敬和学園大学と地域社会をつなぐコミュニケーション誌

敬和カレッジレポート

REPORT

第77号

January 2014

発行／敬和学園大学後援会 敬和学園大学広報委員会

Close up
「教職課程 昔と今とこれからと」
国際文化学科 藤野 豊
敬和祭／ふれあいバラエティのご報告
阿賀北ロマン賞授賞式のご案内
企業の皆さまとの懇談会のご報告
退職のごあいさつ／敬和学園大学のクリスマス
入学試験のご案内／安井ゼミフィールドワーク

クリスマス・キャロリング

学生も教職員も一緒に
ハロウィンパレード！
ハロウィンパレードが、児
童英語クラスを中心に学生・
教職員有志が参加して、10月
31日に行われました。
ハロウィンといえば、”Trick
or Treat ! ”
「お菓子をくれな
きゃ、いたずらするぞ！」です
が、敬和学園大学のハロウィ
ンは、
「募金をくれたら、お菓
子をあげるぞ！」なんです。
集まった募金は24,217円、
東日本大震災被災者の皆さま
のために活用します。ご協力
ありがとうございました！
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昔と今とこれからと

国際文化学科

教職課程
したわけではありません。とにかく、
日本の歴史を勉強したいという思い
だけで入学し、将来、何をしような
どとはまったく考えていませんでし
た。教職課程の授業も、とりあえず
とっておこうというくらいの気持ち
でした。
当時、教職課程の専門科目の授業
は、だいたい一八時から始まりまし
た。大講堂のような全学共通の教室
で、全学の教職課程を目指す学生が
いっしょに受講しました。八学部も
ありましたので、教育原理とか教職
に関する心理学の授業など受講生は
五〇〇人ほど、先生は壇上でマイク
を使って講義しますが、黒板に書く
字など後ろの席からは見えるはずも
ありません。とにかく、大学は文部
省（当時）の規定どおり教職の授業
をしました、学生は文部省の規定ど
おり教職の授業を受講しましたとい
う、まさにアリバイづくりみたいな
内容でした。僕も、一、
二回は授業に
出ましたが、まったく興味もわかず、
そのうちに全学バリケードストライ
キに突入して、いつしか授業も立ち
消えとなり、最後にレポートだけを
書いたら単位をくれました。
社会科の教科教育法や授業研究の
授業も、受講生は二〇〇人以上で、先
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豊

藤野

●〝先生〟と呼ばれて四〇年
これまで、僕はいろいろな仕事を
してきました。二二歳で大学を卒業
してすぐに高校の教員となり、その
後、学習塾や大学受験予備校、高校
中退者のバイパススクールでも教え、
今は大学の教員をしています。
いつも〝先生〟と呼ばれていました。
教えた教科は、高校の日本史・世界史・
地理、それに驚くなかれ大学受験の
古文と現代文、中学の英語、小学校
の算数・社会です。飯を食うためと
なると人間は恐ろしいまでに恥を忘
れ、恐れを捨て、大胆になるものです。
僕は二二歳以来、現在まで実に四〇
年近い日々、ずーっと〝先生〟と呼
ばれ続けてきました。
当然、
友人にも
〝先生〟
が多いのです。
小 学 校・ 中 学 校・ 高 校・ 大 学、 す べ
ての段階の学校に友人がいます。妻
の母も昔は小学校の教員でした。妻
もまた、今となっては信じられない
のですが、中学の保健体育の教員免
許を持っています。
〝先生〟が当たり
前の日常とでも言いますか、しかし、
なんでまた、僕はそんな人生を歩ん
でしまったのでしょうか。
●よくぞ、単位を……
大学に進むとき、特に教員を目指
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宿のど真ん中にあった中学校でした。そ
こで、当時は二週間でよかったのですが、
中学一年生の社会科・地理分野の実習を
いたしました。
実習の初日、指導してくださったＳ先
生から、冒頭、
「この学校にはたいへん
な困難がある」と言われました。それは、
生徒の家庭の階層が三つに分かれている
ということでした。
校区には国家公務員住宅があり、お父
さんは東大卒のエリート官僚という子ど
もたちがいます。また、学校周辺は住宅
地で、平均的サラリーマン家庭の子ども
たちもいます。さらに、新宿の歓楽街も
校区のため、お母さんがバーなどで深夜
まで働いている子どもたちがいました。
お父さんが誰だかわからない子どもも多
いと言われました。家庭環境も生活程度
も大きく異なる三つの階層の子どもたち
が同じ学校で学んでいるわけです。進路
も、中学卒業後は当然のように高校、大
学へ進む子どもたちと、中学を卒業した
らすぐに就職する子どもたちにはっきり
二分されていました。
「教員は、こうした子どもたちとどう
接すればよいのか、それを実習中にしっ
かり考えなさい」とＳ先生に言われ、こ
れは大変なことになったと思いました。
頭のなかは授業の教案のことでいっぱい
だったのですが、それ以前の問題で大き
な宿題を背負うことになりました。
Ｓ先生は、毎日、教案や研究授業への
指導だけではなく、自分のこれまでの教

