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アクティブラーニング紹介⑫
「新発田駅前 MAP」づくり

新発田のおいしい
お店を取材

取材先との交流

新発田駅前に位置する敬和学園
大学学生寮に住む学生たちが、新
発田市からの協力を受け、地元の
魅力を再発見するMAPづくりに取
り組みました。
大学入学を機に新発田市外から
引っ越してきた学生たちが、「若
者」「よそ者」の視点で地域のお
店などを取材しました。取材を通
じた地域の方との交流は学生たち
の成長にもつながったようです。
完成した「敬和学園大学生による
おすすめスポットMAP」は、今春
より新発田市内の観光案内所など
で配布されます。（関連記事 p. 8）

完成間近のMAP

誌面案内
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す。その生物は、研究所でストリックラ
ンドにより研究対象として扱われ、実験
の過程では締め上げられ、電気ショック
を与えられ、気絶させられ、拷問を受け
ます。そして、生きたまま解剖される計
画が立てられました。それを知ったイラ
イザは、ジャイルズとゼルダ、そしてソ
ヴィエトのスパイとして研究所にいた科
学者のホフステットラーの協力で、その
生物を研究所から連れ出すのでした。
映画評論家の町田智弘氏も指摘してい
るように、主人公も二人の友人も、声を
奪われた人たちです。イライザは実際に
声を発することができない障がい者で
す。子どもの時の経験によって、声が奪
われてしまいました。また、一九六二年
ご ろ と い え ば、 同 性 愛 者 向 け バ ー 撲 滅
キャンペーンなどが行われ、同性愛者へ
の迫害がひどかった時代、同性愛者に人
権などないとみなされた時代で、ジャイ
ルズはそのような時代に生きたゲイで
す。また、同じ時代、奴隷制が廃止され
た後も、黒人たちは暴行を受け、違法に
逮捕され、公共空間から排除され、差別
されました。映画をみると気付きますが、
研究所で清掃員あるいは用務員として働
く人々はほとんどが黒人あるいは移民で
す。かれらには、秘密を見られても構わ
ない、なぜなら、かれらは同じ人間とみ
なされないから、かれらの声など誰も聞

Ｓｈａｐｅ ｏｆ Ｖｏｉｃｅｓ
二〇一八年三月四日に行われた第九〇
回アカデミー賞作品賞を受賞したのは
『シェイプ・オブ・ウォーター』という
ギレルモ・デル・トロ監督の作品でした。
映画の舞台は、一九六二年ごろ、ソヴィ
エトと冷戦下にあるアメリカです。主人
公のイライザは孤独な女性で、映画館の
屋根裏に部屋を借りて一人で暮らしてい
ます。彼女の友人は、隣の部屋に住む落
ちぶれたイラストレーターで年老いたゲ
イのジャイルズ、そして、政府の秘密研
究所で一緒に清掃員として働く黒人女性
ゼルダの二人だけです。そしてイライザ
自身は、子どもの時に受けた虐待がトラ
ウマとなり、声を発することができませ
ん。コミュニケーションは、もっぱら、
手話で行います。職場では、ゼルダが彼
女の通訳者となって、他の人との会話を
助けています。
ある日、彼女が清掃員として働く研究
所にアマゾン川流域で捕らえられた水陸
両生生物が極秘に運び込まれます。その
生物は、現地の住民から神として崇めら
れていたのですが、ストリックランド大
佐は、その生物をソヴィエトとの宇宙開
発競争に利用しようと捕らえ、研究所に
連れてきたのでした。イライザは、その
生き物に興味を示し、仕事の合間に隠れ
てその生き物を訪れるようになり、イラ
イザとその生物は親密になっていきま
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虎岩 朋加

