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社会や文化のあり方を意識した英語の使い手を育成
多面的に物事を捉える力を育成するグローバルなキャンパス
敬和祭／ふれあいバラエティのご報告
オレンジ会による学生派遣「オレンジシティ訪問団」
授業紹介⑪「アクティブラーニング実習」長期インターンシップ
オレンジシティ訪問団 in ニューヨーク

アクティブラーニング紹介⑪
「アジア･ユース・フォーラム
（AYF）
」

ディスカッション

グループ発表

AYFはアジアの大学生世代が
集い、グローバル人材を育成す
るためのイベントで、敬和学園
大学の学生たちも毎年参加して
います。今年は韓国で開催さ
れ、英語を共通語にお互いの文
化を学び合い、社会の諸問題に
ついて議論を交わしました。セ
ミナーやワークショップを通し
て、有意義な異文化交流が展開
され、参加者同士の絆を深める
ことができました。参加者の多
くは、イベント終了後もSNS等
を利用し、世界に友人のネット
ワークを広げています。

ワークショップ

誌面案内
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国際性を重視した豊かな英語教育の実現に向けて
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大学といえるのでしょうか。
毎年の教科書選びとシラバスを考える
際、英語講師チームが原点に戻り、話し
合うことがあります。それは、学生が英
語教育をとおして国際的な思考や判断を
するためにはどのようなコミュニケー
ション能力が必要で、どのようなスキル
を身に付けなければならなく、さらには
私たちが学生にどのような人間になって
欲しいのか、ということです。私たちの
考える本当の意味での国際性とは、相互
理解ができ、人権意識を持ち、世界平和
のために行動ができ、世界の問題へ意識
を向け、関わることができる能力です。
その国際性を養うために必要な三つのス
キル ―態度と思考、技能、認識 ―を、私
たちの取り組みを交え説明します。

●１．態度・思考
Self-respectまずは自己肯定できるよ
うになって欲しいと思います。基礎的な
授業では、まず自身のことを考えて他者
に伝えることから始まります。自分のこ
とを英語をとおして客観的に見る、そし
てポジティブな言葉を選んで説明する練
習をします。授業内で「できた！」とい
う成功体験ができるよう、適したレベル
やチャレンジできる活動を考えていま
す。特に今まで英語に苦手意識があった
学生は「英語ができない」と思い込んで

人文学部

敬和学園大学の教員となって九年が経
ち、現在は特任講師として二名の契約講
師とチームを組み、英語教育に取り組ん
でいます。今回は私が考える「敬和の国
際性」と、英語の授業を通して養って欲
しいと思っている国際理解に必要なスキ
ルについてお話ししたいと思います。

●大学の国際性って？
大学ランキングなどで評価される国際
性の高い大学とは、外国人学生比率や外
国人教員比率が高く、日常的に異文化交
流ができること、海外留学プログラムが
充実し、留学する学生が多いなどの項目
による評価が主であると思います。本学
も外国人教員の割合は高く、留学生や帰
国生、外国ルーツのある学生も多く在籍
しています。長期留学をする学生や海外
短期プログラムに参加する学生もいて、
ＪＣＬＰやＡＦＳの留学生を受け入れる
際には積極的に授業に参加してもらい、
多様な文化交流ができる機会を設けてい
ます。本学の一、二年生のコア・コース
では週四回の授業があり、英語に触れる
時間はかなりのボリュームがあります。
聴く・話すクラスやオプション・コース
の多くは英語で行われています。国際性
＝英語教育と捉える人もいるでしょう。
しかし、キャンパスで異文化交流がで
きて英語の授業が多ければ国際性のある
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オタイプのイメージを壊すような絵カー
ドを作りました。例えば男性看護師、女
性大工、ヒジャブをまとったパイロット
などです。高校生向け授業体験でも「敬
和学園大学の国際性」を体験してもらう
ため、このような教材を使っています。
Peace and Justice平和と正義につい
て考え、意見を伝える活動をしています。
読 む・ 書 く 上 級 ク ラ ス で 考 え プ レ ゼ ン
テーションした「ゲームが世界を救う−
世界をより平和にするゲーム案」は、と
ても興味深かったです。授業のトピック
として取り上げることで、世界の平和の
ためにできること・必要なことを考える
ことを身近に感じて欲しいと思います。
Respect for the Nature自然を大切
にする、という意味では選ぶ教科書が大
きいでしょうか。現在使っている教科書
は National Geographic, TED Talk
の内
容に基づくトピック別になっていて自然
現況や環境、動物保護という内容が多い
です。論文を書いたりプレゼンテーショ
ンをするクラスでは社会や世界の問題点
に目を向けますが、環境問題をテーマに
選ぶ学生が必ずいるので、クラス全体で
自分たちにできることを考えます。

●２．技能
Problem-Solving問題解決の方法を
考える力を養うためには、問題点を見つ
け対策を考えるだけでなく、意見を出し
合い失敗を恐れず思いついたことをやっ
てみる能力が必要です。今年、私たちの

