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新任のごあいさつ

20 周年記念式典での祝祷

軟式野球部、大活躍！
敬和学園大学の軟式野球部
が、新潟予選にて2位となり、
大学軟式野球日本一を決める
東日本大学軟式野球選手権大
会への出場を13年ぶりに果た
しました。
軟式野球部は、部員の減少
で数年間活動を休止していた
ため、必要な道具が傷んでい
たり、使えないなどの逆境の
中で、2年生を中心に、日々熱
心に練習を重ねたことが実を
結びました。
東日本大会は惜しくも1回戦
で敗れてしまいましたが、メ
ンバーのモチベーションはあ
がっています。来年のさらな
る活躍を期待し、皆さまから
の応援をお願いします。
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共に新たな一歩を
権威ですが、ご自身が山形芸術工科
大学に学長として赴任されたご経験
から、学者として過ごされた東京で
の教育研究環境から脱皮を迫られた
こと、そして地域の山形の方々との
交流の中から、自分にあう衣を改め
て縫合すること、人々との巡り合わ
せが帯びていた大きな意義について
語られ、そこから学びへと話を進め、
最後に、世界を知ることから自分を
知り、自分を知り直すことから世界
を学び直す意義を強調して、講演を
結ばれました。地域の人々と共に生
きてきた本学関係者にとって、身近
な話題を、格調高く語ってくださっ
たことは感謝でした。
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●二〇周年を迎えて
二〇一〇年一〇月三〇日に、敬和
学園大学創立二〇周年の記念式典を
開催することができました。二年以
上前から、このための記念事業準備
委員会が設置され、山田耕太副学長
を委員長に、準備が進められてきま
し た。 映 像・ 写 真 の 編 集 や 記 録、 新
しい校歌の制定を含め、過去の歩み、
これまでの本学をめぐる歴史を掘り
起こし、記念誌としてまとめる努力
がなされてきたのです。ピロティの
改装も記念事業の一環でした。
北島万紀子先生作詞、大中恩先生
作曲による校歌は、本学の理念をみ
ごとに歌い込んでくださった素晴ら
しい曲であり歌詞であると思います。
式 典 で は、
「 神 を 敬 い、 人 に 仕 え る 」
で始まるこの校歌を、大中先生ご自
身が指揮をされ、学生たちが合唱し
てくれました。大きな拍手があった
ことは言うまでもありません。
日本学士院院長で東京大学名誉教
授である久保正彰先生が二〇周年の
記念講演を引き受けてくださったの
ですが、本学の建学の精神や理念を
念頭に、
「自分を知る。世界を知る。
」
と題してご講演くださいました。先
生は、世界的に高名な西洋古典学の
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敬和学園大学長

ゆきひろ

あったと思っております。同時に、地元
の新発田市、聖籠町の方々のご協力の賜
物であったことは申し上げるまでもあり
ません。吉原写真館の当主で、本学で非
常勤講師を勤めてくださっている芸術家
の吉原悠博様が、過去の映像記録を編集
して、記念のＤＶＤを作成してくださっ
たことも、本学が地域と共に生きている
証であったように思われます。
学長として赴任した二〇〇九年四月一
日に、来年は二〇周年記念行事がありま
すと伝えられていました。緊張を覚えな
がらそれを聞いたときのことを思い出し
ます。一連の記念事業が滞りなく終わり
ました。このために尽力されてこられた
方々に、心からのお礼を申し上げます。

●続く五年後、一〇年後に向けて
二〇周年は、若者が成人を迎えること
を意味しますが、大学設立準備委員会設
置のころから続けられてきた、長い間の
献身的な取り組み、忍耐を伴う教育に注
がれたたゆまぬ努力や工夫、一連の制度
改革等、すべては日常の平凡な業務の積
み重ねの上に到来した記念日であるこ
とを思い知らされます。これまでに三、
〇〇〇人を越える卒業生を社会に送り出
してきた実績は、建学の精神に謳われて
いるとおり、キリスト教主義、国際主義、
地域主義に基づく教育の理念が高く掲げ
られ、人を育てて送り出す教職員全員の
意気込みが活かされてきたことを物語っ
ています。記念事業の一環として、今年

から始まった同窓生のホームカミングデ
ーの実施も、大学の歴史に新たな一ペー
ジを刻みました。
個 性 が 育 つ の は、 相 撲 に 代 表 さ れ る
心・技・体のどれが欠けても不可能です
が、何より大切なのは心です。キリスト
教主義の理念を前面に押し出し、本学は
愚直なまでに人づくりに邁進してきまし
た。リベラル・アーツ教育の松明は、消
えることなくこの二〇年間受け継がれて
きましたが、過去の歩みを覚えると同時
に、今この敬和学園大学に遣わされてい
るわたくし共には、未来に向けてより大
きな責任が託されていると思わざるを得
ません。
わたくし共に課せられているのは、リ
ベラル・アーツ教育の更なる充実であり、

大中恩氏の指揮による校歌披露
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参加された地元の方々から、厳かで素
晴らしい式典でしたとの好評を得ること
ができました。講演も素晴らしかったと、
多くの参加者の方から言われたことはう
れしい限りです。祝賀会も和やかな雰囲
気の中で行われました。オレンジ会会長
で新発田建設株式会社会長の渡辺幸二郎
様、新発田商工会議所会頭で新発田ガス
株 式 会 社 社 長 の 佐 藤 哲 也 様、 本 学 ア ー
チェリー部名誉監督で株式会社ハードオ
フコーポレーションの会長兼社長である
山本善政様から、それぞれ心のこもった
お祝いのスピーチをいただきました。準
備をしてきた関係者にとって、いずれも
感慨深いものがありました。
この記念事業の成功は、教職員のチー
ムワークが最大限に活かされた成果で

創立20周年記念講演会（久保正彰 日本学士院院長）

地域と共に生きる人材、ボランティア精
神をもって、隣人と共に生きていける若
者を社会に送り出すことです。現代社会
が求めているのは、技能や技術だけにた
けた人材ではありません。チームワーク
を組んで、人と強調しながら仕事を進め
ることのできる、福祉マインドを持ち、
共生の精神を身につけた人材をこそ求め
ているのです。実学を尊重する越後の風
土の中で、精神を重視する教育を押し進
めることに躊躇を覚える方もおられるか
もしれません。実際に、技術力のある人
材を探しつつも、それ以上に、細かな配
慮や心遣いのできる人材を企業の担当者
は最も求めているのです。そうした人づ
くりは、キリスト教主義であるからでき
ることなのです。不況の波風にたじろぐ
ことなく、理念が活きる教育活動に邁進
したいと思っております。
人類の歴史を顧みれば、人間の心を第
一にしなかった文明はすべて滅びていま
す。戦闘の技術を誇っていた古代の帝国
で、残っている国家や民族はひとつもあ
りません。精神的な伝統を重視し、大切
に維持してきた文化は、現代に至るまで
残っています。本学は、自信を持って、
心の教育に邁進したいと思います。
過去に目を向けて反省すべき所、改め
るべき所を確認しつつ、それを活かしな
がら、未来に向けてたゆみなく改革して
いくことがわたくし共に求められていま
す。その意味で本学の未来に大きな幻を
抱きつつ、共に前進したいと思います。
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●礼拝堂の建設を