Close up

英語文化コミュニケーション学科

Close up

いと思います。
かないからです。このように黒人女性の
この映画に示される奪われた声という
ゼルダも、ゲイのジャイルズも、社会的
比 喩 は、 社 会 的 に 弱 い 立 場 に 置 か れ る
に声を奪われた人々なのです。
人々のことを考える多くの論者によって
そして、最後に、全く異なる存在、全
き他者としての水陸両生生物がいます。 使われてきました。すぐに思いつくのは、
（み
「彼」
（実はこの生き物の性は全く明らか 『サバルタンは語ることができるか』
すず書房、一九九八年）で知られる、ガ
ではないですが、そもそも人間のような
ヤトリ・Ｃ・スピヴァクです。サバルタ
性があるのかも分かりませんが、主人公
ンとは従属的な地位を意味し、容易に一
のイライザが「彼」と呼び、映画の中で
括りにはできない社会の周縁に位置する
は男性的に描かれているので、ここでは
人々を指します。これらの人々は語るこ
「彼」と呼びます）は、えらを持ち、水
とができるのかと、スピヴァクは問いま
の 中 で も 生 き ら れ る 生 物 で す。 そ の た
す。そして、インドのサティという実践
め、アメリカは「彼」を貴重な資産とし
をめぐる対立する解釈を詳述することを
てみなし、ソヴィエトを出し抜くための
通して、その問いへの答えを示そうとし
道具として扱いました。事実、ストリッ
ます。
クランドからは、
「彼」は利用されるべ
ここでは、サティとは、ヒンドゥー教
き「もの」として扱われます。
「生きる
徒の寡婦が死んだ夫の火葬用の薪の上に
こと」そのものが暴力的に奪われた状況
登り、その上で自分を犠牲に供する寡婦
にある、人間ではない、全く異なる存在
殉死を意味します。植民地時代、イギリ
です。
「声」の存在すら認められません。
スはこの儀式を廃止しますが、サティの
そのような生物である「彼」と主人公
廃止は、
「白い男たちが茶色い女たちを
イライザは、異種間の関係性を発展させ
茶色い男たちから守った」
、つまり、女
ていきます。声を奪われた人たちが協力
して異なる存在としての「彼」を助け、 性の保護をとおしてインドを善き社会へ
また、それぞれの間で深い絆を生み出し、 と導いたことを意味するという解釈が一
方で成立します。他方で、インドの生粋
かれらを弱者の立場へと追いやる権力へ
抵抗し、反発し、逆襲します。そして、 主義者たちによる対抗する議論からは、
その権力の象徴として描かれるストリッ 「女性たちは実際に死ぬことを望んでい
た」
、つまり、ヒンドゥー教の伝統と意
クランドは、執念深く、これらの声を奪
われた弱き人々を追い詰めていきます。 味付けを女性たちが積極的に守ったとい
う解釈が成立します。これらの二つの対
権力を持つ人々と声を奪われた人々の間
立する解釈に挟まれて、死んだ女性たち
の闘争で、どちらが打ち勝つのか、結末
が本当は何を望んでいたのか、何かを望
については、ぜひ映画をご覧いただきた

んでいたのか、なぜ死を選んだのか、そ
れらの問いに答えることは現実にはでき
ません。彼女たちはもう存在しない、そ
れゆえに、彼女たちの声は永遠に奪われ
てしまっていることに気付くでしょう。
サティの実践についての対立する解釈
の詳細をたどることで、
「サバルタンは
語ることができるのか」という問いに対
して、スピヴァクはただ単に「語ること
ができない」という答えを提示するので
はありません。スピヴァクが示すのは、
サバルタンの奪われた声という欠如の上
に、権力を持つ人々が、あたかもそれが
サバルタンの声であるかのようにして、
かれらの代わりに語っているということ
です。そして、これは、何もインドのサ
ティの実践についての解釈に限らないと
いうこと、実は社会に響いているのは、
一つの「声」
、権力の「声」だけなのだ
という衝撃的な結論がここから導き出さ
れていきます。
声が奪われた社会、一つの「声」しか
響いていない社会、
「彼女」の代わりに
他の誰かがあたかも「彼女」の声を代表
しているかのように語っている社会、そ
のような社会で、一人ひとりがその固有
性や違いを保ったまま、あらゆる人々に
共通する善についての会話に参加するこ
とはできるのでしょうか。声が奪われた
人々が存在する中で私たちは、本当に、
デモクラシーを実践することはできるの
でしょうか？デモクラシーとは、あらゆ
る人の声を聞くことを前提としてはいな
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かったでしょうか？このような問いはす
でに、二〇世紀の初めに、
『民主主義と
教育』
（岩波書店、一九七五年）の中で、
ジョン・デューイによって、シンプルな
形で提示されていました。
『民主主義と教育』で、デューイがデ
モクラシーとして論じるのは、政治の形
態としてのそれではありません。協同的
な生の一形態、連帯的な協同経験の一形
態としてのそれです。協同的な生とは、
一人ひとりが、その固有の声をその固有
性に沿って十分に発達させることができ
ると同時に、異なる声、多様な声が響き
合い、またそれらの声を聴き合うことの
できるあり方・生き方です。
このような協同的な生が成立するため
には、自分自身の行動を他の人々の行動
に関係づけて考えたり、また、他者の行
動によって自分の行動を修正したり、こ
のようなやりとりの中で、自分のとらわ
れる狭い枠組みに積極的に変更を加えて
いくことが求められます。この協同的な
生を経験し、学ぶ場として、デューイは、
学校を構想したのでした。学校とは、協
同的な生としてのデモクラシーの基礎、
共通の善についての会話にあらゆる人々
が参加するための土台となる場所であ
り、多様な声を響き合わせること、異な
る声を聞き合うことの原初的な経験の場
となる、また、そうあるべきだとするの
です。
それでも、やはり一つの疑問が残りま
す。声を奪われた人たちは、そもそも、
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この協同的な生に、共通の善についての
会話に、どのように参加することができ
るのでしょうか。この問いは、デューイ
が残し、デル・トロ監督が映画『シェイ
プ・オブ・ウォーター』をとおして示し、
また、スピヴァクが批判的に取り組んで
きたのでした。
映画の最後に、次のような詩がナレー
ターによって朗読されます。英国の新聞
ガーディアンによれば、映画のクレジッ
トに一二世紀のイスラーム神秘主義の詩
人ハキーム・サナーイーの名前が見られ
ることから、サナーイーの詩、あるいは、
それにより触発されたものかもしれませ
ん。
Unable to perceive the shape of You,
あなたの姿形を見ることはできないが
私の辺り一面
I find You all around me,
にあなたがいて