授業でマシュマロ・チャレンジをやって
みました。二〇本のパスタと一メートル
の紐、一メートルのテープを使い、一つ
のマシュマロをどれだけ高い位置に置け
るかを競うものです。時間制限のある緊
張の中、自然とリーダーが生まれ、一つ
の方法がうまくいかなければ次の案をと
失敗を重ねることが成功につながるとい
う体験をしました。日々の授業でも、答
え合わせはグループで行い、分からない
ことはまずグループメンバーで解決する
など、小さな経験を積み重ねて問題解決
の技能を養うようにしています。
Creativity想像力を養うことは今自分
の身のまわりでは起こっていないことを
考える土台となります。日々の授業をと
おしてクリエイティブに、オリジナルに、
ユニークに、どんなアイディアが出ても
認められる環境でありたいと思っていま
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いる傾向がありますが「自分が英語でで
きること」に注目し、成功体験の積み重
ねで自信を持ってもらいたいです。
Respect for Others他の人を理解し、
違いを尊重する態度を大切にしていま
す。授業では他の人の話をきちんと聴く
こと、聴いていることを表現する方法、
思いやりのある声がけの仕方を練習しま
す。まず相手に同意してから自分の意見
を述べる表現や、相手がポジティブに受
け取れる表現などを学びます。
Pride for the Community自身の属
するコミュニティ（家族、学校、街、国
など）について話すことで自身の多様な
アイデンティティを理解し、誇りを持て
るようになって欲しいと考えています。
例えば「 Japan Studies
」の授業では英
語で日本について学び、日本固有の文化
を発信することを学びます。
Accepting the Diversity意見、文化、
宗教、政治、性などの多様性を理解し受
け入れることで国際性は養われます。授
業でもステレオタイプを理解し、差別・
排他を許さないという立場を自然に取り
入れる方法をいつも模索しています。例
えば使用している教科書が十分でなく
「家族関係」のユニットに一般的な家族
構成しか載っていなかった時は、
「同性
婚」や「養子」という単語も学べるよう
教材を作りました。同性婚について話し
合う授業を計画するのではなく、入って
いて当然という前提で授業を進めます。
「職業」のユニットでは、あえてステレ

マシュマロ・チャレンジの様子

なりたい自分、あげたいプレゼント、親切の連
鎖を形にし、クリスマスの飾りをつくりました

ハワイ大学マノア校修士課程 修了
（M.A. in Second Language Studies）

●こんな授業をしています

主に 1 年生と 2 年生の英語リスニン
グ・スピーキング、上級クラスのリー
ディング・ライティング、TOEIC 試験
準備コースの他に「プレゼンテーショ
ン・スキルズ」などのオプション・コー
スを担当しています。
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とです。カレンダーの読み方や祝日の単
元では、私の経験したカナダやアメリカ
の文化も話しましたが、留学生のいるク
ラスでは、それぞれの国でのお正月、母
の日、七夕などを比較しました。そこで
は、出身地によって国内、新潟の中でも
祝い方や食べる物が違うことが分かりま
した。私たち講師も留学生を含めた学生
たちもみんな違う経験をしてきて、多様
な文化を持ち、さまざまな知識を持って
います。全てが学びのリソースです。お
互いから学びお互いを理解するという経
験が異文化理解につながると思います。
私たちも日々学生の皆さんから学び成
長させてもらっている中、学生の皆さん
が国際的な思考、国際的な判断をするの
に必要なスキルを養えるように、本学の
リベラルアーツ教育を基本とする豊かな
学びをサポート、応援しています。

●最終学歴

での「使える英語」を習得できるよう、
上級クラスではニュースが聞き取れる、
読めるレベルを目標にしています。
Languageもちろん国際性を養うため
には言語能力が必要です。同じ母語を話
さない人とコミュニケーションを取るた
めの言語として英語は必要でしょう。英
語は「テストのための教科」ではなく、
コミュニケーションのツールです。です
ので、聴く・話すの授業では「正確さ」
より「流暢さ」に重点を置き、伝わる英
語を身につけて欲しいと思っています。

●３．認識
Reality社会の一部として自分には何
ができるのか、地球市民として世界を少
しでもよくするために何ができるのかを
考えるきっかけとなれるような授業を心
がけています。 自分の住む国以外で起
こっていることに目を向ける、意識を持
つ、知識を得ることが本当の意味での教
養であり、そして国際性だと思います。
主に上級のクラスでは、世界で起こって
いる戦争、不平等、搾取、人権問題や環
境破壊などを知り、自分はどんな問題に
興味があるのかを考える取り組みをして
います。大学で学ぶ四年間は「社会・世
界にはどのような問題があり自分はどの
問題に目を向け取り組むことができるの
かを考える期間だよ」と伝えています。
Intercultural Understanding 異 文
化理解という意味です。言語を学ぶこと
は、その背景にある文化を学ぶというこ
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す。最近、単語・熟語の復習を兼ねてス
トーリーの「回し書き」をしました。最
初のペアが、ある人が生まれた話を書き
始めます。次のペアが幼児期を、次のペ
アが少年期を、次のペアが青年期を…と
ストーリーを書く人が変わっていくので
すが、学生の枠にとらわれないユニーク
さがあり、みんなでゲラゲラ笑いました。
このような想像力を使う経験の積み重ね
があってこそ、実際には行ったことのな
い場所にいる会ったことのない人たちの
ことも考えられる能力が備わり、それが
国際性につながると思うからです。
Critical Thinking情報でもデータで
も、批判的に見る目 ―論理的に考え分析
する目 ―を養って欲しいと思います。現
代の言葉でいうリテラシーでもあります
が、やはり使える言語が多ければ判断材
料となる情報が増えます。そういう意味
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大岩彩子 特任講師
プロフィール