二〇周年記念式典における式辞でも言
葉にしましたが、礼拝堂の建造を幻とし
て表明させていただきました。このこと
は、創立時から多くの方が心に思い描い
ておられたことでした。理念をもる器と
して、チャペルの必要性を彼らが強く感
じておられたからです。高校のみならず、
大学の設立に向けて地域の教会員が自主
的な祈りの会を主催し、行政に働きかけ、
献金を募ってこられました。大学の設立
に向けて、数多くの方が献身的な働きを
してこられましたが、その多くの方々は
既に天に召されています。設立に至るそ
の一端は、二〇周年記念誌に語られてい
るとおりです。
教会員としてこれらの方々を見送って
参りましたが、既に天に召された方々の
思いを、個人的な幻としてですが、学長
式辞の中で言葉にし、宣言させていただ
きました。これは夢ではありません。眠っ
ているときに偶然見るような、単なる夢
ではありません。目醒めた状態で、心の
奥底で思い描いている、幻です。実現に
向けて、祈りつつ事を始めたいと思って
おります。
敬和学園大学を創立二〇周年記念日ま
で導いてこられた主なる神の恵みを思
い、その御心があるところに狭い道（マ
タイによる福音書七章一三節〜一四節）
がある、そのように確信している次第で
す。
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わたくしが知る限り、かつてウイリア
ム ス
･ ミス ク
･ ラーク博士が札幌農学校
で「青年よ、キリストにあって大志を抱
け」
（ Boys, be ambitious in Christ!
）と
語った言葉は有名です。
「キリストにあっ
て」という言葉が省略された形で有名に
なっていますが、そのキリスト教的な精
神に感化されたのが内村鑑三であり、新
渡戸稲造、宮部金吾等でした。将来、歴
史を動かすような人材がそこから排出す
る と、 そ の 時 の 誰 が 想 像 し た で し ょ う
か。クラーク博士の精神を、少数でも一
部の学生が受け継いだことが重要なので
す。わたくし共も、次の五年先、一〇年
先を見据えつつ、大志を抱くという気概
をもって、建学の精神をより実質化する
歩みを新たに始めたいと思います。

20周年を記念してホームカミングデーを開催

敬和学園大学 20 年の歩み

地域と共に発展する大学に期待
聖籠町長

渡邊 廣吉

創学二〇周年、誠におめでとうござい
ます。阿賀北に大学をという崇高な理念
のもとに新潟県、新発田市、聖籠町が設
立に向けて様々な課題と紆余曲折がある
中、物資両面にわたり支援させていただ
き今日に至りました。さて、敬和学園大
学は、これまで建学の精神であるキリス
ト教を基本としながら、リベラル・アー
ツ教育の芯である徳育、知育、体育の三
者を兼ね備えた人間らしい人間を育て
る、という教育観を理念として学生の指
導にあたり、多くの人材を輩出し貢献し
てきました。これも開学以来、心血を注
ぎ誠心誠意、建学の精神を守り引き継い
できた歴代の野本先生や北垣学長、新井・
鈴木両学長たちのご尽力の賜物と深く敬
意を表するものであります。そしてなに
よりも、敬和学園大学が地域に生活する
市民に公開講座の開催やボランティア活
動、ふるさと祭りなどの伝承行事に参加
するなど地域に根ざし、地域の皆さんと
の交流を大切にしてきたことが、誘致に
あたった自治体にとっての認識をあらた
にし、二〇周年の歴史の変遷を肌で感じ
ている次第であります。今後においても
大学の使命と共に地域に根ざし、地域住
民と共に敬和学園大学が発展されますこ
とを心からご期待申し上げます。

二〇〇六年度には前年度に引き続いて
国際文化学科に中学社会科の教職課程を
設置しました。また、教育基本法の改定
問題を高校と協議し「教育基本法改定案
に反対する理事長声明」を出しました。
二〇〇四年一一月に新発田市と新発
田商工会議所と本学の産官学が連携し
て「まちの駅」を開設、これが二〇〇六
年一一月のまちの駅よろず「新発田学研
究センター」開所に繋がり、二〇〇八年
一〇月には学生の運営する喫茶店「まち
カフェ・Ｌｉｎｋ」開店に展開しました。
新たな学生層開拓のために、二〇〇七
年度に長期履修生制度を導入して五五才
以上を対象にしたシニア入試を実施しま
した。さらに二〇〇八年度にスポーツ推
薦・スポーツ特待生入試を、二〇〇九年
度には資格特待生入試を実施しました。
二〇〇七年七月に起きた中越沖地震の
災害ボランティア活動に学生・教職員が
夏休みに出かけました。翌年冬にはマー
ク・フランク准教授のゼミ生が地元の酒
蔵の指導の下で日本酒「わ」を製造販売
しました。ゼミ単位のボランティア活動
でも様々な活動に取り組み始めました。
二〇〇八年四月、二回目の大学基準協
会による認証評価審査の結果、大学基準
への適合認定を受けました（
『二〇〇七
年度自己点検・評価報告書』公表）
。県
内大学の共生型大学連携にも加わりまし
た。同じく四月に大学敷地内に実習施設
を兼ねた認知症グループホーム「富塚・

敬和学園大学二〇年の歩み
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敬和学園大学 20 年の歩み

地の
域祝
へ福
のと
奉共
仕に
とあ
証る
し歩み
神
社会福祉法人
敬和学園高校校長
シャーローム理事長

小西 二巳夫
原田 史郎

創立二〇周年おめでとうございます。
大学の二〇年の歩みを想い起こすとき、
二〇数年早く歩みを始めた高校のそれと
重なって見えてまいります。敬和学園高
校の四〇数年の歩みは決して平坦ではあ
りませんでした。初期のころには存亡の
危機となる出来事が連続しました。ただ
立ち尽くして悔い改めるしかなかったこ
ともしばしばありました。もう学校を続
けていけないと諦めたことも一度や二度
ではありませんでした。それにもかかわ
らず、その都度その危機を真正面から受
けとめる勇気が与えられ、多くの祈りに
支えられ、思わぬ形で力が与えられてき
たのです。それを一言で表すならまさに、
神の祝福のもとに歩めた四〇年でした。
その中で、聖書の人間観と価値観に基づ
く教育を、建学の精神「敬神愛人」のも
と続けてくることができました。大学も
まさにそうした道のりを歩んでこられた
といえます。そして二〇周年を契機に新
たな歩みを始められます。時代ならびに
社会状況は厳しいものがありますが、そ
の中にあって、大学が目ざす教育をさら
に深めていただきたいと願います。敬和
学園の教育の継承と展開を常に意識しな
がら、新たに始まる時を神の祝福を信じ
ながら共に歩んでまいりましょう。

