長するきっか
けになればいいなと思います。

優勝したミリオンズと共に

敬和学園大学では、学生の進路選択・
就職支援の一助として、正規カリキュラ
ム以外に資格取得支援講座および試験対
策講座を開講しています。本学の学生の
進路先やニーズを踏まえ、今年度は、秘
書技能検定講座（準一・二・三級）
、販売
士検定、簿記検定講座、医療事務講座、
公務員採用試験対策講座、就職対策数学
講座の開講を予定しています。これらの
資格は、教員免許や社会福祉士と違い、
特定の職業に必ず要求されるものではあ
りませんが、幅広い職種・業種で力を発
揮する基礎となるものばかりです。社会
で働くために必要な視野を広げ、スキル
を身につけるため、大学で受講できる機
会を有効に使ってほしいと思います。
（就職委員会・キャリアサポート課）

昨年の簿記検定講座の様子

インターンシップ

インターンシップ体験

就業体験を通じて自らの目標を見据える
営業職の難しさと魅力を知る

長島 一輝

英語文化コミュニケーション学科三年

私は、以前から興味を持っていた営業
職を経験させていただくために、日産プ
リンス新潟販売株式会社でのインターン
シップに参加させていただきました。
実習は本社販売促進課での店舗支援業
務、ショールームでの接客業務が主な内
容でした。実習では、パソコンのスキル
が必要不可欠であること、また、社員の
方だけでなく、多くのお客さまとも接す
る 仕 事 で あ る た め、 さ ま ざ ま な 方 と コ
ミュニケーションをとることの重要性
や、その難しさを実感することができま
した。そして、営業職が自分の努力次第
で結果を出すことができるやりがいのあ
る職種であることを知ると同時に、自社
の商品に自信を持っているからこそでき
る、社員の方とお客さまとの熱心なやり
とりを見ることができました。
今回のインターンシップを通して普段
の学生生活では決してできない貴重な体
験をすることができました。この経験を
今後の学生生活に役立て、就職活動に万
全の状態で臨めるよう努力していきたい
と思います。

皆さんに支えられて準優勝

椎野 浪漫

英語文化コミュニケーション学科三年

三年前、今まで休部していた軟式
野球部を前キャプテンの原陽平さん
が中心になって再始動しました。当
時は経験者も少なく、人数もまとも
にいない状況でしたが、翌年私を含
め三人の新入部員が入り、新潟県大
学軟式野球連盟に加入し、本格的に
活動が始まりました。一〇点差以上
離され負けたこともありました。し
かし、練習を重ね、その秋に新潟県
内二位となり、東日本大会出場が決
まりました。その後の三季連続二位
という実績が目にとまり、夏の全国
センバツ野球大会に出場することに
なりました。全国の大学、専門学校、
社会人チームが無数にある中、大会
に出場する八チームに選ばれただけ
でなく、なんとその大会で準優勝す
ることができました。再始動当初は
人数も道具も、監督、コーチもなに
もないところから始まったのが、わ
ずか三年でここまで成長することが
できました。支えてくださった多く
の方々に感謝します。
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敬和学園大学では、主に二・三年生の
夏期休暇中に約二週間のインターンシッ
プを実施しています。 大学で学んだこ
とが現場でどのように活かせるかを体験
的に学び、社会の現実を認識します。
今年度も官公庁様や、金融保険業、情
報通信業、教育・学習支援業、卸売・小
売業、宿泊業といった多くの業種の民間
企業様からご協力いただき、さまざまな
就業体験ができる機会を設けることがで
きました。アルバイトとは違う貴重な体
験は、学生たちにとって、自分を見つめ
直し、自覚を持って自らの目標を見据え
る機会となっています。 （就職委員会）