育実践についての経験を話してくださ
いました。
「高校進学する子どもたちは、
そこでまた新しい学園生活を経験できる
が、中卒で就職する子どもたちはこの学
校で学園生活が終わりになる。そうした
子どもたちにこそ、学校は楽しかったと
いう思い出をつくってやりたい。それが
僕の教育の基本なんだ」と言われ、衝撃
を受けました。教育の課題は学力をつけ
ることや生活態度に規律を与えることだ
けではない。学校は楽しいという思いを
生徒に与えることがいちばん大切なんだ
と気づかされました。そして、この時、
絶対に教員になろうと決意しました。
落としていた単位を取り、卒論もちゃ
んと書いて卒業しました。就活もやって
内定をもらいましたが、高校の教員採用
が決まったので、迷わず教員になりまし
た。

●教職課程のこれから
そんなわけで、九年間、高校の先生を
やってしまいました。敬和学園大学では、
高校教員の経験があるということで、教
職課程のお手伝いをしています。
敬和は、キリスト教の精神の下で、一
人ひとりの学生を大切にする大学です。
教職課程でも、一人ひとりの学生を教員
みんなで指導する体制ができあがりつつ
あります。ここでの教育は、僕が学生時
代に体験したアリバイづくりのような教
職課程とはまったく異なります。ここで
学んで教職を志す学生には、Ｓ先生のよ
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生も、室町時代の京都の町衆の歴史を語
るだけで、教職のための授業にはなって
いませんでした。受講生が多いので、も
ちろん個々の学生が模擬授業などをやる
余裕もありません。つまらないので、こ
れまた途中で出席するのをやめてレポー
トだけを提出したのですが、なぜか単位
をくれました。
●人生を変えた教育実習
僕の意識が変わったのは、教育実習の
時です。僕が実習させていただいたのは、
母校ではなく、大学で振り分けられた新

教育実習で教壇に立つ敬和生たち

●最終学歴

早稲田大学大学院文学研究科日本史
専攻博士後期課程（文学博士）
●こんな授業をしています

歴史学は過去を調べ、現在を考え、未
来を展開することで、人類にとって
よりよい社会を築くための学問です。
覚えるのではなく、考える授業、聴
くのではなく、参加する授業を心が
けています。

実績のある教職課程で、志を持った教員を送り出しています
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八月には、国立妙高青少年自然の家で
二 泊 三 日 の 宿 泊 研 修（ 選 択 ） を 行 い、
野外・学習活動やキャンプ、団体生活
をとおして、集団行動に欠かせない主
体性と協調性、そしてリーダーシップ
などを養います。互いに支えあい、高
めあう体験により、合宿後、学生たち
は見違えるほど連帯感、教職への意識
が高まり、三年生からの「教育実習事
前事後指導」
、四年生で行う二～三週間
の「教育実習」
、そして教員採用選考に
むけて取り組みを進めていきます。
それぞれの段階に応じた、厳しく妥
協のない指導により、志を持ち、本物
の実力を備えた教員を養成しています。

教育実習反省会を終えた学生たち

敬和学園大学では、中学校教諭一種
免許（英語、社会）
、高等学校教諭一種
免許（英語、地理歴史、公民）が取得
できます。英語科は一期生から、公民
科は一五期生、社会科は一六期生、地
理歴史科は二二期生から加わり、教員
として現場で活躍してきた卒業生は延
べ四五名を数えます。今年度は、教員
免許状取得予定者一六名（全教科）の
うち、三名が公立学校教員採用選考に
合格しました。
教職課程の授業は、一年生の後期「教
職入門」からはじまり、四年間を通し
て教える技術を実践的に学び、専門教
科の知識を深めていきます。二年生の

妙高宿泊研修での野外活動

うな先生を目指してほしいと願っていま
す。
僕がそうであったように、最初は「と
りあえず教職でも」と思っていても、教
育実習を経て絶対、教師になろうと決意
する学生もいるでしょう。だから、軽い
気持ちで教職課程を選んだ学生を振るい
落とす教育ではなく、教師への志を高め
ていく教育をしたいと思います。
今年度、教員採用試験に三名の四年生
が受かりました。惜しかった学生も来年
度またチャレンジしてくれれば、いい結
果が出ると期待もしています。しかし一
方で、敬和では単に教員採用試験に合格
させることだけを目的にしていません。
聖書の言葉に触れ、イエス様の生き方を
学び、小さきひとびとを一人ひとり大切
にする理念を持った先生を学校現場に送
り出したいのです。
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藤野 豊 教授 プロフィール

敬和祭

同窓会によるカレー屋台

思い思いの楽しみ方を演出

一〇月一九、二〇日の二日間、敬和祭
を開催しました。今回は残念ながら天候
に恵まれず二日目は大雨でしたが、それ
でも多くの方々にご来場いただけて感謝
しております。今年のテーマである『Ｉ
ｔ ｓ ｕｐ ｔｏ ｙｏｕ．～あなた次第』
のもと、各団体や来場者の皆さまが自分
たち次第に敬和祭を楽しんでくださった
結果、大盛況で終われたことは本当に素
晴らしいと思います。
私は敬和祭実行委員を務めて四年目、
実行委員長として二回目の敬和祭でした
が、今回の敬和祭ほどさまざまな人から
力を貸していただくうれしさや喜びを感
じたのは初めてでした。敬和祭実行委員
の仲間たちやふれあいバラエティのス
タッフの皆さん、教職員の方々、当日手
を貸してくださった皆さん、本当にあり
がとうございます。特に大雨の中、撤収
,

FMラジオサークルによる生中継

私は、軽音楽部でバンド活動、国際
ダンスサークルで部長を務めています。
毎年、私にとって一番忙しくなるの
が敬和祭シーズン、そして四年目にし
てみんなをまとめる立場となった今回
が一番大変でした。そんな厳しい状況
の中でもがんばれたのは、やはりバン
ドもダンスも「大好きだから」という
自分の中でのぶれない軸があったから