二〇〇六～二〇一〇年度

のぞみの里」が開設され、秋には阿賀北
ロマン賞を創設し、新発田十二斎市を復
活し、地域貢献を実践的に展開し始めま
した。一一月にアドミッション・カリキュ
ラム・ディプロマの三つのポリシーを策
定し、翌年二月には私学振興財団私学経
営情報センターの助言の下で、中長期計
画（ロードマップ）を立てました。
二〇〇九年四月に鈴木佳秀学長が第三
代 学 長 に 就 任 し、 四 回 目 の 大 き な カ リ
キュラム改革を行いました。文科省の大
学教育学生支援推進事業にエンロールメ
ント・マネジメントを取り入れた本学の
キャリア支援が採択されました。新潟国
体では、バドミントン競技に選手、アー
チェリー競技に選手と監督が出場し、学
生ボランティアが協力しました。
二〇一〇年四月には創立二〇周年記念
事業の一環として栄光館一階のピロティ
をリニューアルし、大学近隣に案内看板、
校舎に案内文字板を整備しました。六月
に 日 本 地 域 福 祉 学 会 を 開 催 し、 八 月 に
「まちカフェ・りんく」を再開しました。
二〇周年記念事業募金によって、ホーム
カミングデーを設けるなどして同窓会を
強化し、校歌を制定し、記念誌・記念Ｄ
ＶＤを発行し、創立二〇周年記念式典・
記念講演・祝賀会を一〇月に挙行しまし
た。一二月にはアーチェリーレンジの奉
献 式 を 行 い ま し た。 バ ド ミ ン ト ン 部 と
アーチェリー部の学生の活躍が際立った
年となりました。
（副学長 山田）
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20 周年記念式典・講演・祝賀会

二〇周年行事を終えて
創立二〇周年記念式典の式辞のなか
で、後宮理事長、鈴木学長が敬和の教育
実践と幻を語り、近隣自治体の首長は祝
辞で、敬和教育を理解し期待しているこ
とを話されました。新潟の地でキリスト
教主義、リベラル・アーツ教育、神に仕
え、隣人に仕えること、他者への思いや
りを育てる心の教育を根幹に据えてきま
したが、この教育が地についてきている
ことを創立二〇年経過した今、実感しま
した。日本基督教団総幹事は学長の幻で
あるチャペル建設を実現するために協力
を惜しまないと力強く述べられました。
敬和学園大学は地域と共に発展してゆ
くことを願い、二〇〇六年に新発田学研

祝賀会でモス先生と乾杯する後宮理事長（右端）

ーこれまでとこれからー
究センターを設立、これを契機により一
層地域密着を強め、商店街活性化事業と
して新発田朝市十二斎市、
学生による「ま
ちカフェ・りんく」運営、文学からの地
域おこしとして新潟県との協力で阿賀北
ロマン賞（審査委員長・加藤宗哉三田文
学編集長）を創設し、日本全国から阿賀
北をテーマとする文学作品を募集し、優
秀な作品と人材を発掘してきました。
また、アーチェリー部に名誉監督とし
て 山 本 善 政 氏（ ハ ー ド オ フ コ ー ポ レ ー
ション会長兼社長）が就任されたこと
で、県内随一のアーチェリーレンジが完
成し、第一回の敬和学園大学・新潟大学
の定期戦の火ぶたが切って落とされまし
た。山本名誉監督の下、アーチェリー競
技で学生の技術向上と共に地域おこしに
役立つことを願っています。
大学創立の二年後に発足した地域の企
業・個人からなる後援会であるオレンジ
会（渡辺幸二郎会長）よりの支援に加え
て、このような多面からの地域との連携
は敬和にとって大変心強いものです。
これからの大学教育はグローバルな視
点を持ちつつ、その地域の伝統、文化、
産業そして地域福祉の学びを深め、地域
から求められている人材を輩出してゆく
ことが役割であることを強く認識させら
れました。創立三〇年を祝う時には益々
地域に密着している姿をみることが楽し
みです。
（事務局長 宇田川）

二〇周年記念事業

全天候型アーチェリーレンジ完成

アーチェリー部名誉監督

（株）ハードオフコーポレーション会長兼社長

山本 善政

敬和学園大学が創立二〇周年を迎
えられたことを、心よりお祝い申し
上げます。また、名誉監督を務めさ
せていただいているアーチェリー部
の念願であったアーチェリーレンジ
が無事完成し、奉献式を迎えられた
ことを大変うれしく思っております。
私は約四〇年前、拓殖大学の学生
時代にアーチェリー部のキャプテン
を務め、卒業後も監督として籍をお
いていました。そんな私の経歴を知
り、日ごろから卒業生の就職等でご
縁のあった敬和学園大学から要請を
受けまして名誉監督を拝命いたしま
した。気持ちの上では、一プレーヤー
としても、学生の皆さんと練習も試
合も一緒に競い合っております。
敬和学園大学アーチェリー部の皆
さんと共に練習し、汗を流すうち、こ
こから全国、世界、オリンピックを
舞台に活躍するような選手が育って
欲しいとの思いが一層強まりました。
そのためにも、新潟の厳しい気候の
中でも常によい環境で練習のできる、
全天候型アーチェリーレンジの建造
をぜひ実現したいと願い、新たに敬
和学園大学創立二〇周年という輝か
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20 周年記念式典・講演・祝賀会

二〇周年記念式典 講
･演 祝
･ 賀会のご報告

けんさん

しい年に、その願いが実現できたこ
とは、無上の喜びでございます。
敬和学園大学のアーチェリー部に
は、一三条からなる部の訓辞があり
ます。部員に心に刻んで欲しい強い
思いのメッセージを関係者よりいた
だき、新たに作り上げました。その
一三訓を胸に、新しくできたアーチェ
リーレンジで益々研鑽を積んでいた
だきたいと願っております。

敬和学園大学では、アーチェリー
のほかに、バドミントンと硬式テ
ニスを強化指定スポーツとしてい
ます。
バドミントン部は、昨年五月に
行われました、日本ランキングサー
キ ッ ト 大 会 男 子 シ ン グ ル ス に て、
武下利一さん（国際文化学科三年）
が見事優勝しました。たくさんの
ご協力、応援をいただき、ありが
とうございました。

アーチェリー部 十三訓の前で

敬和学園大学は創立二〇周年を迎え、一〇月三〇日（土）に本学パーム体育館にて
記念式典を挙行いたしました。総勢二〇九名の方にご出席いただき、無事に終了でき
ましたこと、心より感謝申しあげ、ご報告させていただきます。

渡辺幸二郎 オレンジ会会長

界を知る。
」と題した講演が行われまし
た。講演の後、体育館後方にて祝賀会が
行われました。祝賀会は宇田川潔事務局
長の司会により、第二代敬和学園高等学
校長ジョン・Ａ・モス先生の祝辞の後、
オレンジ会の渡辺幸二郎会長より乾杯挨
拶、歓談のなか、新発田商工会議所会頭
の 佐 藤 哲 也 様、 ハ ー ド オ フ コ ー ポ レ ー
ション会長兼社長で本学アーチェリー部
名誉監督の山本善政様からご祝辞をいた
だきました。式典を終え、敬和学園大学
は新たな一歩を踏み出しました。今後と
もご支援の程よろしくお願い申しあげま
す。
（総務課長 小竹）
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式典は司式を山田耕太副学長、奏楽を
石川美佐子先生が担当し、大澤秀夫宗教
部長の聖書朗読と祈祷、後宮俊夫理事長
および鈴木佳秀学長の式辞の後に、二〇
周年記念事業として制定した校歌が、作
曲者大中恩先生の指揮の下、本学学生の
ＫＥＩＷＡ Ｃｈｏｉｒにより披露され
ました。そして、新潟県知事代理 本間
俊一様（新潟県総務管理部副部長）
、新
発田市長代理 大滝昇様（新発田市教育
長）
、聖籠町長 渡邊廣吉様、日本基督教
団総幹事 内藤留幸様、以上来賓の方々
からご祝辞をいただきました。式典に続
き、日本学士院院長・東京大学名誉教授
の久保正彰先生による「自分を知る。世