Profile

●最終学歴

ニューヨーク州立大学バッファロー校
教育学研究科博士課程 修了
（Ph.D. in Social Foundations)

●こんな授業をしています

多元的な視点から、社会における教育事象を考
察します。なぜ学校が、日本社会の中で今あるよ
うな形やあり方で機能しているのだろうかという
ことについて、これから教師になろうとする学生
の皆さんそれぞれが、自分自身の見解を構築する
と共に、教師として必要なスキルやセンスを身に
つけていくための土台作りをします。

情感から成り立っています。そこには、
声を持たない人の声も含まれているはず
です。そのことに思い至ることで、私た
ちの心は謙虚になる、そこに、もしかし
たら「声を奪われた人たちの声」が立ち
現れてくるのかもしれません。
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Your presence fill my eyes with Your
あなたの存在は、私の目をあなた
love,
の愛で満たす
私の心を謙虚にす
it humbles my heart,
る
あなたはいた
for You are everywhere.
るところにあるから
水に形がないように、声にも形はあり
ません。声は私たちの周りにあらゆると
ころにあって、私たちを取り囲んでいま
す。その声は、一つの「声」ではありま
せん。実に、さまざまな色や音や言葉や

虎岩朋加 准教授
プロフィール

卒業式・記念パーティー

KEIWA Choirによる校歌

私にとって敬和学園大学での四年間
は、人との出会いに恵まれたかけがえ
のないものでした。大学生活では、美
術サークル、ゼミ活動等、さまざまな
経 験 を し ま し た が、 そ の 中 で も 特 に、
社会福祉士を目指す仲間たちと過ごし
た、ソーシャルワーク・コースでの学
びが印象に残っています。
相談援助演習のソーシャル・アクショ

髙橋 亜珠沙

卒業生代表

多くの出会いに支えられた四年間

山田学長からの式辞

「人に仕える、サービスする人に」

第二四回卒業式が三月二三日、聖籠町
町民会館で行われました。会場には、思
い思いの晴れ着を着た卒業生とご家族の
方々が集まり、華やかな雰囲気に包まれ
ました。
山田耕太学長からは、卒業生一人ひと
りに対するメッセージおよび力強い握手
と共に「卒業証書・学位記」が手渡され
ました。式辞では、これから社会に巣立
つ卒業生に対し、
「一生学び続けてほし
い、そして人間らしい心で「人に仕える」
サービス精神を徹底して生きてほしい」
という激励を含めた温かいメッセージが
贈られました。大学での四年間の学びを
振り返るメッセージは、卒業生それぞれ
の胸に深く刻まれたことでしょう。
卒業生代表の髙橋亜珠沙さんからは、
大学生活の中で充実した専門の学びがで
きたこと、そして、一緒に支え合い、励

山田学長が卒業生一人ひとりと握手

ンを目的とした調査では、空き時間に
集まり、データ集計や分析、発表準備等、
みんなで協力してやり遂げました。就
職活動と並行し大変でしたが、今となっ
てはよい思い出です。
また、国家試験対策では、同じ志を
持つ友人たちと毎週集まり、励まし合っ
て勉強を続け、社会福祉士の資格を取
得できました。私一人ではこんなに努
力し続けることはできなかったと思い
ます。一緒に切磋琢磨し合った友人た
ち、親身に教えてくださった先生方に
心から感謝しています。
春からは大学で学んだことを糧にし
て、社会人として精一杯がんばってい
きたいと思います。これまで支えてく
ださった教職員の皆さま、友人、家族、
本当にありがとうございました。

下田尾宗教部長による祝祷

お世話になった先生と記念撮影
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卒業式・記念パーティー

第二四回卒業式・卒業記念パーティーのご報告

ま

楽しかった大学生活を締めくくった活動
し

5

卒業準備委員長

卒業生一同で最後の記念撮影

バム用の写真選びでした。莫大な写真
の中から四〇枚を選んで載せるのです
が、どの写真にも四年間の思い出が詰
まっていて、その時々の気持ちが頭に
思い浮かんできました。このため、写
真選びの時間が楽しくもあり、同時に
卒業することへの寂しい気持ちも強く
なりました。あらためてこの大学で過
ごした時間が特別なものであったこと
を実感し、母校を思う気持ちが高まり
ました。
学生生活を締めくくる卒業準備委員
会の活動に携わることができ、本当に
うれしかったです。準備委員会のメン
バー、教職員の皆さまには感謝の気持
ちでいっぱいです。本当にありがとう
ございました。この四年間で関わった
全ての方々に感謝を申し上げます。

卒業生によるダンスパフォーマンス

大澤 詩真

仲間たちと一緒に

今年の卒業準備委員会は、卒業アル
バムの作成、卒業記念品の準備、卒業
記念パーティーの運営準備と当日の進
行を行いました。これまでの学生生活
を締めくくる活動ですので、実行委員
長として、委員のメンバーが楽しく活
動できるように心がけました。
一番印象に残ったことは、卒業アル

恩師とカンパーイ!