遠藤 瑞紀

英語文化コミュニケーション学科四年

最高に大変で楽しく
メモリアルだった最後の敬和祭

教室展示（読書同好会）

こそだと思います。
さらに、私を支えてくれる大勢の皆
さんがいることに、四年目にして改め
て気付かされました。最後の敬和祭で、
二つの活動とも大成功を収めることが
できたのは、私の大切なバンド「ピロ
ティーズ」のメンバーと、
「国際ダンス
サークル」を一緒に設立してくれた四
年生メンバーをはじめとした頼もしい
仲間や後輩、友達、家族、大学の教職
員の皆さんのおかげです。
私は、本当に周りの皆さんに恵まれ
たと思います。そして、ここで得られ
たものは、社会人になってもずっと色
褪せずに残っていく、私にとってとて
も大切なものだと思います。
最後の敬和祭をみんなと一緒にやり
遂げたことは、私にとって大きな宝物
です。本当にありがとうございました。

外山節子先生の「英語で遊ぼう!」

茶道部による茶会
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敬和祭

第二三回敬和祭
同窓生や教職員との愉快な二日間

5

佐藤 隆行

軽音楽部の学生ライブ

に屋台を出したいので、ぜひ一緒に参
加して欲しいとお声がけいただいたの
がきっかけでした。
そして実際参加してみたら、いや「お
もしろい」の一言につきました。敬和
祭に来てくれた同窓生や教職員の方々
との再会。懐かしい顔を見るたび、大
学生活の記憶が甦ってきました。当日、
遊びにきてくれた地元のお客さまも予
想以上に多く、母校が着々と地元の新
発田市・聖籠町と密になっていること
を実感できたのもうれしいことでした。
敬和祭スタッフの方々、大変おつかれ
さまでした。またぜひ参加できればと
思います。
最後に、人とのふれあいが大好きで、
タマネギ一〇〇個を二時間炒めること
のできる同窓生の方。ぜひ来年度のご
参加をお待ちしております（笑）

チアリーダー部のダンスステージ

一九九六年度卒業

Freeスタイラーズのダンスステージ

昨年度、同窓会枠のカレー屋台で敬
和祭に参加させていただき、非常に愉
快だったので、今年度も引き続き参加
させていただきました。
私自身、卒業してからかれこれ一七
年になりますが、卒業後は母校に顔を
出す機会はほとんどありませんでした。
しかし、時間が経つと共にいろいろな
ところで同窓生に再会する場面も増
え、たまたま再会した同窓会幹部の方
に、少しでも敬和祭が盛り上がるよう

国際ダンスサークルのダンスステージ

作業に手を貸してくださった皆さんには
感謝しきれません。
来年度以降も敬和祭実行委員として活
躍してくれるであろう後輩たちに少しで
も経験を引き継いでもらうためには、委
員長である私がしっかりしなくてはと
思っていました。しかし、そんな心配を
しなくても、後輩たちは立派に務めてく
れたので、敬和祭は安泰だなと安心でき
ました。頼りない委員長でしたが、それ
でもついてきてくれた実行委員会の面々
は私にとって素晴らしい仲間です。
敬和祭実行委員会に携われたことは私
にとって一生の思い出です。あらためて、
四年生のみんな、お疲れさまでした。後
輩たちは来年度もがんばってください。
支えてくださった皆さま、本当にありが
とうございました。
（敬和祭実行委員長 斎藤ひかる）

アニメ研究部「オタクが踊ってみた」

ふれあいバラエティ

お客さまも学生スタッフもみんなで楽しむ

芥川賞作家、藤沢周氏来る

阿賀北ロマン賞授賞式のご案内

第六回となる文藝賞「阿賀北ロマン
賞」には、全国から九九編（二七都道
府県）の応募をいただきました。審査
結果は、一月中旬に阿賀北ロマン賞特
設ホームページで公開いたします。授
賞式は、三月一日（土）一三時三〇分
より本学を会場に行い、基調講演に芥
川賞作家の藤沢周氏をお招きします。
ま た、
「三田文学」編集長で作家の
加藤宗哉氏による「文章講座」を二月
一五日（土）一三時から、
三月一日（土）
九時三〇分からの二回、
「新発田学研究
センター」にて開催いたします。
いずれも参加は無料です。皆さまの
ご参加をお待ちしております。
（新発田学研究センター）