内藤留幸 日本基督教団総幹事

敬和祭・ふれあいバラエティ

実行委員の予想をよい意味で裏切って好
調な客入りとなり、日を変えて実施した
髙田さんのトークライブと合わせて、昨
年以上の来場者を迎えることができまし
た。来年からは招致するゲストの幅が広
がり、今まで以上の盛り上がりを見せる
可能性が高くなったと感じました。
委員長を二年務めたので実行委員会を
離れるのは寂しいですが、
「来年こそ雨
が降る」という委員会顧問の予言が外れ
るよう祈って退きます。敬和祭に関わっ
た全ての皆さま、ありがとうございまし
た。

「ふれあいバラエティ」開催

本間 悟

ふれあいバラエティ実行委員

一〇月二二日晴天の下、
「ふれあい
バラエティ」を開催しました。大学
近隣の福祉施設の方々九二名を招き、
チアリーダー部やブラスバンド部、共
生ボランティアネットによる出し物
やゲームを楽しんでいただき、同時
に私たち学生も一緒にこのイベント
を楽しませていただきました。
このイベントは、共生ボランティ
アネットを中心に約五〇名の学生有
志が、国際ソロプチミスト新潟様か
らのご寄付でつくった揃いのＴシャ
ツを着て運営しています。来年も更
によいものを作り上げられるように
奮闘していきます！
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二〇歳になった敬和祭
佐藤 珠恵
「出てこいやぁ」のかけ声で髙田延彦さん登場！

e
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敬和祭実行委員長

「今年は雨が降る」という予測の中で
進んだ準備期間でした。もし晴れたとし
ても屋外イベントはないと決定していま
した。しかし昨年の屋外ステージでの聖
籠太鼓とブラスバンドの演奏の素晴らし
さを知っているので、その辺りを少し悔
いています。少々生々しい話題ですが、
毎年のことながら敬和祭は協賛してくだ
さる企業の方々や大学からの支援があっ
て成り立ちます。中でも今年のメインイ
ベントの一つ「髙田延彦トークライブ」
において、髙田さんの親友であるバドミ
ントン部の松浦進二監督は多大なるご協
力をくださいました。私たちはそのこと
に「会場満員御礼」を以って応えなけれ
ばなりませんでしたが、会場の体育館を
満席にするには、今一歩力が足りません
でした。この辺りも悔いています。
しかし悔いるばかりの敬和祭ではあり
ません。今年は実行委員会に新たな風が
入り、敬遠してきた音楽系のゲストを呼
ぶことにし、
「ＥＧＵ―ＳＰＬＯＳＩＯ
Ｎ」ダンスライブを行いました。古株の

ありがとう二〇年～敬和より愛をこめて～

出し物やミニゲームを一緒に楽しみました

l
a
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第二〇回敬和祭
大忙しで幸せな、楽しい二日間
串田 藍

英語文化コミュニケーション学科四年

a
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ちがたくさん集まってくれます。このス
テージに立つことは、そんな人たちの反
応を自分自身で楽しみながら、皆さんと
一緒にステージをつくると同時に、自分
は本当に多くの方から支えられ、応援し
てもらえてこの活動ができていること
を、改めて強く感じる貴重な機会となっ
ています。
自分が楽しむことで、人を楽しませる
ことができるのはとても幸せなことで
す。敬和祭は、たくさんの人と幸せな時
間を一緒に過ごせる重要な二日間でし
た。

交流をひろげる楽しさを実感

樋口 俊介

共生社会学科二年

「ふれあいバラエティ」では、福祉
施設の利用者の方々との交流の楽し
さや一つのことをみんなで成し遂げ
る達成感を経験でき、充実した一日
を過ごすことができました。
はじめは、ちゃんと楽しんでいた
だけるか不安でしたが、利用者の方
との会話が進み、笑顔を見ているう
ちに次第に私自身がリラックスでき、
自然と利用者の方と打ち解け、交流
することの楽しさを味わうことがで
きました。また、
何ヶ月も前から先輩、
仲間、後輩と練習してきたソーラン
節を披露した時には、利用者の方々
の喜んでいる姿を見て、感動と達成
感が込み上げてきました。
あっという間に時間が過ぎ、利用者
の方々をお見送りして、終始盛り上
がった「ふれあいバラエティ」は終
わりました。貴重な経験をさせてい
ただいたことに感謝すると共に、今
回の経験をこれからのボランティア
活動や日常生活に活かしていきたい
と思います。
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ブラスバンド部のステージ演奏と屋
台、教職課程の展示と屋台、そしてチア
リーダー部のダンス公演、皆さん来てく
ださいましたでしょうか。これらすべて
に関わることができた学生生活最後の敬
和祭は、今までにないくらい大忙しで幸
せで楽しいものでした。
一年生から毎年参加している敬和祭で
すが、今年は初めて二つのステージに立
つことができました。ステージに立つと
いうことにどれほどの努力を要するのか
は知る人ぞ知る…という感じで、それが
二ステージとなれば本当に大変でした。
だからこそ、それぞれのステージに立っ
た時の感動と終わった後の達成感は計り
知れないものでした。
ステージ発表では、自分たちの実力以
上に、観客席に来てくださった方々の反
応が会場全体の盛り上がりを左右しま
す。敬和祭では、一般のお客さまはもち
ろん、いつもお世話になっている教職員
の方々や一緒に授業を受けている友人た

会場と一体となったチアリーダー部のステージ
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敬和祭・ふれあいバラエティ

資格取得対策講座

グローバルなキャリアを育成

英語資格取得対策講座を開催

「英語で」学ぶことの楽しさ

菅家 茜

英語文化コミュニケーション学科二年

私は敬和学園大学に入学して、以前と
は違う英語の楽しさを覚えました。それ
は、
「英語で」学ぶということです。高
校生までは、
「英語を」学ぶことを楽し
んできましたが、今は英語を手段として
さまざまな物事を考え、理解していくこ
とがとても楽しいです。敬和には、その
楽しみを提供してくれる授業がたくさん
あります。特にネイティブの先生の授業
では、常に英語を使用しなければいけな
い環境に置かれるため、自然と英会話の
力がついているなと感じます。しかし、
自分ではどれくらい英語力がついたの
か、なかなか判断することができません。
そこで、私はＴＯＥＩＣを受けてみるこ
とにしました。一年生の前期に個人的に
申し込んで受けてみたところ、六〇〇点
台のスコアでした。どうにか点数を上げ
たいと思い、一年生の後期から「検定試
験準備コース」という授業を受け始めた
ところ、七〇〇点台の点数を取ることが
でき、さらに二年生の前期には八〇〇点
台をとることができました。こうして英
語力を上げることができたのは、英語を
楽しむ気持ちと、その気持ちを応援して
くれるような授業が敬和にはあるからだ
と思います。今は、九〇〇点台の英語力
に上げられるように努力をしています。