ショールーム受付に立つ長島さん

日本文化・日本語プログラム

聖籠町二宮家のバラ園を訪問

また、本学学生も活躍し、日本語の会
話パートナー活動に加え、週末のホーム
ステイでは五家族が参加者受け入れに協
力しました。本学学生にとっても、地元
にいながら生の外国語に触れる貴重な機
会となりました。
今後も地域と学生の力が支える国際交
流活動をさらに発展させていきたいもの
です。ご協力をいただいた皆さま方に心
より感謝申し上げます。
（国際交流委員長 中村）

書道では掛け軸を作成

●参加者の声

ダビッド・ゲリィリウス

リンショーピン大学

ホームステイでは日本の生活を体験で
きました。家族とカラオケに行き、夜中
の二時まで楽しく過ごしました。家に椅
子 が な か っ た こ と に 驚 き ま し た。 朱 鷺
メッセから見た新潟はとても印象的でし
た。

ロブ・ウィルソン

オーストラリア ワイナリー

体験したことすべてが貴重でした。日
本人はもの静かで礼儀深いというイメー
ジはそのとおりでしたが、その奥に、西
欧では失われつつある寛大さ、
精神性（コ
ミュニティ・スピリット）があることを
感じました。

リン・マッツオン

リンショーピン大学

単なる旅行者としてではなく、日本人
と同じように生活できたことは素晴らし
い体験でした。このようなプログラムに
参加したいと思う外国人はたくさんいる
と思います。私も宣伝に協力します。
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日本文化・日本語研修プログラム（ＪＣＬＰ）

地域と学生の力が支える国際交流
今年度のＪＣＬＰが、六月四日から六月三〇日の期間に実施されました。
スウェーデンから四名の学生、オーストラリアからワイナリー経営者のご夫妻の計
六名がプログラムに参加し、本学学生、地域の方々らと積極的な交流を行いました。

参加者の皆さんは、学内では、日本語
の授業と共に、専門家の指導のもとで茶
道、剣道、和太鼓、生け花、書道といっ
た日本文化を体験しました。
フィールドトリップでは、新発田城を
はじめとした地元新発田市・聖籠町の名
所見学、白根凧合戦や弥彦神社を巡るツ
アー、月岡温泉等を訪れました。地元の
小学校、高校、地方自治体も歓待してく
ださり、地方の大学ならではの国際交流
の魅力が引き出せました。

新潟万代太鼓を体験

キャンパスライフ

ＬＩＰＤＵＢで敬和の魅力を伝える

櫻井 雅悠

英語文化コミュニケーション学科三年

新発田まつり民謡流しに参加

清水眞砂子先生 読
｢ むという冒険

オープン・カレッジのご報告

｣

地域の行事での交流を楽しみました
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敬和学園大学が子どもと子どもの本を
めぐる講座を始めて、今年で一〇年にな
ります。今年は児童文学評論家で青山学
院女子短大名誉教授の清水眞砂子先生か
ら、
「子どもの文学のかなしみとよろこ
び」と題してご講義いただきました。子
どもの日常を描いた作品の中で、かなし
みやよろこびがどのように描かれている
かを、教員時代の学生たちとのやりとり
を交えつつお話しくださいました。先生
の鋭く繊細な感性と知恵を導き手とし
て、生きることについて深く考える時間
でもありました。四日間にわたる講座に、
一二〇名を超える方が参加してください
ました。大勢の皆さまのご参加に心より
御礼申し上げます。
（広報委員長 金山）

質問にも笑顔で答えてくださいました

敬和学園大学の学生と教職員の有志が
集まり、地元「城下町新発田ふるさとま
つり」の民謡流しに参加しました。
学生も教職員も敬和学園大学のイメー
ジカラーであるエンジ色に染め上げられ
た揃いの浴衣に身を包み、生演奏の「新
発田音頭」と「新発田甚句」に合わせて、
新発田の街中を踊り歩きました。応援に
駆けつけた学生たちや地元企業に就職し
た卒業生、教職員のご家族との交流、そ
して、テレビ局のアナウンサーの方の飛
び入り参加もあり、賑やかに、そして笑
顔で祭りを楽しみました。
学生たちにとって地域の行事に参加す
ることは、普段の大学生活とはまた違っ
た、よい思い出になったことでしょう。