基調講演は芥川賞作家の藤沢周氏

笑顔があふれる、ふれあいバラエティ
二三回目となった今年度のふれあいバ
共生社会学科二年
ラエティは、地域の福祉施設等九団体か
青木 雄佑
ら一三二名のお客さまをお迎えし、学生
スタッフ七〇名でおもてなししました。
ふれあいバラエティの準備は本番のか
このイベントの運営を通して、学生た
なり前からはじまります。テーマに沿っ
ちは学年や学科、サークルを超えて協力
て会場を盛り上げる装飾や音楽、どんな
し合い、学内外の多くの人とつながりな
がら、当日には爆発的な力を発揮します。 アトラクションにしたらお客さまに喜ん
でいただけるか等、考えることはたくさ
さまざまな困難にぶつかり、葛藤し、そ
んあります。しかし、お客さまの笑顔を
れを乗り越えていく力、お客さまと笑い
思い浮かべながらいろいろと思いを巡ら
合い、それを喜びとして、また自分自身
せるのもまた楽しいもの。
の力として還元していく力は、彼らが社
今年度は昨年度以上に多くのお客さま
会に出て、市民として自立したあとにも
にお越しいただき、学生スタッフが若干
必ず発揮されるでしょう。学生たちにや
足りないながらも大成功のうちに終える
りがいをくださるお客さまをはじめ、関
ことができました。
係者の皆さまに心から感謝申しあげま
「また来年もよろしくお願いします！」
す。 （ボランティアセンター 池田）
お客さま皆さんからそう仰っていただけ
ること、また、お客さまのたくさんの笑
顔が見られることで、学生スタッフ一同
「よし、来年もがんばろう！」と思える
のです。ふれあいバラエティはお客さま
に楽しんでいただくことも目的のひとつ
ですが、盛り上げ役の私たち自身が心か
らイベントを楽しむこともまた目的のひ
とつなのです。
お客さまに、学生スタッフに、全ての
人が楽しめるイベント！それがふれあい
バラエティなのです！
お客さまも学生スタッフも楽しみました
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就職

学びと実践による学生育成を紹介

企業の皆さまとの懇談会を開催

企業懇談会に出席させていただいて

榎本 隆

可能性を力にして、社会に送り出す

「求人パンフレット」ができました

こ の ほ ど、
「求人のためのご案内
二〇一五」
が完成しました。この冊子は、
本 学 の 教 育 方 針 や 学 部 学 科 で の 学 び、
目指す人材像、キャリア支援プログラ
ムを紹介し、本学が如何にして、学生
一人ひとりの個性を活かし、その可能
性を力にして、社会に送り出している
のかを、企業の採用ご担当者にご理解
いただく内容となっています。
教室での学びを社会活動の中で実践
し、社会人基礎力を養う「アクティブ
ラーニング」の事例紹介や、
幅広い業種・
職種で活躍している卒業生へのインタ
ビューなど、本学から巣立つ学生の魅
力が満載の冊子となりました。
（就職委員会・キャリアサポート課）
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野村證券株式会社 新潟支店
総務課長（内部管理責任者）

私どもが在籍する野村證券新潟支店は
全支店の中でも有数の大きな店舗であ
り、一二〇名が在籍しています。皆さま
は全国転勤ありの職掌とお考えかもしれ
ませんが、実は三分の二が地元新潟県の
出身者で、地域に密着してこの支店を支
えております。もちろん皆さまの先輩で
当支店で活躍しているものもおります。
新潟県出身でこれからも地元密着で力
を発揮していきたいという方にはぜひ支
店見学会にご参加いただき、どうやって
地域に貢献しているかをその目でご覧い
ただきたいと思います。
今回懇談会に参加させていただき、敬
和学園大学の学生の皆さまが地域に密着
した活動を行い、人間性に重きをおいて
取り組んでいる様子を拝見させていただ
きました。地域に密着した行動、考え方
という点では私どもが目指すものと共通
する点が多くあると感じております。敬
和学園大学の皆さまには幅広く自分を表
現する場として弊社をご選択いただき、
共に地域に貢献できる仕事に取り組んで
いけたらと考えております。
これからの皆さまの無限の可能性を考
え、企業選択をご検討いただくことを心
より願っております。

社会で活躍する卒業生の姿など見どころ満載

企業の採用ご担当者の皆さまとの懇談
会を一一月一三日、ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル新潟で開催し、七八社九七名の
ご参加をいただきました。第一部は、本
学のリベラルアーツ教育の目的と、地域
に根差して社会人基礎力を養成するアク
ティブラーニングの取り組みについて説
明をさせていただきました。その後、
「現
代メディア論」履修者が制作した二本の
地域紹介映像の上映がありました。第二
部では、企業担当者、本学学生、教職員
を交えた懇親会がなごやかな雰囲気の中
で行われました。企業担当者さまからは
映像作品に関するお褒めの言葉や、アク
ティブラーニングへの期待の声が多く寄
せられました。 （就職委員長 松本）

学生が県内企業を取材した映像作品を上映

退職のごあいさつ

心の中のチャペル

大澤 秀夫

国際文化学科

二○○八年に宗教部長として赴任して
まもなく気づいたことは、一人ひとりの
顔を思い浮かべて祈ることが私の仕事だ
ということでした。
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣き
なさい。一つの部分が苦しめば、すべて
の部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ば
れれば、すべての部分が共に喜ぶ、と聖
書には記されています。どの一人をも敬
いをもって育くむ園であるようにと祈り
ながら、キャンパスを歩くように心がけ
ました。
一人ひとりの心の中にチャペルを建て
上げたいとも願いました。建物としての
チャペルは、いつか必ず建つと安心して
いましたが、心の中のチャペルは祈りと
愛することなしには建ちません。天にむ
かって開かれた心、地面を深く掘り下げ
た堅固な土台、そして、隣人にむかって
開かれた手に表わされる交わりによっ
て、心の中にチャペルは建ち上がります。
金曜日の朝は目には見えないチャペルが
出来事として現れる時でした。
春から神奈川県に帰ります。いよいよ
お別れです。私にとってだけでなく、皆
さんにとっても敬和学園が「懐かしい庭」
であるようにと祈っています。