懐かしい笑顔に再会

ホームカミングデーを開催

創立二〇周年を機に、卒業生の皆さ
んに本学の歩みを共に喜んでいただ
き、旧交を温め、今後の交わりを深
めていただこうと「ホームカミング
デー」を一〇月二三日に開催しまし
た。第一部は、
懐かしい大学の教室で、
新井明二代目学長から「その道はあの
学園に」と題した講演をしていただ
きました。第二部は、新潟市内のホ
テルに会場を移し、大学時代の思い
出や近況の報告を交わし、旧交を温
めました。在学中の面影を残しつつ、
社会に巣立って一層たくましくなっ
た卒業生たちを頼もしく思うと共に、
同じ学園で学んだ同志であることを
再確認できたひとときでした。

県外遠方からも卒業生がきてくれました

敬和学園大学では、幅広い教養と人間
力の育成を柱に据えつつ、グローバルな
キャリアに必須のＴＯＥＩＣや英検など
の資格取得にも力を入れています。カリ
キュラムでは、レベルに合わせて受講で
きる三つの検定試験講座を開講していま
す。さらに、難関英語資格取得を目指す
学生のために、週に一回特別講座を開講
しています。また、中・高校生で英検二
級取得を目指す生徒さんをサポートする
無料対策講座も開講しています。本学の
学生一人ひとりの個性を最大限に伸ばす
小人数教育とこれらの講座を活用し、学
生たちは着実に力を伸ばし、ＴＯＥＩＣ
九〇〇点超などの成果をあげています。
（英語文化コミュニケーション学科 平塚）

難関英語資格取得のための特別講座
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イベント報告

市民、学生間の交流に期待

新日中友好二一世紀委員会に参加

成人になった証としての選挙権

座談会「選挙について考える」
に参加

一 一 月 二 日 に 行 わ れ た「 新 日 中 友 好
二一世紀委員会 キャンパス・セミナー」
に参加しました。
前半は、長谷川眞理子先生（総合研究
大学院大学）による基調報告。そして後
半では、他大学の学生による分野ごとの
報告（文化・社会、経済、政治）があり
ました。基調報告は、政治や外交という
社会科学の問題を自然科学の立場から論
じるというものでした。近年注目されて
いる地球環境問題を中心に、普段はなか
なか聴くことのできない「持続可能な」
日中関係の発展について学ぶことができ
ました。報告はそれぞれの内容がしっか
りしていて、ただただ感服といった印象
を受けました。特に文化・社会面に関す
る発表では、
「東アジアに向けた玄関口」
と呼ばれる新潟と中国との関係が強調さ
れていました。
現在の日中関係は、
「尖閣諸島沖衝突
事故」の影響でぎくしゃくしているよう
に見えます。しかし、こういった政治的
緊張が市民間の感情的対立につながらな
いように、更なる交流促進、特に学生間
の交流がもっと緊密になればいいと思い
ます。中国に限らず、様々な国の人たち
との交流を広げていきたいです。

齋藤 歩

国際文化学科一年

敦賀 千春

国際文化学科二年

一〇月一九日、新発田市選挙管理委員
会主催の座談会が本学を会場に開催さ
れ、新発田市明るい選挙推進員の皆さま
と桑原ゼミ、藤本ゼミ、富川ゼミの学生
約三〇名が参加しました。この座談会は
若者の投票率低下を懸念し、学生の生の
声を聞く目的で企画されました。
政治に関心がないから、立候補者や各
政党についてよく分らないから選挙に関
心が持てないといった意見が出され、ど
うしたら積極的に投票に行けるようにな
るか、アイデアを出し合いました。
私はまだ選挙権がありませんが、二〇
歳になったら投票に行きたいと思ってい
ます。政治に特別な関心があるわけでは
ない私が投票に行こうと思うのは、高校
時代の社会科の先生の言葉が忘れられな
いからです。先生は、選挙権の大切さを
教えてくださいました。日本では、戦争
が終結した一九四五年になってようやく
女性にも参政権が認められました。この
ことを考えると、現在女性にも選挙権が
与えられていることがどんなに素晴らし
く、大切なものなのかが分かります。
成人になった証としてせっかく手にす
る選挙権です。無駄にするのはよくない
とは思いませんか？

大学時代にしかできないこと

大橋 直子

一九九九年度卒業

卒業して一〇年、結婚し長男長女が
産まれ親歴も九年、現在は群馬県高
崎市に在住しています。自分＝親と
いう意識である今の自分が、大学時
代の自分を振り返った時、
「子供だっ
たな、もっと真面目に勉強していれ
ばよかった」と後悔の思いに抱かれ
ます。当時は自分が大人になった気
でいたし、今しかできないことと貧
乏旅めぐり、アルバイト、友人たち
との集まりや飲み会などを楽しみま
した。その時の友人は今でも大切な
友人です。しかし、大学時代にしか
できないこと、その一番は勉強でし
た。そんな後悔もあり、子供と一緒に
小学生から勉強しなおす気持ちでい
たところ、ホームカミングデーの案
内が届き、参加しました。パーティー
ではアットホームで和やかな雰囲気
の中で先生方とお話しし、久しぶり
に学生に戻ることができました。
ところで、クリスマスシーズンをむ
かえて、ひとつ自慢できること、そ
れは子供とともに毎年クリスマス礼
拝を守っていることです。ありがと
うございました。
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就職内定者からのメッセージ

超氷河期を乗り切るための就職活動

をお迎えし、より一層、支援体制を強化しました。就職氷河期
を上回る厳しい状況ですが、在学時に様々なことに挑戦し、大
学生活を充実させること、また将来に向けて地道な努力を続け
ることが実を結んでいます。
（就職委員長 杉村）

就職活動を勝ち抜いた先輩学生からのメッセージ

本学では、求人情報の提供や個別指導、各種セミナーの開催
に加え、各アドバイザー教員やご家庭と連携した多方面からの
支援を進めています。一〇月からは、キャリア・アドバイザー
として塩川達夫さん（ハローワーク新発田・就職アドバイザー）

第四銀行内定

佐藤 直美

上越市役所内定

厳しい就職状況の中で内定をいただく
ことができたのは敬和で多くの経験がで
きたおかげだと思っています。
在学中に最も力を注いだのはチアリー
ダー部としての活動です。学内外のイベ
ントに参加し、ダンスを披露してきまし
た。チアダンスを通して「笑顔」の大切
さ、素晴らしさを体感しました。それと
同時に、将来は地元新潟を笑顔で元気に
したい、地域のために働きたいと強く願
うようになりました。就職活動を通じて、
この願いを叶えられる企業は第四銀行し
かない！と感じました。そしてこの願い
が伝わり、内定をいただけたことは、何
かのご縁だと感じています。
社会人になることに不安はあります
が、敬和での経験を忘れず、笑顔の似合
う社会人、銀行員になれるようがんばり
ます。そして四年間、私を育ててくれた
敬和に「ありがとう」と伝えたいです。