敬和の英語教育

実践的な学びを通じて英語力が向上

二瓶 今日華

英語文化コミュニケーション学科二年

先生のサポートで英検準一級合格！

野上 悠太郎

英語文化コミュニケーション学科二年

敬和学園大学に入学し、飛躍的に英語
私は高校生のころから英語に力を入れ
力を伸ばすことができました。中学や高
て勉強してきました。私が通っていた高
校では文法中心の授業が多く実践的な英
校では英語の授業が多く、授業の予習・
会話が少なかったのですが、大学では英
復習や日記を書く課題、リスニングのク
ラスなど幅広く英語に触れてきました。 語の授業が英語で進行されるので、自然
と英語に慣れることができます。さらに
放課後の英検対策講座に出席し、家では
「書く」などの能力を養うことで、
主にリスニングの勉強をしました。そし 「話す」
より実践的な英語力を身に付けることが
て高校を卒業するまでに目標の英検二級
できました。大学一年生の時には、金山
に無事合格することができました。
先生が通常授業のほかに特別に英検対策
敬和学園大学に入学してからは、英文
の授業をしてくださいました。この授業
法、発音、読む・書く、聴く・話すなど
に 加 え、 私 は 語 彙 の 補 強 が 重 要 だ と 思
の授業を通して、より細かく丁寧に英語
い、単語帳を一冊購入し、数か月かけて
を学んでいます。その他にも、海外の文
掲載されている英単語を暗記していきま
化や文学に触れる授業を通して異文化や
した。リスニングの勉強に関してはシャ
歴史的背景を学んでいます。どの授業も
ドーイングなどを行い、その後はひたす
英語が堪能な先生が担当してくださって
ら過去問題集を繰り返しました。このよ
お り、 中 に は 英 語 の ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー
うな努力の末に英検準一級を取得できま
カーの先生もいるので、これまで以上に
した。時間を割いて授業してくださった
英語を話す機会や英語で学ぶ機会が増え
金山先生には本当に感謝しています。辛
ました。高校生の時は座学が多く、英語
く苦しい戦いでしたが、合格通知を見た
を使うことはほとんどありませんでした
時は本当にうれしかったです。
が、大学では実践的な学びを通して英語
勉強というものは時には苦しく挫折し
力が向上していることを感じます。
そうな時もありますが、諦めずに努力し
これからもただ英語を学ぶだけでな
て手に入れた栄光はかけがえのない宝物
く、積極的に英語を使い、身に付けてい
です。一生懸命がんばった自分に自信を
きたいです。また、英検やＴＯＥＩＣな
持ち、そしてまた新たな目標に向けてが
どにも挑戦し続け、常に向上心を持って
んばりたいと思います。
英語学習に取り組んでいきます。

社会や文化のあり方を意識した

敬和学園大学では近年、英語を使った
仕事に就く学生や、ＴＯＥＩＣや英検で
高いレベルに到達する学生が増えていま
す。なぜでしょうか？語彙力などは本人
の努力によるところが大きいですが、普
段の授業で日常的に英語に接することが
大きなメリットとなっています。
本学の英語カリキュラムは実践的な英
語力をつけることを主眼としています。
英語の四技能をバランスよく伸ばすため
に、週四回のコア・カリキュラム科目と
目的別の英語科目を開設しています。学
生中心型の授業で、ピア・ラーニング（ク
ラスメートと共に学ぶ、クラスメートか
ら学ぶ）を大事な要素として位置づけて
いることもその特徴です。質問や発言し
やすい少人数クラスで、グループワーク
などをとおして能動的に学ぶことで、多
様なバックグランドをもった学生がお互
いに刺激しあいながら英語力を伸ばして
います。二年生からは学生がそれぞれの

読む・書く・聴く・話すの力を伸ばす
コア・カリキュラム
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5期

2/19（月）～ 3/16（金）

3/22（木）

A 日程 1/5（金）～ 1/22（月）

1/27（土）

一般入試 B 日程 1/23（火）～ 2/6（火）

2/13（火）

AO 入試

1/23（火）～ 2/16（金）

3期

2/19（月）～ 3/16（金）

英語の使い手を育成

一月五日より出願スタート

1/5（金）～ 1/22（月） 1/31（水）
・2/7（水）

英語力向上を目指す高校生を応援

学業選抜特待生制度のご案内

4期

二〇一八年度入学者を対象とした「学
業選抜特待生制度」の出願がはじまり
ます。一月二七日、三月七日に実施す
る「学力試験型」または「センター試
験利用型」
（一期）
（二期）
（三期）の学
業選抜特待生入試に合格すると、授業
料全額もしくは国立大学並みの学費に
減免されます。
そのほかにも、受験生の能力を多面
的・総合的に評価するため、多種多様
な入試制度を左表のとおりご用意して
います。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）

2018 年度入学試験日程

英検対策講座と資格特待生のご案内

本学の英検講座から多くの合格者が出ています

九月二四日に中学・高校生向け「英検
二級・準二対策英語集中講座」
（参加無料）
を開催し、二級二五名、準二級二一名、
計四六名の方に参加いただきました。四
時間半にわたる長丁場でしたが、皆さん
最後まで熱心に受講されていました。今
回から、すでに上位資格を取得している
先輩学生に授業のアシスタントに入って
もらい、資格取得に向けたアドバイスな
ども行いました。
敬和学園大学では、入学後も検定試験
対策の授業や勉強会など、英語力を伸ば
す機会を用意しています。英検二級合格
者の授業料を免除する「新入生資格特待
生制度」もありますので、ぜひご活用く
ださい。
（入試委員会）
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2期

平成 30 年度
大学入試
センター試験

1/5（金）～ 1/22（月）

センター
利用入試

1期

3/7（水）

C 日程 2/19（月）～ 3/1（木）

試験日

出願期間
入試区分

関心に合わせて英語科目を選択していき
ます。例えば英語を使う仕事に就きたい
と考える学生なら、
「ビジネス英語」
「グ
ローバル・イシューズ」
「メディア英語」
などの授業を履修するでしょう。
英語の学びをとおして学生は、今まで
知らなかった社会や文化のあり方に意識
を向け、自分自身の生活や価値観を見直
し、それを他者に伝えることを学びます。
このような経験が、多様性を受け入れる
素地をつくります。留学やＪＣＬＰによ
る海外からの留学生との交流という体験
も、英語力アップや学習態度に大きな変
革をもたらします。
専門学校とは違うリベラルアーツ大学
として、文化や社会について学びながら、
発信すべき内容をもった英語の使い手を
育てることが本学の英語プログラムの目
指すところです。
（英語文化コミュニケーション学科 金山）
日本文化・日本語研修プログラム（JCLP）
での留学生との交流