学生一人ひとりに寄り添った一六年

松本 ますみ

国際文化学科

一六年間勤めた敬和学園大学を退職す
ることになりました。多くの教職員や学
生の皆さんに支えられ、励まされながら
の毎日でした。
最初に授業を行った時、学生の皆さん
が自分の子どもの姿と重なって、涙が出
て仕方がありませんでした。生まれた、
寝返りを打った、病気だ、立った、歩いた、
言葉を発した、小学校に上がった、大学
にまで進学した。どんなにご両親が愛情
を込めて育ててこられたのかと思い、一
人ひとりを大切にしなければ、と誓った
ことがつい昨日のことのようです。
敬和学園大学は、よくアットホームと
言われていますが、学部時代に大規模大
学に通った私としては本当にうらやまし
い環境でした。廊下ですれ違った知らな
い人にもあいさつする、教職員が学生一
人ひとりの名前と顔を覚えている。当た
り前のようですが、大規模大学ではあり
えません。私もタイムスリップできるな
らば、ぜひ敬和学園大学で学びたかった
ものです。
四月から室蘭工業大学に移ります。今
度は理系の学生さんとのお付き合いにな
ります。そこでも敬和で学んだことを伝
えていきたいと思います。

敬和学園大学の

二○一三年の敬和学園大学のクリス
マスは、一一月二九日の雪の中のクリ
スマスツリー点灯式からはじまりまし
た。鈴木学長のメッセージを受けた後、
みんなで讃美歌を歌いました。冷えた
身体はホット・アップル・サイダーで
温まりました。
一二月に入り、一三日にはアマリア・
ネクラエシュさんを迎えてクリスマス・
コンサート。オリジナル曲を含めて美
しい祈りのこめられた賛美は、私たち
の心を魅了しました。
その夕べに行われたクリスマス・チャ
リティー・パーティーは今年度の新し
い企画です。東日本大震災の時に生ま

Keiwa HOPEによるチャリティー・パーティー
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退職のごあいさつ

学生の皆さんと挑戦し続けてきた日々

敬和のすべての皆さまに感謝

エイドリアン・ワーグナー

人文学部

ジュディス・カンバラ

三年間があっという間に過ぎ、お別れ
の時が来ました。敬和を去るのは悲しい
ことですが、たくさんの素晴らしい思い
出ができました。敬和での仕事、新発田
での生活はとても充実していました。
毎日が学びの連続でした。教えること
の自由を享受しながら、先生方からはた
くさんのサポートをいただきました。意
見交換やアドバイスをいただけたのは、
とてもありがたいことでした。クラスの
受講者はとても多様で、教えることに飽
きを感じることはありませんでした。い
つも気を抜かず、学生たちに真剣に向き
合えたのは幸せなことでした。
事務室の皆さまにも感謝しています。
たびたび書類の提出が遅れたり、説明に
手間取らせましたが、いつも寛容をいた
だきありがとうございました。施設係の
方々にも感謝です。雨あられや雷の日も、
毎日外に出て環境美化のために尽くして
くださった姿が忘れられません。
最後に、この数年間、毎日のようにお
世話になった学食のスタッフにお礼を申
し上げます。とりわけ、あの豚汁がもう
食べられないと思うとつらいです。
敬和コミュニティすべての皆さま、さ
ようなら。幸運をお祈りいたします。

クリスマス

れた被災者支援グループ「Ｋｅｉｗａ
ＨＯＰＥ」が学生、教職員に呼びかけ
てお菓子と飲み物、そして演目を用意
して、隣人に仕えるクリスマスの心を
形にしました。クリスマスにふさわし
い、敬和らしいプログラムです。息長
く続くことを期待します。
大学の燭火礼拝は二〇日。大澤宗教
部長のメッセージを聴きました。ここ
でも災害被災者、社会福祉・国際協力
の働きを覚えて席上献金を献げました。
午後は例年どおりキャロリングで、富
塚のぞみの里、新発田病院、新発田教
会を訪ねました。 （宗教部長 大澤）
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人文学部

敬和学園大学に「さよなら」を言う時
が、残念ながら来てしまいました。
夢にも思わなかったことですが、この
一年間夫と私は単身赴任で過ごしまし
た。もしも私が敬和という特別な場で働
いているのでなければ、そんな選択は考
えなかったでしょう。敬和は本当に楽し
く働ける職場でした。私が教えてきた学
生さんのことは忘れません。敬和がこじ
んまりとした大学で、英語の授業回数が
多いことから、私は学生の皆さんと深く
知りあうことができました。皆さんのこ
とが大好きです！
皆さんはとてもよく勉強しました。皆
さんが相手だったから、私は勉強へと皆
さんに挑むことができました。そして皆
さんからも一人ひとりの必要を満たすよ
うにと、教師として挑戦されていたよう
に思います。私は、挑戦を通して人は学
び、成長すると信じています。ですから、
どうかしっかり勉強を続け、自分自身に
挑戦する方法を探してください。
もう一年敬和で過ごしたいところです
が、夫の元へ行く時が来たように思いま
す。敬和での時間を喜びに満ちた時にし
てくださった皆さん、ありがとうござい
ました。

燭火礼拝での大澤宗教部長のメッセージ

入学試験

5期

3/17（月）
～ 3/24（月）

3/27（木）

A 日程※

1/7（火）～ 1/21
（火）

1/26（日）

B 日程

1/27（月）～ 2/6（木）

2/13（木）

C 日程

2/24（月）～ 3/6（木）

3/12（水）

第 1 期募集※

1/7（火）～ 1/28（火）

センター 第 2 期募集※
利用入試 第 3 期募集※

2/3（月）～ 2/21
（金）

第 4 期募集※

3/10（月）
～ 3/24（月）

一般入試

2/24（月）～ 3/7（金）

平成 26 年度
大学入試
センター試験

※奨学金制度あり

入学試験の成績が 1 位から 3 位

授業料半額
3 4 5 , 0 0 0 円 給付

センター試験利用入試による奨学金

センター入試 70% 以上得点で 1 ～ 3 位

センター利用入試の成績で!