黒田 彩

聖籠町役場内定

この度、私の地元である上越市役所の
一般行政に採用していただきました。教
育実習を前にした慌ただしい中での受験
申し込みから約四ヶ月、念願だった合格
通知を手にした時、うれしくて涙が出ま
した。地元の広報誌を読んだり、新聞の
地域の出来事の欄をチェックしたりと、
常に上越市の取り組みに注目してきまし
た。そのおかげで、面接や論作文では地
域の出来事や伝統文化について触れるこ
とができ、試験官の方に印象を残すこと
ができたのではないかと思います。
私は大学生活の四年間で、新発田まつ
りの調査やワークショップ、ボランティ
ア等で多くの人と触れ合ってきました。
今後もこれらの活動を活かせるように、
人との繋がり、街との繋がりを大切に、
大学で受けた地域循環型の教育「地域に
学び、地域と育つ」ことを実践できる職
員になりたいと思います。

渡邉 陽子

私にとって就職活動とは、自分自身が
大きく成長できた一つの機会でした。私
”
は就職活動で何より大切な 自分をア
”
ピールすること と 自分の思いを相手
“
に伝えること に苦戦していました。思
“
考も受け取り方も自分とは違うであろう
相手に、自分の魅力や思いをいかに理解
してもらえるように話すかは、簡単では
なく、たくさん失敗もしました。でも、
それがあったからこそ最終的には内定を
得ることができたのだと思います。
そして、内定を得た今、二つの目標を
持って仕事に取り組みたいと思っていま
す。一つは、仕事を通してより自分を磨
いていきたいということ。もう一つは、
人のため、社会のために働くということ
です。様々な職業の人がいて、社会は成
り立っています。そのことに感謝しなが
ら、私も社会を支える一人であるという
自覚を持って働きたいと思っています。
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阿賀北ロマン賞・入試案内

も

だ

●講演会および授賞式のご案内

および第三回「阿賀北ロマン賞」授賞式のご案内

まちの駅よろず「新発田学研究センター」開所四周年記念講演会

よ

日 時
二〇一一年二月二六日（土）
講 演
午後一時三〇分～三時三〇分
演 題
「
『七人の侍』が与えた影響」
講 師
四方田犬彦氏（明治学院大学教授）
授賞式
午後三時三〇分～四時一五分
会 場
新発田市生涯学習センター講堂
参加費
無料
〈お問合せ・お申込み〉
〒九五七―八五八五
新潟県新発田市富塚一二七〇
敬和学園大学 教務課教務係
Ｔｅｌ 〇. 二五四（二六）二五一四
Ｆａｘ 〇二五四（二六）三六四六
メール
kyomu@keiwa-c.ac.jp
※参加ご希望の方は事前にお申し込
みください。

いよいよ本番！入学試験のご案内

新しい年と共に、受験シーズンも本
番を迎えました。一般入試は英語と国
語の二科目型で、編入学、社会人、シ
ニア入試は、ＡＯ型で実施します。Ａ
日程の成績上位者三名には授業料の半
額分の奨学金を、センター利用入試で
七〇％以上の得点を挙げた成績上位者
には授業料全額または半額の奨学金を
入学年次に支給します。編入学・シニ
ア入試を除く入試で入学される方は、
資 格 特 待 生 制 度 を 活 用 で き ま す。 ス
ポーツ推薦入試は、第二期募集を行い
ます。お気軽にお問い合わせください。
（入試委員会）
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0120-26-3637

《お問合せ先》敬和学園大学入試課

敬和学園大学は、阿賀北地域を舞台と
した文藝作品を募集する「阿賀北ロマン
賞」を、新潟県新発田地域振興局との共
催で実施しています。全国より計九九作
品の応募をいただき、現在、審査委員長
の加藤宗哉氏（作家・
「三田文学」編集長）
を中心に、厳正な選考をすすめておりま
す。二月二六日には、各部門の大賞等の
受賞者をお招きしての授賞式および、ま
ちの駅よろず「新発田学研究センター」
開所四周年を記念して明治学院大学文学
部芸術学科教授の四方田犬彦氏を講師に
お迎えした講演会を開催いたします。ぜ
ひお誘いあわせの上、ご来場くださいま
すことをお待ち申しあげます。
（新発田学研究センター長 神田）

四方田犬彦氏（明治学院大学教授）
保護者の皆さまと（就職懇談会）

お別れのメッセージ

東アジアの中の新潟を
国際文化学科

加納 実紀代

黒山駅を出ると、白新線の車窓に稲田
が広がる。夏には青田にすっくと白鷺が
立ち、冬には白く輝く飯豊山を背景に白
鳥がよたよた落穂をついばんでいたりす
る。 や が て 電 車 は 少 し 傾 き な が ら 右 に
カーブ、青い跨線橋が見えたら佐々木駅
である。還暦過ぎまで新潟とは無縁だっ
た私が、いまでは跨線橋が見えるとふる
さとに帰ったようにほっとする。
敬和の九年で私が得たものは多い。な
かでも、どこにでも心の通う出会いはあ
ること、いくつになっても新たな出発は
できること。それらを実感した意義は大
きい。いま敬和を去るにあたって、これ
をそっくりそのまま学生の皆さんに贈り
たい。敬和の学生は地元出身が多く、卒
業後も地元で働きたいという。ふるさと
が好きなのはいいことだ。しかしグロー
バル時代の今、とりわけ「東アジアの中
の新潟」という視点は持ってほしい。
「日本海」は、日本列島とロシア・中
国・朝鮮半島に至る大陸に抱かれた内海
であり、かつてこの内海を人やものが行
き交い、
「日本文化」を形成した。その
おヘソの位置に新潟はある。若い世代に
は、いま「対岸」との関係でけわしく波
立っているこの海に、輝かしい友好の跨
線橋を架けてほしいと願う。

光陰矢のごとし
人文学部

ケヴィン・マハー

「光陰矢のごとし」
（英語では「時は飛
び去る」
）という表現がありますが、敬
和学園大学で教えたこの三年という時間
をとても愉しく過ごしました。コミュニ
ケーション主体の数多くのクラスで、学
ぶことを通して自信と英語力が増すにつ
れて学生たちの英語が年ごとに上達して
いく様子を目の当たりにし、驚きを覚え
ています。顔と名前がすぐに一致するよ
うな小人数クラスで教えることができた
のもよかったです。敬和には学生たちの
すばらしいコミュニティとたくさんの活
動があります。皆さんが今のこの時を大
切にしてくれること、卒業しても新発田
での学生生活の思い出を大事にしてくれ
ることを願っています。敬和は、関わっ
た私たちの誰もが忘れることのできない
特別な場所です。授業で教えた学生の一
人ひとりを、またキャンパスで行きあっ
た一人ひとりを忘れることはないでしょ
う。皆さんの素晴らしい未来を願ってい
ます。私にとっては、息子のタイラーが
生まれた場所としても新発田は大事な所
です。息子の最初の二年間の思い出は、
いつも私の敬和での思い出と重なること
でしょう。最後に「時は飛び去」ります。
皆さん、今の時を最大限に活かしてくだ
さい。