まし合った仲間や、自分たちの可能性を
信じ、指導してくれた教職員への感謝が
述べられました。
卒業式の後、新潟市内のホテルに会場
を移し、卒業記念パーティーが行われま
した。卒業生によるダンスパフォーマン
スや、退職する先生方への花束贈呈など
があり、参加した卒業生や保護者の皆さ
ま、教職員とで楽しかった学生生活を思
い起こしながら、語らいの時を持つこと
ができました。締めくくりには、参加し
た卒業生たちが大学生活を共にした恩師
や仲間たちと舞台上に集まり、思い思い
に記念撮影をしていました。
敬和学園大学でのリベラルアーツによ
る幅広い学びが、これから社会に巣立っ
ていく一人ひとりの未来をひろげ、卒業
生たちそれぞれが、希望の光となり、社
会を照らしてくれることを期待します。

卒業準備委員のメンバー

卒業生メッセージ

やりたいことを見つけた大学生活
えい

王 影

おう

国際文化学科 卒業

私にとって敬和学園大学での生活は、
自分探しと成長の四年間でした。
最初は、日本で就職するためだけに大
学に入学しました。毎日、大学、家、ア
ルバイトという単調な生活を過ごし、自
分が何をしたいのか、何が好きなのか全
く分かりませんでした。しかし、二年生
の時に友だちに誘われて、留学生歓迎会
の司会をやったことで、生活が大きく変
わりました。今までの単調な生活から一
転、さまざまなイベントに参加するよう
になり、そのたびに「こういうこと好き
だ な。 将 来 は こ う い う こ と を や り た い
な。
」と思うようになりました。人前で
話すことは小さいころから苦手でした
が、大学に入り、多くの友人や先生と出
会ってチャンスを与えられる中で、だん
だんと話せるようになりました。これは、
私にとって何よりの成長でした。
大学に入る動機であった日本での就職
も決まりました。それはただの就職では
なく、具体的にやりたいことが伴った就
職です。皆さんから教えてもらったこと
を大切にして歩んでいきます。

「文学を学ぶ」意味を知りました
湯田 かよこ

英語文化コミュニケーション学科 卒業

大学での四年間は、文学や外国語、文
化など多くを学び、とても充実した日々
でした。入学当初は、漠然と英文学を学
びたいと考えていましたが、さまざまな
授業を履修するうちに、英語や英文学だ
けでなく、フランス語やギリシャ悲劇、
歴史などにも興味の幅が広がり、文学を
多面的に理解することができました。
文学作品に出てくる言葉からは多くの
感銘を受けました。特に印象深かったの
は、
トゥルニエの『黄金のしずく』の「
（イ
メージは）読めない者にとっては無数の
海水のしずくが立てる嵐の恐ろしいうな
り声のようであるが、読める者にとって
そのうなり声はたくさんの優雅な言葉に
解け、澄み切った音楽のようである」と
いう一節です。この言葉を知り、文学を
学ぶことで、複雑な世界の事象や人間の
感情を読めるようになり、
「澄み切った
音楽」を聞くように物事の本質を理解で
きると信じ、研究や卒業論文に没頭しま
した。先生方から教えていただいた数々
の珠玉の言葉を励みに、卒業後は大学院
で勉強を続けたいと思います。

用いられる恵み

五十嵐 光

共生社会学科 卒業

敬和学園大学での四年間は、高校生の
ころと比べて時間の経つスピードが尋常
ではないくらいに早かったです。いろい
ろと思い出はありますが、やはり「俺た
ちのバイブル」というサークルを立ち上
げたことが一番の思い出です。〇を一に
す る の は 難 し く、 人 を ま と め る こ と も
初 め て で 試 行 錯 誤 の 日 々 で し た。 し か
し、活動に参加してくれた学生、教職員
の方々のお力添えのお陰で、
「サンタプ
ロジェクト」という子どもたちに本を贈
る活動や、県外のキリスト主義大学に通
う学生との交流の機会などが与えられま
した。サークル結成時にこうありたいと
思っていた願いがかなえられ、今は感謝
しかありません。さらに、共生社会学科
の実習でお世話になった葬儀式場に就職
することが決まりました。何の才能もな
い私がここまでさまざまな形で用いられ
たことは、神さまの御業であり、恵みと
しか言いようがありません。
卒業後も、神さまにより頼み感謝をし
て、今という時間を一所懸命に歩んでい
こうと思います。
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就職支援

就職率九六パーセント 二〇一七年度就職支援のご報告

私は思い入れのある土地で活躍するこ
とが地域にも自分のためにもなると考
え、地元就職に限定した活動を行いまし
た。このことは私が想像していた以上に
厳しいもので、友人と比べ企業との出会
いの機会が大幅に少なく、その少ない候
補の面接で落ちてしまい落ち込むことも
ありました。就職について先生と相談し、
新卒採用の募集ではなかったのですが、
地元の商工会議所の職員募集に応募する
ことにしました。先生方のサポートもあ
り商工会議所に採用していただき、私は
ようやく故郷に戻る目処を立てることが
できました。すでに臨時職員として働き
始め、四月から正規の職員となります。
他の学生とは異なった歩みでしたが、
希望がかないました。今はまだ自分のす
べきことを覚えるのに精一杯ですが、で
きることを一つずつ増やし、地域の一助
となれるように努力していきます。