大学生活、夏の思い出

今 年 六 月、 私 た ち は 敬 和 学 園 大 学 の
「ＬＩＰＤＵＢ」をつくりました。ＬＩ
ＰＤＵＢとは曲に合わせて口パクで歌う
ミュージック・ビデオのことです。
このＬＩＰＤＵＢプロジェクトがはじ
まったのは昨年の一一月です。
『読む・
書く 応: 用』の授業で大岩彩子先生から
他大学のＬＩＰＤＵＢを紹介され、私た
ちも挑戦することにしました。誰も映像
作成の経験はなく、意見交換、試行錯誤、
練 習 の 繰 り 返 し で し た が、 最 終 的 に は
一〇〇人を超える学生や教職員の方々が
協力してくださり、敬和らしい素敵で楽
しいＬＩＰＤＵＢができました。
LIPDUBの撮影は
英語文化コミュニケーション学科 佐々間清貴さん

敬和祭

高校生向け進学相談会

10：00～13：00

FMしばた生中継・収録

10：00～16：00

茶道部による茶会（裏千家）

13：00～15：00

外山節子客員教授による英語で遊ぼう！

11：30～12：00

アカペラサークルによる公演

12：00～12：30

アニメ研究部による「オタクが踊ってみた」

12：30～13：30

ブラスバンド部による公演

10:00～15:00

高校生向け進学相談会

10:50～14:00

外国語スピーチコンテスト

11:30～17:30

学生ライブ

12:30～13:00

国際ダンスサークルによるダンス公演

13:00～13:30

Freeスタイラーズによるダンス公演

13:30～14:00

チアリーダー部によるダンス公演

10月21日のゲスト｢フォーリンラブ｣
ライブ 14：00～ フォーリンラブ お笑いライブ＆抽選会
抽選会 14:20～ （無料・全席自由、お早めに来場ください）

第二二回 敬和祭のご案内

2012 敬和祭のスケジュール

画

Ｊａｍｂｏｒｅｅ！ ～ ドキドキ☆祝祭空間～
今年のテーマは「Ｊａｍｂｏｒｅｅ！
”
～ドキドキ☆祝祭空間～」です。 Ｊａ
ｍｂｏｒｅｅ！ は英語でお祭り騒ぎと
“
いう意味です。このテーマには敬和祭と
いう地域に開かれたお祭りを皆さまから
楽しんでいただきたいという実行委員み
んなの想いが込められています。
今年は、二一日（日）にテレビ等でお
なじみの「フォーリンラブ」さんによる
お笑いライブ＆抽選会を開催します。ま
た、同窓会のご協力により、両日ともエ
アー遊具（フワフワパノラマ ジャイア
ントベアー）をご用意いたします。どう
ぞ小さなお子さまもご一緒にご来場くだ
さい。
公演や演奏を行う各サークル・団体も
この日を目標に日々練習を重ねてきまし
た。バラエティ豊かなメニューを揃えた
屋台もぜひお楽しみください。また、外
国語スピーチコンテストでは、幅広い年
齢層の方々が日頃の語学学習の成果を発
表します。高校生向けの進学相談会も同
時開催し、盛りだくさんの二日間です。
学生・教職員一同で皆さまのご来場をお
待ちしております。
末筆となりましたが、協賛してくださ
いました皆さま、支えてくださる地域の
方々、教職員の皆さまに厚く御礼申し上
げます。
（敬和祭実行委員会）
屋台・教室展示（両日とも）