寄付者ご芳名

（二〇一〇年一一月三〇日現在、敬称略）

二〇周年記念募金

〈一 般〉
北島万紀子
近藤由松
森 洋子
斎藤智子
曽根一枝
小柳産業株式会社
日本基督教団新津教会
大光銀行新発田支店

〈卒業生・在学生・保護者〉
坂爪直樹（二）
、 小林道子（四）
、
宮崎寧子（四）
、 横山真歩（一二）
、
佐藤幸大（一四）
、 比企広正（一六、
一九）
、
建部健一（一六）
、 渡邉直子（一六）
、
長谷川正喜（一七）
、山田春美（一七）
、
曽田一夫（一八）
、 南部行雄（一九）
、
西村百合子（一九）
、
ワイズマン昭子（一九）
、
赤松 侑（二〇）
、 西川朋紀（二〇）
、
田村正一（二〇）
、 吉田真由美（二〇）
〈学園関係〉
大宮 溥
吉川祥子
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新任のごあいさつ

努力することの大切さ
英語文化コミュニケーション学科

グレゴリー・グッドマーカー

私が新発田にあるこの小さくも個性
溢れる大学に赴任するまでには、
「長く
曲がりくねった道のり」がありました。
ニューヨークに生まれ、その後サンフラ
ンシスコ、タイ、韓国、アラブ首長国連
邦に暮らし、日本では新発田が五か所目
です。旅行先を含めるとこれまで訪れた
国は二〇カ国以上になります。
私の専門は英語教育学で、教材の研究
と開発に焦点を当てています。先ごろ、
異文化を主題とする二冊目のテキストを
執筆しました。学習者の英語運用能力と
異文化の受容力の向上を目指します。
敬和に来て印象深く感じることは、小
人数教育で学生と教員の距離がとても近
いこと、大学教育と地元コミュニティの
深い結びつき、そして英語授業のコマが
豊富であることです。
英語を話す際に間違いを気にする必要
はありません。間違いは目標達成の手段
です。私の話す日本語を聞いた人はきっ
と私には語学の才能がないと思うでしょ
う。それでも私はがんばって日本語を話
します。語学を身につけるには努力が必
要です。努力、努力です。努力の分だけ
語学は上達します。このことの大切さを
学生に理解してもらうため精一杯がんば
ります。

活きいきと人生を歩むために
キャリア・アドバイザー

塩川 達夫

山々の木の葉が色づいて、さわやかな
季節となった一〇月中旬、敬和学園大学
で仕事を始めました。大学構内を歩いて
いると、皆さんが初めて見る私にもあい
さつをされ、礼儀正しく明るい学生が多
いことに感心しました。また、敬和祭で
は先生方と学生の皆さんとが一緒に和気
あいあいと模擬店で声を張り上げておら
れ、微笑ましく思いました。
私の主な仕事は、学生の皆さんが、卒
業後に人生をどう歩むかを大きく左右す
る、就職を始めとしたキャリア形成のお
手伝いをすることです。
しかし、現代の経済の急激なグローバ
ル化と構造改革、技術革新、消費の多様
化、義務教育に近づいた高等教育の大衆
化、雇用制度の大きな改変などによって
もたらされた、大学新卒の雇用状況の急
激な変化と悪化は、これまでに誰も経験
したことのない様相を呈しています。こ
のため、今年度の大学卒業生は、大変厳
しい状況に立たされています。
このかつてない厳しい状況の中での私
の仕事は、これまでにない取り組みや発
想の転換も必要だと思っています。学生
の皆さんが、卒業後の人生を、豊かに活
きいきと歩んでいけるよう、微力ですが
全力でサポートする決意です。

アーチェリーレンジ募金
〈一 般〉
ダスキンあやめ
新栄会

〈卒業生・在学生・保護者〉
本間義和（一八）
、 梨田敏男（一八）
、
竹之内喜美子
（一八）
、
伊藤潤治（一九）
、
斎藤 堅（一九）
、 阿部習哉（二〇）
、
髙崎 舞（二〇）

一般寄付者
〈一 般〉
北島万紀子
中村佐保
渡辺博市
婦人矯風会新潟支部
新潟ＹＷＣＡ

〈学園関係〉
新井 明
淺野幸穂
山本善政
敬和学園大学後援会（２）

（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

本学にお寄せくださった皆さまのご支
援・ご厚意に心より感謝申し上げます。
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同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

かけがえのない敬和での出会い
い ま た

二〇〇四年度・二〇〇〇年度卒業

今田 豊
美由紀（旧姓 西川）
：

私たちは夫婦そろって敬和の卒業生で
す。現在、主人の仕事の関係で妙高市に
暮らしています。長岡市を経て、昨春越
してきたばかりなので慣れないことも
多々ありますが、新たな出会いや自然豊
かな環境のもと楽しく過ごしています。
敬和での日々は私にとって、あっとい
うまの四年間でした。初めての一人暮ら
し、サークル、バイト、学業との両立。
もちろん遊びもいっぱい。今振り返って
みると、なんだか慌ただしい時間を送っ
ていたような感じがします。でも当時は
そんなふうに考えることはほとんどな
く、ただしたいことを思いっきりしてい
たように思います。
卒業後は民間企業に就職しましたが、
教職の道を目指すため退職。敬和から公
立中学校での講師のお話をいただき、現
場経験を積みながら教員採用検査に臨む
ことができました。卒業後にも関わらず、
声をかけてくださり本当にありがたかっ
たです。敬和は小さい学校ではありまし
たが、大学と学生の距離がより近いとい
うことを実感した瞬間でもあります。
そのような中で出会った多くの人たち
は、今でもかけがえのない存在です。特
にサークルや教職課程で一緒にがんばっ

た友人たちとは、卒業後も時間をつくっ
てはたびたび会っています。また偶然勤
”
務先で今度は 同僚 として再会したり、
”“
転勤先の地域で ご近所さん として再
“
会できたり…。敬和での「出会い」は本
当に大きな財産だと思っています。
出会いといえば、もちろん主人もその
一人。主人も多くの人たちと出会い、自
身の学業だけでなく、卒業後は在校生へ
の講師など、現在の仕事にも通ずる貴重
な経験もさせていただいたようです。
敬和の先生・職員の方々には本当にお
世話になりました。お礼申し上げます。
そして大学生活の場を与えてくれた両親
や家族にも感謝の気持ちでいっぱいで
す。これからも敬和の益々のご活躍、ご
発展を心より祈っております。

夫婦なかよくツーショット！
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学事予告

◆一月◆
四 日 講義再開
一二日 卒業論文提出締切日
一四日 ＡＯ（三）合格発表
一五日 大学入試センター試験（一六日まで）
一七日 留学生交流餅つき大会
二七日 後期講義終了
二八日 後期末試験（二月五日まで）
三〇日 社会福祉士国家試験
一般（Ａ）
、外国人（一）入学試験
◆二月◆
四 日 一般（Ａ）
、外国人（一）
、
センター利用入試（一）合格発表
六 日 春期休暇（四月三日まで）
七 日 後期集中講義１（一〇日まで）
一四日 後期末追試験（一六日まで）
一八日 学内合同企業説明会
一般（Ｂ）入学試験
二一日 後期集中講義２（二四日まで）
二五日 一般（Ｂ）
、ＡＯ（四）合格発表
二六日 第三回「阿賀北ロマン賞」授賞式・
新発田学研究センター記念講演会
二八日 再試験（三月一日まで）
◆三月◆
一 日 図書館蔵書点検（二三日まで）
四 日 センター利用入試（二）合格発表
一五日 一般（Ｃ）
、外国人（二）入学試験
一七日 一般（Ｃ）
、センター利用入試（三）
、
外国人（二）合格発表
一八日 卒業式・卒業記念パーティー
二五日 ＡＯ（五）合格発表
三一日 学年終わり
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From Campus