グローバルなキャンパス

成長の機会を与えてくれた敬和教育
全 美玉

国際文化学科四年

敬和学園大学を卒業する時が近づいて
きました。中国人留学生として、四年間
の学生生活を振り返りたいと思います。
入学する前は、新しい環境に対する孤
独な気持ちと緊張感がありました。しか
し入学すると親切な職員さん、優しい先
生とかわいい学生たちに恵まれ、敬和に
入ってよかったと思いました。特に私は
留学生なので、学習だけではなく、日本
での生活にもさまざまな困難がありま
す。その時、大学の方々は問題を解決す
るまでずっとそばにいてくれました。
敬 和 に は、 留 学 生 が 活 躍 で き る 機 会
がたくさんあります。
「新入外国人学生
歓迎会」や「餅つき大会」
「ぶどう狩り」
などの楽しいイベントだけでなく、地域
で自分の力を発揮できる活動にも参加で
きます。私は一年間「新発田市学校支援
ボランティア」に参加し、中国ルーツの
小学生を対象に、個別の学習支援をしま
した。会うたびに笑顔が増える子供たち
の姿は、自分の力の源になりました。
私にとって敬和は、より自分を知り成
長させてくれる温かい存在です。

多面的に物事を捉える力を育成する

敬和学園大学のキャンパスは、国際的
で開かれた環境が整っています。授業時
間はもちろん、掲示板や売店のあるピロ
ティ、学食では、多くの日本人学生と共
に、さまざまな国籍やルーツを持つ学生
や教職員が集い、日本語のみならず、さ
まざまな言語で語らい合う様子が日常と
なっています。
本学の留学生比率は六％（二〇一七年
一二月現在）です。このほかにも、外国
にルーツを持つ学生が多く在籍していま
す。また、ネイティブ教員の比率が高い
ことも特徴で、専任教員の外国人比率は
全国二五位の一六 ．七％です。日常的に
あるグローバルな環境は、異なる文化へ
の適応力、他者との違いを尊重する感性
を養います。
海外留学とそれを支える奨学金制度も
充実しており、毎年多くの学生が外国語
能力を磨き、異文化を体験しています。
アメリカやイギリス、オーストラリア、

ネイティブ教員による授業

みんなで一緒に学べる大学

ヘイル 利音 ロイド

英語文化コミュニケーション学科一年

敬和学園大学で学びはじめてから約半
年が経ちました。入学してからすぐこの
キャンパスには国際的なバックグラウン
ドを持った学生がたくさんいるなと感じ
ました。私もその中の一人です。私はア
メリカ人と日本人のハーフで、父との会
話は英語です。幼少期はよくアメリカと
日本を行き来し、日本に住みながらも欧
米文化に触れてきました。学校の段階が
あがるにつれて英語やアメリカ文化への
興味が強くなりました。授業以外にも自
分から進んで英語を勉強し、音楽や映画
なども海外からのものを好んで見聞きし
ていました。高校卒業後はアメリカに留
学し、その後はフリーター生活を送って
いたのですが、敬和に資格特待生制度が
あることを知り、入学しました。
敬和の最大の利点は多様性を認めるこ
とにあると思います。進学の際、これは
安心につながりました。敬和は人種、国
籍、宗教の壁を越えてみんなで一緒に学
べる大学です。私もさまざまなものの見
方を吸収し、大好きな英語やそれを取り
巻く文化を学んでいきたいです。
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グローバルなキャンパス

グローバルなキャンパス
親切な友達や先生に囲まれて
グェン ティ ホン ハ

英語文化コミュニケーション学科一年

日本で二年間日本語を勉強してから敬
和学園大学に入学しましたが、はじめは
すごく心配でした。大学の先生は親切な
のか、授業が分かるだろうか、日本人と
友達になれるのかと考えていました。で
も、そんな心配はぜんぜんなくて、今は
たくさんの日本人や中国人と友達になっ
ています。分からないことがあっても、
日本人の友達に聞けば、すぐに詳しく説
明してくれます。それだけではなく、日
本語の使い方や表現なども教えてくれま
す。授業や生活については、先生が助け
てくれます。困ったことがあった時には、
どうすればよいのか、アドバイスをいた
だけるので全部解決できます。
私は英語文化コミュニケーション学科
で英語はもちろん、日本語も学んでいま
す。キリスト教やボランティアなど社会
につながる科目も学んでいます。さまざ
まなことを学び、視野が広がりました。
入学して約半年が過ぎ、すごく安心して
勉強したり、交流することができていま
す。これからの大学生活でいろいろなこ
とに取り組んでいきたいです。

自分を見つけるための学び

鈴木 香

英語文化コミュニケーション学科一年

私はタイと日本のハーフで、日本に住
みはじめて九年経ちました。母国語はタ
イ語で、日本語は母国語レベルまで話せ
るようになりました。日本に来たばかり
のころは文化や環境に慣れず、言葉も通
じなかったので大変な思いをしました。
敬和学園大学は少人数の大学なので、
自分の意見や考えを自由に、気軽に話せ
る雰囲気があると私は感じます。高校生
までの私は失敗を恐れて発表や意見を言
うことがすごく苦手でしたが、今は授業
中積極的に発言できるようになりまし
た。私みたいに日本語を母国語としない
友達も多いので親近感が沸きます。そし
て、分からないことがある時、先生に相
談しやすい環境が私に合っています。
私は、語学力を生かした仕事に就きた
いのですが、自分のやりたいことが見つ
からず、正直自分がどこに住みたいのか
も分かりません。九年間も日本で過ごし
たのに振り返ってみると私はずっと空っ
ぽに生きてきました。だから大学では勉
強はもちろん、その原因が何なのか自分
探しをして自分を変えていきたいです。
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中国、韓国などの提携校への留学制度に
加え、自由留学プログラムを利用して、
学生自身が留学先を決めることも可能で
す。長期留学には、留学先の授業料の一
部を給付する奨学金制度も用意していま
す。また留学期間は、一年を限度に修業
年限に組み込まれるため、四年間で卒業
することができます。
また、海外からの留学生も多く、留学
しなくとも異文化を体験できる環境を整
えています。例年六月に行われる「日本
文化・日本語研修プログラム」
（ＪＣＬＰ）
では、毎年多くの留学生を迎え、本学学
生と積極的な交流を展開しています。
このような環境で成長した学生たち
は、卒業後の進路先でも、地域や企業の
持つ魅力や技術を価値観の異なる世界に
つなげています。敬和で学んだ、これま
での既成概念にとらわれずに多面的に物
事を伝える力が生きています。