今井 寿

糸魚川商工会議所 内定

二〇一七年度の就職活動は、三月の活動解禁からハイスピードで進み、早い時期に
内々定をもらう学生が増える一方、出足が遅れたために内定を得られなかった学生も
多く、二極化の様相を呈しました。このような中で本学は、一番の強みである少人数
という環境を生かした個別指導を実施し、就職希望者ほぼすべての就職先を決定する
ことができました。また、内定者を対象とした「社会人入門講座」を開講し、就職後
の社会人生活がスムーズに進むようにサポートも始めています。
（就職委員会）

涌井 樹

株式会社ブリティッシュ・ヒルズ 内定

私は大学四年間の学びをとおして、自
分の掲げていた目標を達成できたと感じ
ています。入学時に想像もしなかった成
長ができたことに私自身が一番驚いてい
ます。大人しく、人前に出ることが少な
かった私ですが、半年間のイギリス留学
や留学生受入れプログラムでのスタッフ
経験などが私を豊かにしてくれました。
これらの経験は、自らアクションを起こ
せば、見える景色が変わることを肌で実
感させてくれました。私は、福島県にあ
る本物の英国空間を兼ね備えたホテル兼
英語研修施設に就職します。敬和での宝
物のような時間は、社会人になってから
も生きていくと思います。
今後の目標は、人に影響を与えられる
人間になることです。大学の仲間や職員
の皆さんをはじめ、これまで応援してく
れた両親に感謝すると同時に、この先も
自分探しを続けていきたいと思います。

四年間の集大成

卒業論文のご紹介

四年間の集大成として、学生が教員
と マ ン ツ ー マ ン で 取 り 組 む 卒 業 論 文。
その中から二本の論文を紹介します。

カナダ文学におけるハリファックス
大爆発のイメージ

ち せ

一丸 知世

いちまる

英語文化コミュニケーション学科 卒業

入学時から興味があった英語圏の文
学について卒業論文を書きました。翻
訳のない作品で、訳し理解することに
苦労しましたが、荒木先生の丁寧なご
指導のおかげで完成できました。あら
ためて文学と英語を学ぶことの難しさ
と楽しさに触れることができました。

杉原千畝とビザ発行～杉原千畝は

なぜユダヤ人にビザを発行したのか～

鈴木 花歩

国際文化学科 卒業

私は子供のころから興味のあった杉
原千畝に関して卒業論文を書きました。
生 誕 の 地 で あ る 岐 阜 で の 現 地 調 査 は、
書籍だけでは分からないことを知るい
い機会になりました。この卒業論文は
私にとって大きな財産です。
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学生寮での生活

城下町しばた全国雑煮合戦

イクネスしばた×敬和学園大学で「復興雑煮」

ボランティアチーム「Ｋｅｉｗａ Ｈ
ＯＰＥ」の学生たちが、城下町しばた
全国雑煮合戦に「復興雑煮」を出店し
ました。この雑煮合戦は全国各地から
約五〇店舗が出店し、日本一の雑煮を
競う町おこしイベントです。
学生たちは、四か月前からこの企画
を始め、被災地である宮城県気仙沼市
のサメ肉を使ったふかふか団子と熊本
県御船町の水前寺菜を練り込んだそう
め ん を 使 用 し た 雑 煮 を 開 発 し ま し た。
学生たちの活動は地域を巻き込み、先
の見えない震災復興を支援すると同時
に、学生たち自身の社会的対応力を高
めました。売上金の一部は、被災地へ
の寄付金とさせていただきました。
（ボランティア委員長 房）

8

新発田駅前に開設してから二年

地域に根づいてきた学生寮の活動と学生たち
寮生活で広がった人脈

横山 美紀

国際文化学科四年

私は学生寮が完成した年から入寮し、
今ちょうど二年が経とうとしています。
一年生の時はアパートで一人暮らしをし
ていたのですが、新しく学生寮ができる
と聞き、二年生から入寮しました。一人
暮らしで自由気ままに過ごしていた私に
とっては、寮に入ると自由に生活できな
くなるのではないかという不安がありま
した。また、新しく知り合う多くの人々
と仲よく共同生活できるのだろうかとい
う不安もありました。しかし、さまざま
な人と知り合いたい、学生時代にしかで
きない寮生活を体験してみたいという思
いが強く、入寮することにしました。
私が入寮してよかったと一番に思うこ
とは、この地域での人脈が広がったこと
です。管理人・寮監さんをはじめ、イク
ネスしばたや新発田市役所、新発田教会、
町内の方々など、寮に入らなければ出会
わなかったであろう人たちと接し、多く
の経験ができました。
寮での共同生活は大変なこともありま
すが、多くの刺激があり成長することが
できます。あと一年ある寮生活を充実し
たものにしていきたいです。

多くの方に被災地の食材を味わって
いただきました

新発田駅前の再開発で、建設会社・新
発田市・敬和学園大学の産官学の協力で
建てられた学生寮の開設から二年が経ち
ました。
大学生たちが新発田の街中で暮らすば
かりでなく、その立地を生かして、大学
と地域、企業が連携した、さまざまな形
のアクティブラーニングを展開すること
で、街に賑わいと活気を与えています。
最近では、新発田市と協力し、新発田駅
周辺のお店などを取材して「大学生によ
るおすすめスポットＭＡＰ」を制作しま
した。学生たちは、地域社会の人々と交
流しながら地域を理解する学びを深めて
いくことで、将来は地域を支え、貢献す
る人に育っていくことでしょう。