キャンパス日誌
July
107October
1

2

5
6
7
8

9
10
12

14
15

19

21
22
23
24

28
29

30

12

チャペル・アッセンブリ・アワー⑮
説教 鈴木佳秀 学長 「子供たちのパンと小犬」
講話 森洋子 明治大学名誉教授
「ブリューゲル芸術の力」
（写真①）
共生社会学科公開学術講演会（85 名）
講師 加藤薗子 中部学院大学大学院教授
「
『転換期の社会福祉』を考える」
新潟市北区オープン・カレッジ②（32 名）
講師 川又正之 教授「ことばの多様性を考える」
教授会
秋季入学式
チャペル・アッセンブリ・アワー⑯
講師 大澤秀夫 宗教部長 「イエスの両親は驚いた」
前期エッセイ・コンテスト授賞式
前期資格取得奨励奨学金授与式
聖籠町日中国際交流事業ぶどう狩り（留学生 13 名、写真②）
第 5 回新発田朝市十二斎市
新潟市北区オープン・カレッジ③（29 名）
講師 丸畠宏太 教授
「ひとつのドイツ、いくつものドイツ」
新発田市立猿橋中学校職場体験（2 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑰
説教 宇田川潔 事務局長「わたしを何者だというのか」
講話 青木盛 JOCS パキスタン派遣ワーカー
「パキスタン活動報告」
新発田市内小学生大学見学（24 名）
新潟市北区オープン・カレッジ④（31 名）
講師 安井豊子 准教授
「疾病や障がいを抱える人々の地域での生活権保障をめざして」
村上桜ヶ丘高校大学見学（1 年生 80 名）
ふれあいバラエティ（92 名）
第 20 回敬和祭（～ 24 日）
外国語スピーチコンテスト、オープンキャンパス
ホームカミングデー、懇親会（新潟グランドホテル 46 名）
新潟市北区オープン・カレッジ⑤
「大学見学と模擬授業体験」
（9 名）
新潟市立上山中学校大学見学（3 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑱
説教 金山愛子 教授 「弟子の足を洗うイエス」
講話 山本善政（株）ハードオフコーポレーション代表取締役会長兼社長
「21 世紀の時代認識」
敬和学園大学創立 20 周年記行事
（パーム体育館、
209 名）
記念式典、記念講演、記念祝賀会
講師 久保正彰 日本学士院院長・東京大学名誉教授
「自分を知る。世界を知る。
」

13
15
17
19
①

25

926
27
②

1
2
3

9
10

11
15
17

24

11 November
5

6
10

17

チャペル・アッセンブリ・アワー⑲
説教
森岡高康 日本基督教団新発田教会牧師
August
「世の光なるキリスト」
講話 本間正一郎 本学非常勤講師、新潟日報社編集委員
「新聞とどうつきあうか」
1･2 年生保護者との懇談会（63 名）
企業との就職懇談会
（ANA クラウンプラザホテル新潟、82 社、写真③）

8

12

25
29

チャペル・アッセンブリ・アワー⑳
説教 大澤秀夫 宗教部長「イエスは弟子たちを呼び集め」
講話 杉村使乃 就職委員長
「
“キャリア”で考える学生生活」
推薦（指定校Ⅰ、Ⅱ、公募、スポーツ）入学試験
社会福祉士現場実習 2（～ 27 日）
教授会
中条高校大学見学（1 年生 39 名）
推薦（指定校Ⅰ、Ⅱ、公募、スポーツ）入学試験合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー 21
説教 山﨑由紀 准教授 「みこころのままに生きる」
報告 Keiwa International Volunteer
「タイ、マレーシアの家族と家を建てる 10 日間」
講話 池田しのぶ ボランティアコーディネーター
「ゼミ・ボランティア（２年次）に向けて」
理事会
映画『七人の侍』勉強会①（12 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー 22
September
説教 山﨑ハコネ 准教授「子よ、心安かれ」
講話 鈴木武仁 イエスの友の会会長「敬和の父・太田俊雄」
大学・高校合同クリスマス研修会（敬和学園大学）
講師 大西晴樹 明治学院大学長
「キリスト教学校教育同盟創立百周年とキリスト教学校の将来」

December
教授会
映画『七人の侍』勉強会②（11 名）
アーチェリーレンジ奉献式（写真④）
④
チャペル・アッセンブリ・アワー 23
説教 大澤秀夫 宗教部長「もう泣かなくともよい」
アマリア・ネクラエシェ 新潟のぞみルーテル教会、
ポピュラー・ゴスペル歌手 「クリスマス・コンサート」
クリスマスツリー点灯式
映画『七人の侍』勉強会③（10 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー 24
説教 北垣宗治 初代学長 「自己教育の場としての大学」
講話 渡辺好政 岡山大学医学部客員教授
「出会いの不思議と面白さ」
アーチェリーレンジ完成記念競技大会（51 名）
留学生を支える会奨学金贈呈式
クリスマス燭火礼拝（写真⑤）
説教 福井博文 日本基督教団東中通教会牧師
「東の国からの礼拝者」
⑤
キャロリング、クリスマスパーティー
チャペル・アッセンブリ・アワー 25
説教 大澤秀夫 宗教部長「神に栄光、地に平和」
ブラスバンド部「クリスマス讃美演奏」
冬期休暇（～ 1 月 3 日）
冬期特別休業（～ 1 月 3 日）

③

訃報
2000 年 7 月まで事務局長をお務めいただいた
藤倉庄平様が、昨年 10 月 7 日に逝去されまし
た（82 歳）。お悔やみを申し上げますと共に、
ご冥福をお祈り申し上げます。
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大学に毎年やってくる留学生たちと積
極的にコミュニケーションを取り、多く
の友達をつくることができました。そし
て、交流を続けるうちに異文化に興味を
持ち、今度は自分がアメリカ留学にチャ
レンジしようと決めました。
留学中に二泊三日のホームステイをし
ましたが、これが私の将来を左右する出
来事になりました。ホストファミリーは
とても親切に私を迎え入れてくれまし
た。話していることを私が理解できなく
ても、嫌な顔一つせずに笑顔でいてくれ
ました。なかなか上手くコミュニケー
ションが取れず悔しい思いもしました。
日本に帰って来てからは、あの時の自
分にリベンジしたいという思い、そして
日本と違う文化に魅力を感じ、卒業後は
カナダへ留学することを決意しました。
そう決意することができたのも、留学だ
けでなく学生生活でいろんなことにチャ
レンジし、自分に自信が持てるように
なったからだと思います。
後輩の皆さんにも小さなことからでい
いので、その一歩を踏み出す勇気を持
ち、大学生活でいろんなことにチャレン
ジして欲しいと思います。

大好きなホストファミリーと一緒に

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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