10：00～15：00

10月21日（日）

11：00～16：00

10月20日（土）

敬和ふれあいバラエティ
10月19日（金） 13：30～16：00

企
間
時
日
月

推薦入学試験がはじまります

オープンキャンパスも毎回大盛況の
うちに開催され、参加者の皆さまから
は、敬和学園大学のアットホームな雰
囲気をさまざまな場面から感じるこ
とができたという感想をいただきまし
た。一〇月二〇日、二一日に開催され
る敬和祭でも高校生対象の進学相談会
を開催する予定となっております。そ
して、一〇月二九日からはいよいよ推
薦入学試験の出願受付が始まります。
一一月一七日に、指定校推薦入学試
験（Ⅰ・Ⅱ）
、公募推薦入学試験、ス
ポーツ推薦入学試験を実施します。指
定校推薦入学試験では、今年も特待生
特別選抜を実施します。評定平均値四．
〇以上の受験生を対象とし、試験科目
は小論文と面接です。特待生として採
用された受験生には授業料全額または
半額免除の資格が与えられます。また、
スポーツ推薦入学試験では、本学の強
化スポーツ種目であるバドミントン、
アーチェリー、硬式テニス、ラグビー
で優秀な成績を収めた受験生を対象に
選抜を行います。こちらもスポーツ特
待生制度があり、受験生には授業料等
免除のチャンスがあります。
大学進学を考えている方がいらっ
しゃいましたら、お気軽に広報入試課
（ 〇一二〇 二
-六 三
- 六三七）までお
問い合わせください。 （入試委員会）
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ホームページ

ソーシャルメディアとの連携を強化

ホームページをリニューアルしました

学事予告
◆一〇月◆

一 日 履修登録票提出期間（二日まで）
七 日 新発田朝市十二斎市
一一日 新発田市オープン・カレッジ②
履修登録確認期間（一七日まで）
一五日 学費後期納入最終日
一八日 新発田市オープン・カレッジ③
一九日 ふれあいバラエティ
二〇日 敬和祭（二一日まで）
大学紹介＆進学相談会（二一日まで）
二一日 外国語スピーチコンテスト
二五日 新発田市オープン・カレッジ④
◆一一月◆

六 日 相談援助実習 事前実習２
一〇日 一・二年生保護者との懇談会
一二日 相談援助実習２（二四日まで）
一四日 企業との就職懇談会
一七日 推薦入学試験
共生社会学科公開学術講演会
◆一二月◆

一 日 高校・大学合同研修会
二 日 エコモードコレクション
一四日 クリスマス行事
二五日 冬期休暇（一月三日まで）
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敬和学園大学のホームページをリ
ニューアルしました。
これまで、本学のさまざまなイベント
やリアルな学生生活をソーシャルメディ
ア を 使 っ て 発 信 し て き ま し た。 新 し い
ホームページでは、それらのメディアと
の連携を強化し、相互に情報が行き来で
きる仕組みを取り入れました。各ページ
には、ツイッターやフェイスブック等で
情報共有するためのボタンを設けまし
た。また、フェイスブックやフリッカー
上の写真やユーチューブの動画をスムー
ズに掲載できるようにしました。同時に、
スマートフォンにも対応しています。
これらの機能を活用し、より新鮮な情
報をお届けしていきます。今後ともよろ
しくお願いします。
（広報委員会）

http://www.keiwa-c.ac.jp/

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

大好きな母校とデザインの仕事

伊藤 大輔

一九九七年度卒業

私は今、新発田市内の印刷会社でグラ
フィック・デザイナーをしています。グ
ラフィック・デザイナーは主に紙媒体、
パンフレットやポスター、折込広告等を
デザインする仕事です。お客さまからい
ただいた原稿をもとにお客さまのイメー
ジをカタチにできるよう日々精進してい
ます。実は、このカレッジ・レポートを
編集しているのもこの私です。
私が卒業するころにはもうすでに就職
氷河期が始まっていました。就職活動を
するもののなかなか内定をもらうことが
できず、結局就職ができないまま卒業す
ることになりました。そんな私はもう一
度、夢を追うべく卒業後、専門学校へ入
学しました。最初は自分の夢であった３
ＤＣＧクリエーターになるために勉強を
していましたが、ある時、グラフィック・
デザインの講義を受けている中で「自分
のやりたいことはコレだ。
」と思うよう
になり、徐々にグラフィック・デザイン
の世界に惹かれていきました。
グラフィック・デザイン、その中でと
りわけ心惹かれたのが広告デザインでし
た。広告は映像や音楽とは違い、極端で