みんなで作った食事を楽しむ寮生たち

入学前スクーリング

大学生活をイメージし、入学前の準備を整える貴重な体験

入学予定者を対象としたスクーリングを開催しました

下村 桜子

国際文化学科一年

合格率五〇パーセント

現役五名が社会福祉士国家試験に合格

「社会福祉士」とは、社会福祉の分野
で相談援助を行う専門職です。敬和学
園大学の共生社会学科は、その受験資
格が得られる学科です。その国家試験
は、合格率が三〇％弱というたいへん
難しい資格ですが、少人数によるマン
ツーマン指導により、第三〇回社会福
祉士国家試験では、本学から現役で五
名が合格（合格率五〇パーセント）し
ました。
社会福祉士として活躍するためには、
社会福祉の専門知識と技術をしっかり
と学ぶことと同時に、援助者自身が自
立 し た 市 民 に な る 努 力 が 不 可 欠 で す。
リベラルアーツによる幅広い学びで身
に付けた確かな価値観と創造力を生か
し、合格した皆さんが社会でさらに活
躍していくことを期待しています。
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大学生活の準備ができました

A
O

入試で早期に合格が決まり、
私は
「入学前スクーリング」に参加しました。
そこで入学後に一緒に学ぶことになる人
た ち を 初 め て 見 て、 将 来 の 大 学 生 活 を
やっとリアルに感じることができまし
た。オープンキャンパスがきっかけでで
きた友人に再会したり、何度かオープン
キャンパスで見かけた人にも話しかけて
みたりと、これからの大学生活につなが
るよい機会になりました。
スクーリングでは、 基
｢ 礎ゼミ の
｣体
験がありました。一〇人ほどのグループ
に分かれて行われ、もちろん誰も知らな
かったのでとても緊張しました。しかし、
みんなで会話をしながら授業が進めら
れ、簡単なレポートを作成するなど実際
に大学生活をイメージすることができ、
楽しい気持ちになれました。また、私は
大学ではやりたいことに何でも挑戦しよ
うと思っていますが、先輩方による「学
生生活体験談」を聞いて、それにも計画
が大切なのだと感じました。
スクーリングでの経験を生かし、大学
では計画的にたくさんのことに挑戦でき
るようにしていきたいと思います。

相談援助演習の様子

敬和学園大学では、一二月と二月の二
回、 入 学 予 定 者 を 対 象 と し た 入 学 前 ス
ク ー リ ン グ を 開 催 し て い ま す。 こ の ス
クーリングは、入学予定者がスムーズに
大学生活に入るために、大学生活の目標
や大学での専門の学びについて、教職員
や先輩学生と一緒に学ぶものです。
学科の学びが自分たちの将来や就職に
どうつながったのかを説明する頼もしい
先輩の姿に、参加者それぞれが自身の将
来を重ねて見たことでしょう。また、全
体に参加者同士の交流が深まるプログラ
ム構成となっており、始めは緊張してい
た皆さんも、一緒に入学予定の仲間たち
と打ち解け、会話がはずむ時間となりま
した。皆さんの入学が楽しみです。

先輩たちから大学生活についてアドバイス

退職のごあいさつ

ゼミ生と共に勉強してきた二六年

神田 より子

国際文化学科

敬和学園大学での生活が二六年になり
ました。今回はその日々を振り返らせて
いただきたいと思います。多くの時間を
過ごしたのはゼミ旅行でした。初期には
毎年佐渡に出かけ、卒業論文も佐渡につ
いて強制的に書かせたりもしました。そ
れ故卒業論文発表大会もゼミ単独で行
い、外部の方々も来ていただきました。
また学生と内モンゴル、韓国の南部、済
州島などへの採集旅行にも行きました。
多くは神田が関わっていた地域で、岩手
県宮古市と遠野市、山形県の羽黒山と鳥
海山へは繰り返し訪れました。
また江戸時代からあった新発田市の
十二斎市をゼミ生と共に復活させ、多く
の市民の皆さまのご協力で楽しく充実し
た催しになりました。こうしたご縁から
新発田市、聖籠町の皆さまにお願いをし
て「地域学」という授業も始めました。
新発田市や聖籠町の皆さま、企業の経営
者の皆さまに大学までお越しいただいて
授業をし、次の週には市や町や企業さま
を訪問して現場の姿を実際に見せていた
だくという内容でした。学生は毎年変わ
りますが、常にその場にいる神田は毎回
興味深い話をうかがえて、最も勉強させ
ていただいたと実感しています。