※編入、
シニア入試を除く ※3 年次以降も基準を満たせば継続
※申請は 2014 年 4 月 16 日（水）まで

（2 年間）

英語検定二級またはＴＯＥＩＣ五三〇点
以上を達成した受験生を対象に、授業料
全額を二年間免除します。入学後も、実
用英語検定準一級以上またはＴＯＥＩＣ
七三〇点以上を達成した方には、卒業ま
で授業料全額を免除します。
受験生の努力を評価し、学業を後押し
する制度です。奮って挑戦してください。
（入試委員会）

6 9 0 , 0 0 0 円 給付

センター入試 70% 以上得点で 4 位以下全員

授業料半額

新入生資格特待生

入学時、英検 2 級もしくは TOEIC530 点以上

英語の成績で !

授業料全額
6 9 0 , 0 0 0 円 免除

〈お問合せ〉
敬和学園大学 広報入試課
〇一二〇 二
-六 三
- 六三七

3 4 5 , 0 0 0 円 給付

入試成績や資格取得で授業料を支援

授業料全額

奨学金・特待生制度のご案内

一般入試「A 日程」の成績で!

受験シーズン突入

1/14（火）～ 1/24（金） 2/5（水）
・2/12（水）

受験生の学業や個性を評価し、将来の
夢の実現を支援するためにさまざまな奨
学金・特待生制度をご用意しています。
「一般入学試験（Ａ日程）
」の成績が一
から三位までの方には授業料半額を入学
後に給付します。
「大学入試センター試
験利用入学試験」では、センター入試の
得点が七〇％以上の方の中から、各募集
において成績が一から三位の受験生に対
して授業料全額、成績が四位以下の受験
生に対して授業料半額を入学後に給付す
る奨学金制度を用意しています。
また、英語でがんばった成果を評価す
る「新入生資格特待生制度」では、実用

A 日程入試による奨学金

一般・センター入試のご案内

2014年度入学試験日程

新しい年を迎え、いよいよ受験シーズ
ンも本番を迎えます。
一般入学試験では、一月二六日実施の
Ａ日程を皮切りにＢ日程・Ｃ日程と三回
の募集があり、それぞれ、英語・国語の
学力試験により合否を判定します。
また、大学入試センター試験利用入学
試験では、一月一八日、一九日に全国一
斉に実施される大学入試センター試験の
成績を利用して合否を判定します。
大学進学をご検討の方がいらっしゃい
ましたら、お気軽に広報入試課までお問
い合わせください。
（入試委員会）

4期
AO 入試

試験日
出願期間
入試区分
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フィールドワーク

共生社会学科 安井ゼミ

「べてるの家」
へのフィールドワーク
川尻 知世

共生社会学科三年

「べてるの家」については、数々の書
籍が出版されており、その個性的な思想
や理念に惹かれる方は多いと思います。
私も、
「べてるの家」で活動する精神障
害の当事者の方々は、実際にどのような
思いを抱き、生活しているのかを知りた
いと、常々考えていました。
今回、その念願が叶い、
「べてるの家」
の関連施設の見学や、メンバーの方々に
お会いすることができました。彼らの個
性とパワーは、書籍で知る以上のもので
した。
「施設に精神障害者が入所してい
る」のではなく、
「精神障害者が地域を
動かしている」と感じました。
「べてるの家」には就労サポートセン
ターも設けてあり、就労継続支援が行わ
れています。また生活介護も行っており、
多くのメンバーは、地域の共同住居で暮
らしています。
「べてるの家」とその組
織と共にある浦河町という基盤があるか
らこそ、メンバーの方々は、障害を抱え
ながらも障害に向き合い、共に生きる勇
気が湧くのでしょう。
「昆布も売ります、病気も売ります。
」
という、病気を商売に活かすポジティブ
なパワーには脱帽です。

学事予告

◆一月◆
四 日 休業（創立記念日振替）
六 日 講義再開
一〇日 卒業論文提出締切
一八日 大学入試センター試験（一九日まで）
二一日 留学生交流餅つき大会
二五日 後期講義終了
二六日 一般入学試験（Ａ日程）
外国人留学生入学試験（一期）
社会福祉士国家試験
二七日 後期末試験（二月一日まで）
◆二月◆
二 日 春期休暇（四月三日まで）
三 日 後期集中講義①（七日まで）
五 日 ＡＯ入学試験（四期）面談日①
一〇日 後期集中講義②（一三日まで）
一二日 ＡＯ入学試験（四期）面談日②
一三日 後期末追試験（一四日まで）
一般入学試験（Ｂ日程）
一四日 学内合同企業説明会
一七日 後期集中講義③（二五日まで）
二六日 再試験（二七日まで）
◆三月◆
三 日 図書館蔵書点検（一九日まで）
一二日 一般入学試験（Ｃ日程）
外国人留学生入学試験（二期）
二〇日 卒業式
卒業記念パーティー
二七日 ＡＯ入学試験（五期）面談日①②
推薦入学試験（二期）
三一日 学年終わり
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二〇一三年八月一八日から二〇日の三
日間、安井ゼミでは精神障害者の地域生
活・活動の場としてモデル地区となって
いる、北海道浦河町の社会福祉法人「べ
てるの家」へのフィールドワークを行い
ました。
精神障害者が障害をバネにし、地域の
中で生活の主体者としていきいきと生活
し、労働している姿とそれを支援する医
師、ソーシャルワーカー、そして地域住
民のエネルギッシュな姿を、学生たちと
共に目に焼き付けてきました。
（共生社会学科 安井）