充実した海外留学制度

敬和祭

第二七回敬和祭のご報告

たくさんの来場者で盛り上がりました

学生の力で変えた、盛り上げた「敬和祭」
先輩たちの力を見せつけられた敬和祭
今年の敬和祭は例年と違うものにしよ
うと実行委員一同取り組んできました。
「求む参加者 （切実）～君はもう敬和
英語文化コミュニケーション学科一年
滝沢 拓未
祭に参加したか～」このテーマは、私た
”
ち実行委員全員の 心の叫び です。学
“
生の参加率を上げて、敬和祭をどう盛り
大学生時代に楽しかったことは？と言
上げていくかを考え、その思いをそのま
えば皆さんは何を思い起こすでしょう。
まテーマにし、表現しました。
サークル、勉強、留学体験、さまざまあ
私は昨年の敬和祭での先輩方の働きを
りますが、その中でやはり外せないのが
見て、私もこうなりたいと思い、委員長 「学園祭」ではないでしょうか。今回私
をやらせてもらいました。今年は敬和ら
はその学園祭の実行委員として活動でき
しい個性的なメンバーが集まり、先輩や
て大変うれしく思っています。
後輩といった壁というものがほとんどな
当日、自分の担当である受付や厨房で
く、自由で積極的な意見、発想が生まれ、 の出入りの確認の仕事をしました。仲間
敬和祭を変えることができたと思いま
との協力もあり、楽しくこなすことがで
す。 （敬和祭実行委員長 斉藤孝幸） きました。私がミスをしても先輩方がう
まくフォローしてくれました。それから
無線やＬＩＮＥでの細かな情報伝達など
も先輩方はせっせと行っていました。思
い返せば当日だけではありません。前日
の準備や企画の運営活動などさまざまな
仕事を行っていました。先輩方の働きに
よって今回の学園祭が成功したと言える
のではないでしょうか。
学園祭を終えた今、そのことを改めて
感じました。いずれ私は就職し、社会人
となるでしょう。その時に彼ら、彼女ら
の活躍を思い出し、日々の励みとしたい
と感じています。楽しい思い出をありが
とうございました。
!!

最高の感動を味わえた敬和祭

阿部 裕大

共生社会学科二年

私は敬和祭実行委員として、ゲストの
選定や当日の対応を担当しました。実行
委員会で相談し、今年は「美声女ユニッ
ト elfin
」,のお二人をお招きしました。
ライブ前に、お二人に学内を案内しま
したが、敬和の魅力を感じてもらえた様
子が伝わり、うれしかったです。ライブ
では、美しい歌声とキレのあるかっこい
いダンスで、当日の寒い雨を吹き飛ばす
ように、会場にいらした皆さんと一緒に
熱く盛り上がることができました。その
後、抽選会やハイタッチ会、新ＣＤ予約
特典の握手会とチェキ撮影会が行われま
”
した。とても丁寧な対応、
いわゆる 神対
応 をしていただき、ご参加いただいた
“
皆さんにも満足していただけたのではな
いかと思います。今年はさらに、人気絶
頂のお笑いコンビ、ＡＮＺＥＮ漫才もお
呼びすることができ、たくさんの地域の
皆さんに足を運んでいただけました。
大好きな声優さんに来てもらい、地域
の皆さんと一緒に盛り上がれた今年の敬
和祭は、私の心にとてつもない感動をも
たらしてくれました。
最高の感動をありがとう！！！
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ふれあいバラエティ

ふれあいバラエティのご報告

地域の皆さまと奏でたハーモニー
みんなで作り上げた笑顔の空間

あ

み

か

星 彩水花

子どもたちと過ごした素晴らしい経験

英語文化コミュニケーション学科三年

田辺 萌

私はこの夏休み、子供たちと一緒に
南魚沼市で六泊七日のどきどきキャン
プ に リ ー ダ ー と し て 参 加 を し ま し た。
子 供 た ち と 一 緒 に テ ン ト を 張 っ た り、
火をおこしてご飯を炊いたり、スパイ
スからカレーを作ったり、川で遊んだ
りとさまざまな体験をしました。大変
なことはたくさんありましたが、その
分楽しいこと、うれしいこともたくさ
んありました。この体験をとおして多
くのことを学び、たくさんの子供たち
と触れ合うことができました。
子どもたちが好きで大学では児童英
語教育を履修しています。この素晴ら
しい活動と学びをつなげ、将来に役立
てていきたいです。
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英語文化コミュニケーション学科一年

私は、サークルの先輩に誘われ、今回
のふれあいバラエティに参加しました。
初めて準備に参加する日は朝からとても
不安でした。どんな人がいるのか、上手
く馴染めるのか、やっぱり行かないこと
にしようかと悩むこともありました。し
かし、足を運んでみると優しい人ばかり
で、この活動に参加しなければ関わるこ
とのなかった人がたくさんいました。
その日から毎回準備に参加し、たくさ
んの装飾品を作り、前日も準備や会場設
営のために集まりました。そして迎えた
当日は、あっという間に時間が過ぎまし
た。夏休みから準備をしてきたものが、
たった数時間で終わってしまったかと思
うと、少し寂しくもありました。しかし、
事前のみんなの努力があったからこそ成
功し、みんなで協力して作り上げたから
こそ、お客さまの笑顔があふれる素敵な
空間にできたのだと思います。
先輩から誘われたあの時、参加しない
という選択肢もありましたが、勇気を出
して参加してよかったです。これからの
大学生活も、この経験を生かしてさまざ
まなことに挑戦していきたいです。