皆さんと作り支えてきた敬和教育

上野 恵美子

英語文化コミュニケーション学科

一九九二年四月、私は開学二年目の敬
和 学 園 大 学 に 着 任 し ま し た。 そ れ か ら
二六年、この地は私がこれまでで一番長
く住んだところとなりました。
開学以来さまざまな方々が新しい仕組
みを作り上げてこられましたが、私はど
ちらかといえば、新たに仕組みを作ると
いうよりは、ある段階で加わり、気がつ
けば長く取り組む者となっていました。
英語を専攻する学生に教えるというぼん
やりとした意識から、学科の学びの方向
性、全学科向けの共通教育としての英語
プログラム、教務全般、さらには大学教
育の目指すものといったことへ、いつも
教員・職員の方々に助けられながら、少
しずつ、私も仕組みを作り支える一員と
なっていることを自覚しました。
学生たちと過ごすことは楽しく、時を
経て卒業生に会うと、社会のそれぞれの
場ですばらしい役割を果たしていること
に感激し、その人たちの若い一時期を共
に過ごせたことを幸いに思います。
私は専任の職は退きますが、今しばら
くは教えることに関わり、少し自由にな
る分、好奇心を伸ばしたいと思います。
敬和が時代をしっかり捉えつつ敬和らし
さを求め続けることを願っています。

二五周年記念募金者ご芳名

（二〇一八年二月二六日現在、敬称略）

〈一 般〉
荒井 眞理、
菅野 昭洋、
桐生 伸一、
鈴木 康寛、
朝祷会全国連合、
日本基督教団京都丸太町教会シオン会

〈卒業生・在学生・保護者〉
根本 栄一（四）
、
清水 明次（二四）
、
川崎 雅行（二五）
、
大星 瑞樹（二六）
〈学園関係〉
船岡 芳晴、
金山 愛子

（ ）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

10

授業紹介

授業紹介⑫「社会起業論」 担当 坂
: 東希

社会を変える楽しさと身近さを体感できる授業
私ができることを実践する大切さ

味方 紗和子

共生社会学科三年

「社会起業論」では、各地の事例を通
して、社会で起きている出来事や福祉的
課題に出会う機会があり、探求心や柔軟
性、自分と異なる価値観を持つ人との対
話力などを身に付けることができます。
講義では、実際に大学生活で「困って
いること」がある人に対して、
自分が「で
きること」をあげ、ペアを組んで、どう
すればその困っていることを解消できる
かを話し合いました。この作業をしたこ
とで、自分にできることが困っている人
の手助けになること、困っていることが
あっても周囲に遠慮して声をあげられな
い人がいることを学びました。
これは大学生活だけでなく、私たちが
暮らす地域の中にも通じることです。以
前は困っている人を見ても自分にできる
ことはないと通り過ぎるだけでしたが、
この授業を受講し、自分にもできること
があると思え、小さなことでも実践する
ことが大事だと学びました。
誰かが困っていたら、私にできること
を最大限やり、そこでの関わりから多く
を学び、吸収し、社会に貢献できる人間
になりたいです。

一般寄付者ご芳名

（二〇一八年二月二六日現在、敬称略）

〈一 般〉
長谷川 達也、河本 壽恵乃、
風間 まり子、鷹澤 昭一（２）
、
東中通教会婦人会、
日本基督教団見附教会、
新潟地区教師会、
日本基督教団新潟教会壮年会婦人会、
新潟ＹＷＣＡ、
日本基督教団新津教会、
日本同盟基督教団新発田キリスト教会、
日本基督教団新発田教会、
日本基督教団高田教会、
一般社団法人ＩＢＳ社団

〈卒業生・在学生・保護者〉
近 伸之（一）

〈学園関係〉
北垣 宗治、
後援会（３）
、オレンジ会（２）

（ ）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

11

現代社会には、貧困や虐待、若者の就
労困難、高齢者・障がい者の社会的孤立、
過疎化、農業の担い手不足など、多様な
社会課題が存在しており、その多くが既
存の制度や資源だけで解決することが難
しい状況にあります。
「社会起業」とは、
こうした課題を、住民、ＮＰＯ、企業など、
さまざまな主体がビジネスの手法を活用
して解決する試みです。この授業では、
国内外の事例・実践に学びながら、ゲー
ムやグループ討議などをとおして、地域
課題の発見と人材の発掘、資源開発、資
金調達など「社会起業のプロセス」を体
験し、地域（社会）を変える楽しさと身
近さを体感することを目指します。

ゲームやグループ討議をとおした学び

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

母校で得た一生ものの財産

杉崎 史郎

二〇一〇年度卒業

大学卒業後、新潟県内三つの学校で教
師として教育に携わった後、現在は、雪
のエネルギーを活用して氷を生産する
「社会起業」を行っています。
多くの方に随分と変わった道に進んだ
ねと言われますが、長く続けられる活動
を見い出したい、より多くの人と関わり
自分の可能性を高めたいという思いか
ら、この事業を進めることにしました。
新潟にはなぜ天然氷がないのか？とい
う些細な疑問からスタートし、さらに新
潟の空き家と邪魔な雪をもっと社会的に
活用することで社会課題の解決に結びつ
けられると考えました。実際に廃校を借
り雪を活用した氷の生産実験を行い、そ
れがビジネスコンテストで入賞したこと
も大きな転機となりました。今は県内で
特別な氷の製造販売に向けて動いていま
す。
敬和学園大学では先生との距離が近
く、さまざまなお話をさせていただきま
した。学科を越えて地域や学校に同行さ
せていただいたり、普段行くことのでき
ない場所へ飛び込むことで見聞を広げら
れ ま し た。 特 に 新 発 田 駅 前 の「 ま ち カ