「べてるの家」創設者で、現理事の向谷地氏（左）と

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

出会いと経験が未来を決める

大渕 将司

二〇一二年度卒業

私は現在、新発田市の職員として「食」
の取り組みを推進する部署で働いていま
す。担当業務は幅広く、書類の作成や会
議といった日常の業務から、イベントの
開催までさまざまです。採用一年目であ
り、まだまだ戸惑うこともありますが、
自分の成長を実感しながら仕事をするこ
とができています。
大学生活を振り返ると、自分がやりた
いことを好きなようにやっていたように
思います。毎日自宅で飲み会をして、六
畳のアパートに八人が寝起きしていた時
期がありました。無謀な一人旅に出て、
死にそうなところを通りすがりのお兄さ
んに助けてもらったこともありました。
イギリス文学や哲学、中国やギリシャの
歴史、法律学など、興味関心の向くまま
に本を読み耽ったこともありました。
あのころに経験したことや考えたこ
と、そしてもちろんたくさんの出会いも、
そのうちのたった一つでも欠けていたな
ら、
今の私はなかったと思います。ちょっ
と大げさに聞こえるかもしれませんが、
ある一つの出来事を経験したり、ある一
人の人物に出会ったり、ただそれだけの

ことで未来は大きく変わると思うからで
す。私だって、何か些細なことがきっか
けで、もしかしたら地方公務員ではなく、
イルカの調教師になっていたかもしれな
いのです。
就職について考えはじめた時には、今
の職場以外にも希望する仕事がありまし
た。しかし、紆余曲折あって、膨大な時
間を費やし努力して、今の職場にたどり
着 き、 あ の こ ろ の 私 に は 想 像 も で き な
かったほどにたくさんの素晴らしい出会
いや貴重な経験に恵まれました。ほんの
少しのきっかけで違う道に進んでいたな
らば、まったく違う人生になっていたで
しょう。今の私は仕事と私生活のどちら
も充実していて、この道を歩んできて本
当によかったと思っています。将来は、
思い出がたくさん詰まったこの新発田
で、あたたかい家庭を築きたいです。
大学でも職場でも先輩の中山さん（右、7期生）
にお世話になっています（左が大渕さん）
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寄付者ご芳名

（二〇一三年一一月三〇日現在、敬称略）

〈一 般〉
池田 憲一、 伊藤 ノリ、
川﨑 和雄、 近藤 佳織、
大川 聡、
太田 二郎、
汐崎 貞子、 下妻 勇、
鈴木 史江、 横山 キミイ、
東新潟教会、 矯風会新潟、
日本キリスト教団東中通教会 、
日本基督教団新津教会、
新潟ＹＷＣＡ

〈卒業生・在学生・保護者〉
桑原 裕美（五）
、渋川 伸一（五）
、
近 伸之（一）
、 水野 元喜（一四）
、
高橋 愛子（一八）

〈学園関係〉
久島 公夫、 小川 文勝、
後援会（３）
、 オレンジ会

（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

皆 さ ま か ら の ご 寄 付 は、 学 生 生 活 の
充実に活用させていただきます。
〈郵便振替口座〉
〇〇六三〇 九- 一- 九八九六
敬和学園大学
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From Campus

キャンパス日誌
10
１

２
４

５

６
８

９
10
11

12
15
17

18
19

20
23
25

26
31

October

７

新潟市北区オープンカレッジ①（12 名）
講師 金山愛子 教授
「シェイクスピアにみる親と子のストーリー」
北越高校大学見学（2 年生 14 名）
教授会
AO 入学試験（2 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー⑯
説教 大澤秀夫 宗教部長「三人いたら」
講話 教職課程履修学生の発表会
村上桜ヶ丘高校大学見学（1 年生 40 名）
共生社会学科公開学術講演会（186 名）
（写真①）
講師 長尾和宏 長尾クリニック院長
「平穏死１０の条件」
第 11 回新発田朝市十二斎市
新津南高校大学見学（保護者 15 名）
新潟市北区オープンカレッジ②（14 名）
講師 杉村使乃 准教授
「英文学にみる 19 世紀の婚活」
履修登録確認期間（～ 15 日）
新発田市立本丸中学校市内巡検大学訪問（１年生 25 名）
平成 25 年度黒龍江省スポーツ交流事業（～ 12 日）
（写真②）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑰
説教 金山愛子 教授「やはり震災地のことを」
講話 本間正一郎 新潟日報社参与、非常勤講師
「あなたの知らない新聞の話」
第２回社会福祉士模擬試験（敬和学園大学）
聖籠町ぶどう狩り交歓会（36 名）
新潟市北区オープンカレッジ③（12 名）
講師 ジョイ・ウィリアムズ 教授「異文化に生きる」
北越高校大学見学（1 年生 49 名）
新潟東高校大学見学（1 年生 40 名）
新潟市立東石山中学校上級学校訪問（１年生１３名）
新発田市オープンカレッジ④（１９名）
講師 杉山義光 脚本家
「ゾウの洋子と月岡動物園の想いで」
ふれあいバラエティ（１３２名）
第２３回敬和祭、ホームカミングデー
進学説明会（～２０日）
同窓会講演会（４３０名）
講師 水谷修 教育評論家「あした、笑顔になあれ」
同窓会総会・懇親会（２５名）
外国語スピーチコンテスト
新発田市オープンカレッジ⑤（６名）
講師 佐藤渉 教授「フランス文化を楽しむ」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑱
説教 大澤秀夫 宗教部長「助けてください」
講話 奥村益良 日本基督教団長岡教会牧師
「より良く生きることは、より良く死ぬこと」
第３回社会福祉士模擬試験（敬和学園大学）
新潟市立上山中学校上級学校訪問（３年生１０名）