すが、紙一枚で見ている人にそれが何で
あるのか一瞬にして伝え、時には感動さ
えも与えます。そんな世界にとても魅力
を感じ、必死にデザインを勉強し、私は
デザイナーになることができました。
私は大学の四年間、真面目に勉強をし
たとはいえません。しかし、
大学で出会っ
た素晴らしい人たちや遊びも含め、その
出会いから得たものは少なからず今の仕
事に活かされていると思います。
デザイナーになって何年か経ちます
が、
「どうすれば伝えることができるか」
と毎日頭を悩ませています。そして、悩
んでいることと同時に、楽しんでいる自
分もそこにいます。本当にこのデザイン
という仕事が好きなんだと実感します。
母校である敬和学園大学からも、現在
たくさん仕事をいただいており、大変感
謝しております。これからも、皆さんに
感動を与えられるデザインを作り続けら
れるよう努力していきたいと思います。

伊藤さんが手掛けたデザイン
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寄付者ご芳名

（二〇一二年八月三一日現在、敬称略）

〈一 般〉
荒井 重人、 後藤 盛子、
川﨑 和雄、 三輪 とみ子、
村山 国弥、 中山 トヨ、
野沢 潔、
大川 聡、
坂上 富男、 坂井 智、
鈴木 史江、 谷口 繁一、
田坂 ゆたか、 上原 幸次郎、
渡部 良一、 湯浅 英雄、
日本キリスト教団新津教会

小和田 恆、

〈卒業生・在学生・保護者〉
近 伸之（一）
、 栗原 学（四）
、
鍋田 慎介（五）
、内山 優希（一四）
、
神野 恵（一八）
〈学園関係〉
太田 敬雄、
宇田川 潔、
後援会

（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

本学にお寄せくださいましたご支援・
ご厚意に心より感謝申し上げます。
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From Campus

キャンパス日誌
77JulyJuly

87

1教授会
ボランティア論・学習セミナー
3東日本大震災～支援からはじまる協働～
講師 柳澤亮 NPO 法人遠野まごころネット
演題 「東日本大震災におけるボランティア活動」
講師 富澤佳恵 NPO 法人新潟 NPO 協会事務局長
演題 「新潟県内における支援の実際」
6 8チャペル・アッセンブリ・アワー⑪
10 説教 金山愛子 教授 「キリスト教の神さま」
講話 小出馨 日本歯科大学新潟生命歯学部教授
「
“かみ合わせの影響”顔のゆがみ、
脳の働きや生き甲斐にまで」
シニア生涯学習相談会（新潟大学ときめいと）
7
17聖籠町キッズ・カレッジ①（39 名）
講師 趙晤衍 教授 「夏休み子ども陶芸教室」
中条高校 3 年生大学見学（38 名）
11
チャペル・アッセンブリ・アワー⑫
13
説教 三村修 日本基督教団佐渡教会牧師
「タビタ、起きなさい」
講話 エイキミナコ 絵本作家、骨髄移植経験者
18
「ありがとうをみつけた日」
大学オープン・カレッジ①②（～ 15 日、111 名）
14
講師 清水眞砂子 児童文学評論家
「子どもの文学のかなしみとよろこび」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑬
20
説教 大澤秀夫 宗教部長 「目を洗う」
教職課程履修学生の発表会
聖籠町キッズ・カレッジ②（39 名）
21
社会福祉士模擬試験
オープンキャンパス②（89 名）
22
新発田南高校 2 年生インターンシップ（～ 27日、2 名）
25
理事会
26
チャペル・アッセンブリ・アワー⑭
27
説教 鈴木佳秀 学長
19
「なぜ両親を大切にするのか」
23 キリスト教音楽の受講者によるコーラス
24西川竹園高校 1 年生大学見学（20 名）
28 25前期講義終了
3 年生保護者との就職懇談会
（新潟グランドホテル、56 名、写真①）
前期末試験（～ 8 月 4 日）
30
31 27北越高校 2 年生イングリッシュセミナー
（～ 8 月 1 日、34 名、写真②）