キャンプリーダーを担った仲間たちと
（左から3人目が田辺さん）

一〇月二七日にふれあいバラエティを
開催しました。ふれあいバラエティは地
域の福祉施設の利用者さまを大学にお招
きして、学生との交流を図ることを目的
としたイベントです。開学当初から続く
このイベント、今年は「大江戸祭り」を
テーマとして有志の学生六五名がスタッ
フとして参加しました。夏休みから準備
を始め、学生が一つひとつ手作りした装
飾は好評でした。また、今年初企画の会
場全員で歌うプログラムでは、終了後も
口ずさむ方もいて、やってよかったと心
から思いました。ご参加いただいた皆さ
ま、本当にありがとうございました！
（ふれあいバラエティ実行委員長 阿部咲）

参加者の皆さまとゲームで交流

オレンジシティ訪問団

オレンジ会による学生派遣事業

オレンジシティ訪問団のご報告
オレンジ会のご支援で、敬和学園大学
の学生二名がニューヨーク視察および姉
妹校であるノースウェスタン大学（アイ
オワ州）を訪問しました。オレンジ会は
普段から本学を支えてくださっている国
際交流団体（会長 髙: 澤大介 菊水酒造㈱
社長）で、
今回は本学創立二五周年を祝っ
てのご支援となります。ニューヨークで
は、国連やコロンビア大学、グラウンド
ゼロなどを視察し、アメリカの歴史と文
化に触れることができました。また、
ノー
スウェスタン大学では、学生同士の交流
もあり、短い期間での濃密な経験により
学生たちが成長する姿を見ることができ
ました。今回の訪問では、本学とノース
ウェスタン大学との連携協議も行われ、
来年以降、一層の学術交流の促進も期待
されます。
（オレンジ会）
ノースウエスタン大学の学長・学生・
教職員の皆さんと

視野を広げ、将来を見つめ直しました

し い な

英語文化コミュニケーション学科一年

樋口 知成

オレンジシティ訪問団に参加させてい
ただき、多くの貴重な経験をしました。
特に国連を見学できたことが一番大きな
経験になったと思います。さまざまなこ
とを感じ、将来のことを考えました。
そして私はあるトラブルでオレンジシ
ティでのレセプションに参加できなかっ
たのですが、そのことが逆に次の目標へ
の大きな糧となりました。私はこの経験
をみんなに伝え、これからの生活に生か
していきたいと思います。

知らない世界との出会いと共感

荏原 里香

国際文化学科三年

高校を卒業する時、
ある先生が私に「旅
に出よう、旅には知らない土地に踏み入
れた感動や、知らない人との出会いがあ
る。そして、いろんな人と共感し、よく
考えなさい。
」という言葉を送ってくだ
さいました。今回のアメリカ訪問で、こ
の言葉の意味を真に理解できたと思いま
す。アメリカで出会ったすべての人、目
にしたたくさんの物事一つひとつが人生
の大きな糧となりました。この糧を大切
にし、有効活用していきたいと思います。

二五周年記念募金者ご芳名

（二〇一七年一〇月三一日現在、敬称略）

〈一 般〉
阿部 和夫、 千葉 基、千葉 裕子、
猪狩 満友、 今村 久美子、
石坂 泰子、 笹川 寬、
佐々木 克治、 菅原 正廣、
杉原 泰洋、 鈴木 精一郎、
山際 多美子、
株式会社コメリ、
新潟綜合警備保障株式会社、
堺朝祷会

〈卒業生・在学生・保護者〉
呉 賢 （三）
、門野 剛（二五）

〈学園関係〉
房 文慧、
久島 公夫、
大澤 秀夫、 柴沼 晶子、
下田尾 治郎、宇田川 潔、
山田 耕太

（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

皆さまからの記念募金は、学生寮や
奨学金などに活用させていただきます。
〈郵便振替口座〉
〇〇五五〇 五- 一- 〇二四二三
敬和学園大学
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授業紹介

授業紹介⑪「アクティブラーニング実習」

長期インターンシップで、仕事と自分を見つめなおす
仕事における達成感を経験
川崎 千夏

英語文化コミュニケーション学科三年

私は、地域に根付いた職場に就職した
いという思いと子どもや人と接すること
が好きだという思いから、九月に三週間
の日程で、新発田駅前複合施設イクネス
しばたでのインターンに参加しました。
実習では、図書館やこどもセンター、
各イベントのお手伝いなど幅広い仕事を
体験しました。主に企画総務係というイ
ベントの企画・運営などを行う部署での
仕事に携わったのですが、そこで来年行
われる「謎解き型リアル脱出ゲーム」の
企画書を作り、最終日に職員の前でプレ
ゼンテーションを行う課題が出ました。
プレッシャーと不安とで心が押し潰され
そうになりましたが、職員の方々からの
アドバイスを受けつつ無事にやり遂げる
ことができました。実際に、私の作成し
た企画書を土台にして準備を進めてくだ
さることになり、心からうれしく今でも
あの時の達成感は忘れられません。
私は、今回のインターンで企画をつく
り上げていくことの楽しさに気づきまし
た。ここで得た自信と自分の興味・関心
を具体的なものにし、就職活動に生かし
たいです。

一般寄付者ご芳名

（二〇一七年一〇月三一日現在、敬称略）

〈一 般〉
後藤 晋、 関口 一栄、
本間 進一、今村 正博、
松﨑 武・久美子、柴山 ヒサ、
鷹澤 昭一、 田代 美津枝、
新潟ＹＷＣＡ、
日本基督教団新発田教会