８

９
11
13

14
①

15

16
20

22

28
29

30

12
４
６

７
10
12
13

11 November
１

６

13

14
20

新発田市立猿橋中学校職場体験（２年生３名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑲
説教 中西康之 日本基督教団新潟信濃町教会牧師
「あなたはどこにいるのか」
講話 十二斎市実行委員会による発表
教授会

25
28

②

③

AFS 日本協会留学生大学見学（高校生 13 名）
加茂市立加茂中学校上級学校訪問（２年生８名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑳
説教 加藤順 事務局長
「主はすべてを用意してくださる」
講話 松居友 ミンダナオ子ども図書館長
「ミンダナオの子どもたち」
知を磨き、心を養う教養講座（新潟県立図書館 、34 名）
講師 山﨑由紀 准教授
「第二次大戦期・大戦後の在米日本人と日系人」
１・２年次生保護者との懇談会（50 名）
相談援助実習 2（～ 23 日）
フィールド・トレーニング１（～ 23 日）
阿賀野高校大学見学（2 年生 3 名）
企業との就職懇談会
（ANA クラウンプラザホテル新潟、
78 社）
小千谷西高校大学見学（2 年生３6 名）
新発田市オープンカレッジ⑥（20 名）
講師 赤松里美子 写真の町シバタ実行委員長
演題 「イベント『写真の町シバタ』を終えて」
チャペル・アッセンブリ・アワー 21
説教 山田耕太 副学長 「目標を目指して」
講話 松本ますみ 就職委員長
「私の就職活動体験談」４年次生発表者３名
推薦入学試験（指定校Ⅰ、Ⅱ、公募、スポーツ）
臨時教授会
新発田市オープンカレッジ⑦（３名）
（写真③）
講師 マルチーヌ・ツモト 非常勤講師
「はじめてのフレンチ・クッキング」
推薦入学試験（指定校Ⅰ、Ⅱ、公募、スポーツ）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー 22
説教 大澤秀夫 宗教部長 「あなたは知っている」
講話 塚田眞弘 新潟県立環境と人間のふれあい館長
「新潟水俣病に見る差別と偏見」
理事会
チャペル・アッセンブリ・アワー 23
説教 藤野豊 教授 「祈りから動きへ」
講話 堀江有里 日本基督教団牧師
「
『生きる』って何だろう？」
クリスマスツリー点灯式（写真④）
大学・高校合同クリスマス研修会

December

④

教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー 24
説教 山﨑ハコネ 准教授「神われらと共にいます」
講話 葛野尋之 一橋大学法学研究科教授「死刑と誤判」
第 1 回入学前スクーリング「大学は面白いところ」
留学生を支える会奨学金贈呈式
阿賀野高校大学見学（PTA 4 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー 25
アマリア・ネクラエシュ ホピュラーゴスペル歌手
クリスマスコンサート「賛美と証し」
（写真⑤）
AO 入学試験（3 期）面談日 1
チャペル・アッセンブリ・アワー 26
クリスマス燭火礼拝
説教 大澤秀夫 宗教部長「命の光・キリスト」
キャロリング、クリスマスティーパーティー（31名）
冬期休暇（～ 1 月 3 日）
冬期特別休業（～ 1 月 3 日）

⑤
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自分の成長を支えた教職課程
国際文化学科 4 年

石田
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１年次の「教職入門」からはじまった
教職課程も、4年次6月にあった「教育実
習」を乗り切り、あとは、授業１つを残
すのみとなりました。教職課程を履修す
ることで、自分自身が成長することがで
きたと感じています。
入学当初は、頑固な性格のために自分
の意見を押し通そうとする面がありまし
た。柔軟な言動ができないことはコンプ
レックスでもありました。しかし、同じ
夢を目指している仲間と協力すること
で、相手の立場に立った話の聴き方や話
し方、自分の行動に責任を持つことの大
切さを学びました。
また、教育実習も貴重な体験でした。
毎日、生徒の笑顔やがんばる姿を見るこ
とのできる教員という職業は、私の中
で、ますます魅力的なものになりまし
た。しかし、同時に教育の難しさも知り
ました。自分のやり方が全ての生徒に通
用するはずもなく、また、自分自身の勉
強不足も再確認させられました。
教職課程で、これから自らをさらに成
長させるための人生のヒントを得られた
ことに、とても感謝しています。

教育実習で授業をする石田さん

松本ますみ先生のコメント

石田さんは「明るくて前向き
で信頼できる人」です。教育実
習期間は、ホテルに泊まり込み
夜を徹して授業準備をしていま
した。実習校では多くの生徒や
教職員から慕われ、信頼されて
いました。彼女のような車イスの教員や同僚が隣
にいれば、きっと人々の心のバリアフリーも実現
するでしょう。彼女はそんな貴重な存在です。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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