5
6
11
13
19
17
21
23
26

4

28

27
31
24
27

9

28
1
29

2
3

August

夏期休暇（～ 9 月 19 日）
前期集中講義（～ 11 日）
教員免許更新講習（43 名）
夏期特別休業（～ 15 日）
オープンキャンパス③（116 名）
、AO（1 期）面談日①
児童英語教育セミナー（写真③）
講演 外山節子 客員教授
「コミュニケーション能力の素地を育てる授業の
あり方 : 小学校外国語活動成功のための５W+1H」
実践発表 坂井邦晃 新潟市立大夫浜小学校教諭
「Hi,friends!+ αで実現する楽しい外国語活動」
佐藤貴子 新潟市総合教育センター指導主事
「小学校外国語活動 授業作りのポイント」
職員研修会
前期集中講義（～ 31 日）
新津南高校 1 年生大学見学 （40 名）
September
城下町新発田まつり民謡流し（学生 39 名、教職員 19 名）
日本体育大学アーチェリー部合同合宿（～ 9 月 1 日、写真④）
前期追試験（～ 31 日）
白根高校 1 年生大学見学（40 名）

③
④

92
5
2

3
9
11
6
7
17
15
18
19
19
23
20
24
21
22
25
24
27

31

8

August

28
26
①
29

September
オープンキャンパス④（80 名、写真⑤）
AO（1 期）面談日②
教育実習事前指導研修（～ 5 日、国立妙高青少年自然の家）
社会福祉士国家試験対策講座 3（～ 5 日）
教授会
AO 入学試験（1 期）合格発表
大学オープン・カレッジ③④（～ 16 日、108 名）
中学・高校生向け英検対策集中講座 ②（28 名）
前期卒業式
秋季入学式
理事会
履修相談日
AO（2 期）面談日①
後期授業開始、履修登録期間（～ 29 日）
新発田市オープン ･ カレッジ①（19 名）
講師 酒井幸男 新潟市上古町商店街振興組合専務理事
「魅力ある地域づくり～新潟市上古町の取り組み～」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑮
説教 鈴木佳秀 学長「神があなたがたに望んでおられること」
前期エッセイ・コンテスト授賞式
資格取得奨励奨学金授与式
AO（2 期）面談日②

②

⑤
13
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私は二年生の時に、関東の大学から敬
和学園大学に編入してきました。これま
で聞いたことのない大学でしたし、また
辞めたくなるかもしれないという不安が
ありましたが、教職に力を入れているこ
とや優れた先生がいるという情報を得
て、編入を決めました。
編入試験の際に、先生方や入試スタッ
フの方々がとても親切で感動しました。
そしてそれは敬和で１年過ごした今も全
く変わっていません。敬和の魅力は、人
の温かさだと思います。先生と学生の距
離が近く、自分の名前を憶えてくれ、授
業外でも話しかけてくれることに、驚く
と同時にうれしく思いました。また、友
人をつくれるか不安でしたが、小人数
授業で話す機会も多くあり、多くの友
人に恵まれました。自分の発言がクラ
スの貢献となるので、学習意欲が深ま
りました。教職メンバーなど身近でが
んばっている仲間の姿も、学習のモチ
ベーションに繋がっています。今年は、
「LIPDUB」という大学紹介ビデオをみ
んなで協力してつくりました。完成した
動画を見た時、心からこの大学に編入し
てよかったと思いました。多くの方に敬
和の魅力を感じてもらいたいです。

野口さん（左端）は国際ダンスサークルでも活躍

グッドマーカー先生のコメント
Miki is a pleasure to teach
because she exhibits a passion
to learn, and she stimulates her
classmates.
美紀さんは、学ぶ意欲にあふれ、クラスメートのよ
い刺激になっています。そんな彼女を教えるのは教師
にとっても喜びです。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学

美紀

検

索