〈卒業生・在学生・保護者〉
近 伸之（一）
〈学園関係〉
後援会、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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地元企業・自治体からの全面的なご協
力をいただき、長期インターンシップが
はじまりました。初年度となる今年は、
島津印刷さまで三週間、新発田市さまで
六週間の職場体験をさせていただきまし
た。三年生までに学んだ
「地域学入門」「地
域学」
「アクティブラーニング演習」の
知識を現場で実践することで、社会で生
きる力を養うこと、合わせて働くイメー
ジをしっかりと掴むことで、近年問題と
なっている若者の早期離職（ミスマッチ）
を減らすことを目的としています。
長期での職場体験により、学生たちは、
仕事体験に留まらないプロジェクトへの
直接的な関わりに加え、お客さまとの接
し方、職場での過ごし方まで、より現場
を理解する経験ができたようです。

新発田市イクネスしばたでの
インターンシップ

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

伝えることの難しさとうれしさ

坂元 楓

二〇一五年度卒業

私は今年の春からＮＨＫ新潟放送局で
キャスターをしています。平日夕方に放
送の番組「新潟ニュース６１０」を担当
しています。テレビに出ない時は、ラジ
オを担当したり、取材やロケに行ったり
しています。先日は、まちカフェ・りん
くの取材に行かせていただきました。ラ
ンチ、とってもおいしかったです。
さて私の学生時代ですが、日本語教育
ディプロマを取得するべく勉強していま
した。特に刺激的だったのは、留学生と
一緒に日本語表現を学ぶ授業です。留学
生たちは、私たちが何気なく使っている
日本語に、とても新鮮な疑問を持ちます。
その言葉どういう意味？どういう時に使
うの？わかりやすい言葉で教えて？など
など…。こういう質問、意外と答えるの
が難しいのです。授業では毎回、自分が
普段どれだけ曖昧に話しているか、
「知っ
たかぶり」をしているかを痛感しました。
このような環境で学べたことは貴重で、
日本人同士で勉強していたら気が付かな
かったことも多かったと思います。思っ
ているより「言葉で伝える」って難しく
奥深い。そして、伝えたいことが伝わっ

た時は何よりもうれしい！それを教えて
くれたのが、敬和の授業でした。
キャスターの仕事でも、その学びは生
きています。一緒に学んだ留学生の顔を
思い返しながら、どんな人が聞いてもわ
かりやすい言葉選びで、的確な表現をす
ることを心がけるようにしています。
新人キャスター、職場では毎日が勉強
です。失敗して落ち込むこともあります。
そんな時は、大学時代の友人や教職員の
方々と連絡を取り合って元気をもらって
います。教職員の皆さんが卒業後も変わ
らず応援してくださって、敬和が母校で
よかったなぁと改めて感じています。
後輩の皆さん、四年間はびっくりする
ほど短いです。でもこの時間を大切に過
ごしていれば、卒業した後も大学生活で
得た学びや経験、関わった人たちが自分
自身を支えてくれると思います。素敵な
学生生活を過ごしてくださいね♪
担当する「新潟ニュース610」のスタジオにて
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学事予告

◆一二月◆
二 日 第一回入学前スクーリング
九 日 ＡＯ入学試験（三期）面談日①
二二日 クリスマス行事
二六日 ＡＯ入学試験（三期）面談日②
二七日 冬期休暇（一月三日まで）
◆一月◆
四 日 休業（創立記念日振替休日）
五 日 講義再開
一〇日 卒業論文提出締切
一三日 大学入試センター試験（一四日まで）
二七日 学業選抜特待生入学試験（学力型一期）
一般入学試験（Ａ日程）
外国人留学生入学試験（一期）
三一日 ＡＯ入学試験（四期）面談日①
◆二月◆
三 日 後期講義終了
四 日 社会福祉士国家試験
五 日 後期末試験（一〇日まで）
七 日 ＡＯ入学試験（四期）面談日②
一一日 春期休暇（四月四日まで）
一二日 後期集中講義期間①（一六日まで）
一三日 一般入学試験（Ｂ日程）
一七日 第二回入学前スクーリング
二〇日 後期末追試験（二二日まで）
二六日 図書館蔵書点検（三月九日まで）
後期集中講義期間②（三月二日まで）
◆三月◆
五 日 再試験（六日まで）
七 日 学業選抜特待生入学試験（学力型二期）
一般入学試験（Ｃ日程）
外国人留学生入学試験（二期）
九 日 学内合同企業説明会
二二日 推薦入学試験（二期）
ＡＯ入学試験（五期）面談日①②
二三日 卒業式、卒業記念パーティー
三一日 学年終わり
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From Campus

キャンパス日誌
8
4
5
6
7
8
14
16
17
19
21

広東海洋大学寸金学院国外特別聴講学生修了式
オープンキャンパス④（126 名）
夏期休暇（～ 9 月 27 日）
前期集中講義期間①（～ 11 日）
聖籠町キッズカレッジ（陶芸教室）②（25 名）
夏期特別休業（～ 16 日）
教育活動アクティブワーク（～ 18 日、
国立妙高自然の家）
前期補講日（～ 18 日）
AO 入試（１期）面談日①
前期補講科目試験日
前期集中講義期間②（～ 25 日）
教員免許状更新講習（60 名）
24 新津南高校大学見学（1 年生 40 名、教員 1 名）
26 AO 入試（１期）面談日②
28 前期追試験
国家試験対策講座 3（～ 9 月 1 日）

9

September

8 AO 入試（１期）合格発表
13 教職員 FD・ＳＤ研修会
講師 大森昭生 共愛学園前橋国際大学学長
演題 「地学 / 教職 / 学職一体の大学改革」
教授会
14 理事会
22 中条高校大学見学（1 年生 38 名、教員 2 名）
23 AO 入試（2 期）面談日①
24 英検 2 級 ･ 準 2 級一次 ･ 二次試験対策英語集中講座②
（46 名）
26 北越高校大学見学（1 年生 60 名、教員 2 名）
27 前期卒業式
28 秋季入学式
29 履修相談日
新発田市オープンカレッジ①
講師 丸畠宏太 教授「ルター巡礼」
（31 名）
30 法人・高校創立 50 周年 大学創立 25 周年記念行事（写真①）
記念式典（りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館）
祝賀会（ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟）
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October

1 AO 入試（2 期）面談日②
2 後期講義開始
履修登録期間（～ 7 日）
①
4 教授会
5 新発田市立本丸中学校職場体験
（～ 6 日、3 年生 2 名）
6 AO 入試（2 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー⑭
説教 山田耕太 学長「我一人で立つ」
前期エッセイ・コンテスト授賞式
講話 ベトナムからの留学生によるスピーチ
Nguyen Thi Hong Ha 英語文化コミュニケーション学科 1 年
Dang Thi Quynh Trang 国際文化学科 1 年
Dinh Quang Sang 国際文化学科 1 年
7 聖籠町ぶどう狩り交歓会（12 名）
11 教職員メンタルヘルス研修会
講師 宮川一二三 新潟産業保健総合支援センター
メンタルヘルス相談員
演題 「ストレスを上手にコントロールするヒント」
13 チャペル・アッセンブリ・アワー⑮
説教 金山愛子 教授「言葉と経験と愛について」
講話 キリスト教主義大学ジョイント 8.6 平和学習プロクラム報告
渡邉瞳 国際文化学科２年
井口望都 国際文化学科１年
13

②

August
14

15
20
23
25
27
28

31

11
1
3
8
10
11
13
15
17

18
23
24

25

新発田市オープンカレッジ②
講師 下田尾治郎 准教授「宗教改革の精神」
（32 名）
共生社会学科公開学術講演会（160 名）
（写真②）
講師 大橋謙策 公益財団法人テクノエイド協会理事長
演題 「地域包括ケア構築のあり方」
シンポジスト 本間淑之 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課
川瀬聖志 新発田市社会福祉協議会地域福祉課
河田珪子 支え合いのしくみづくりアドバイザー
コメンテーター 大橋謙策 公益財団法人テクノエイド協会理事長
コーディネーター 山﨑ハコネ 共生社会学科准教授
アメリカ・オレンジシティおよびノースウェスタン大学訪問（～ 21 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑯
講師 下田尾治郎 宗教部長「神の偏愛」
講話 敬和祭実行委員会「第 27 回敬和祭決起大会」
履修登録確認期間（～ 26 日）
避難訓練
ふれあいバラエティ（施設 47 名、学生スタッフ 60 名）
第 27 回敬和祭、進学説明会（～ 29 日）
ホームカミングデー（～ 29 日）
学校法人敬和学園創立 50 周年
宗教改革 500 周年記念講演会＆オルガンコンサート（写真③）
（敬和学園高校チャペル、73 名）
講師 小田部進一 玉川大学文学部教授
「宗教改革の信仰と教育」
演奏 渡辺善忠 巣鴨教会牧師
「宗教改革運動と
オルガン作品の発展」
新潟市立東石山中学校大学見学
（3 年生 2 名、教員 1 名）
③

November
教授会
ウィークデー・オープンキャンパス（49 名）
企業との就職懇談会
（ANAクラウンプラザホテル新潟、
134社174名）
（写真④）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑰
説教 山﨑ハコネ 准教授「岩を土台として」
講話 聖生清重 星野富弘美術館館長「感動は生きる力」
推薦入学試験（1 期）試験日
フィールド・トレーニング１（～ 24 日）
相談援助実習２（～ 25 日）
臨時教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑱
講師 田中利光 准教授「あなたの初穂を献げよ」
講話 立木さとみ 立木写真館常務取締役（写真⑤）
「111 年の時を超えて」
推薦入学試験（1 期）合格発表
1･2 年生保護者との懇談会（57 名）
「地域学入門」フォト・ウォーク
理事会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑲
説教 藤野豊 教授「黒い羽根の記憶」
講話 就職活動について
丸畠宏太 就職委員長
緒形愛 英語文化コミュニケーション学科 4 年
笹川優 国際文化学科 4 年
大学・高校合同クリスマス研修会（敬和学園高校）

④

⑤
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日本一のチームを目指して
国際文化学科 2 年

小川

December 2017

小学校1年生の時に兄姉とバドミント
ンをはじめ、高校時代は春の選抜大会で
全国3位となり、敬和学園大学には強化
選手として入学しました。今はバドミン
トンづけの毎日です。
バドミントンの試合では、チームメイ
トと戦う団体戦が好きです。2勝2敗とい
う場面で自分に勝敗を任された時に勝て
た時は、本当に気持ちがいいです。こう
いった場面でいつも期待に応えられる選
手になることが目標です。
自分ががんばり、試合で結果を出して
いくことは、これまで競技を続けてきて
お世話になってきた皆さんへの恩返しに
なると思っています。12月に開催された
全日本総合選手権では、予選を勝ち上が
り、本選でベスト16に残ることができま
した。同じ大会で、大学の先輩である武
下利一さんが優勝（男子シングルス）し
たことは大きな目標になりました。まず
は自分もナショナルB代表に入り、敬和
を日本一のチームにしたいです。

全日本総合バドミントン選手権にて（手前が小川さん）
発行／敬和学園大学
印刷／島津印刷株式会社

松浦進二監督のコメント

〒 957-8585
〒 957-0000
新発田市富塚 1270 番地 Tel.0254-26-3636
新発田市富塚 1419 番地 Tel.0254-27-2101

小川・柴田ペアで臨んだ全
日本総合選手権、2人とも実力
以上の力を発揮してくれまし
た。日本トップリーグの選手
に勝てたことは大きな自信に
なったと思います。小川さん
には、全日本トップを目指して欲しいと思ってい
ます。更なる飛躍を目指してがんばっていきます
ので、応援よろしくお願いします。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学

桂汰
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