フェ・りんく」のオープンに関わったこ
とは、起業家精神に触れるよい機会にな
りました。
また、敬和の少人数教育が自分の学び
方や生き方に非常に向いていて、先生方
からの懇切丁寧な指導によって何とか社
会人らしくもなれました。そして今も敬
和の先生方と定期的に連絡を取れている
ことも心強いです。
「さまざまな角度から自分自身の特性
と現状の社会を理解・認識し、それに対
して自分が社会にどんな働き掛けができ
るか」についてを母校で学べたことは、
私にとって大きな一生ものの財産です。
今の社会起業に結びついたものの多く
は、母校での学びのお陰です。ありがと
うございました。

特別な天然氷の生産実験
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学事予告

◆四月◆
一 日 学年始め
五 日 入学式
後援会総会
六 日 プレイスメントテスト
九 日 健康診断（一〇日まで）
一〇日 履修相談日
一一日 前期講義開始
履修登録期間（一七日まで）
一三日 新入生歓迎公開学術講演会
学費前期納入最終日（二～四年）
一九日 新入生オリエンテーション
（二〇日まで）
二七日 入学記念植樹式

◆五月◆
一九日 中学 高
･ 校生向け英検対策講座①

聖籠町キッズカレッジ
（英語教室）
①

◆六月◆
一六日 オープンキャンパス②
二四日 創立記念日
二七日 高校教員対象進学説明会
三〇日 スポーツ大会

◆七月◆
一四日 オープンキャンパス③
二八日 三年生保護者との就職懇談会
前期講義終了
三〇日 前期末試験（八月四日まで）

12

From Campus

キャンパス日誌
12

December

27

1 チャペル・アッセンブリ・アワー⑳
説教 下田尾治郎 宗教部長「一神教の神は排他的か？」
講話 オレンジシティの訪問体験報告
荏原里香 国際文化学科 3 年、
樋口知成 英語文化コミュニケーション学科 1 年
クリスマスツリー点灯式
2 第１回入学前スクーリング
「大学は面白いところ」（生徒 84 名、保護者 8名）
6 教授会
8 チャペル・アッセンブリ・アワー 21
説教 山田耕太 学長「異邦人の光」
クリスマスコンサートⅠ Jazz Quest
「～一緒に歌おうクリスマスソング～」
9 AO 入学試験（3 期）面談日①
センター試験プレテスト（～ 10 日）
聖籠町キッズカレッジ（英語教室）②（9 名）
（写真①）
15 明鏡高校大学見学（1 年生 23 名、教員 3 名）
留学生を支える会奨学金贈呈式
チャペル・アッセンブリ・アワー 22
説教 田中利光 准教授「キリスト降誕の意味」
クリスマスコンサートⅡ ハンドベルサークル
16 Keiwa･ 学生サポーター養成実践講座（講師 3 名、講座修了学生 7 名）
講師 新潟県要約筆記サークル連絡協議会
22 チャペル・アッセンブリ・アワー 23
クリスマス燭火礼拝（写真②）
説教 下田尾治郎 宗教部長「闇の中に輝く光」
キリスト教音楽受講者によるコーラス KEIWA Choir
キャロリング（学生 12 名）
23 講義終了
24 冬期休暇（～ 1 月 3 日）
26 AO 入学試験（3 期）面談日②
29 冬期特別休業（～ 1 月 3 日）

1

January

②

4 創立記念日振替休日
5 講義再開
AO 入学試験（3 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー 24
説教 新保恵子 新発田教会牧師「幼子が示す新しい道」
講話 山田サチ子 新潟水俣病阿賀野患者会副会長、
酢山省三 新潟水俣病阿賀野患者会事務局長
「水俣病は終わらない」
7 城下町しばた全国雑煮合戦（復興雑煮 出店）
10 教授会
卒業論文提出締切日
12 チャペル・アッセンブリ・アワー 25
説教 中島昭子 学校法人捜真学院学院長
「明治の日本を歩いた宣教師とハンセン病療養所」
講話 2 年ゼミボランティア体験報告 房ゼミ、坂東ゼミ
学生ボランティア活動報告 学生 HOPE
13 大学入試センター試験（～ 14 日）
15 中国ハルビン市 小・中学生との交流会（生徒 28 名、教員 6 名）
「地域学入門」フォト・コンテスト
19 チャペル・アッセンブリ・アワー 26
説教 中村吉基 新宿コミュニティー教会牧師「LGBT とキリスト教」
講話 調査報告 LGBT人権研究グループ Keiwa-sign
26 チャペル・アッセンブリ・アワー 27
説教 山﨑ハコネ 准教授「わたしは道であり、真理であり、命である。」
講話 上野恵美子 教授 最終講義（写真③）
「ことばの研究って何の役にたちますか？」
神田より子 教授 最終講義（写真④）
「「マツリオタク」と言われて －ゼミ生と共に 26 年－」
13

29
30
31

2
2

①

3
5
7
10
11
12
13
14
16
17
19
20
25
26
28

3
2
4

7
9
14
21
22
23

27
31

中国ハルビン市高校生大学見学（生徒 37 名、教員 4 名）
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 1 期）
、一般入学試
験（Ａ日程）
、外国人留学生入学試験（1 期）試験日
理事会
教職課程報告会
AO 入学試験（4 期）面談日①
新年留学生交流会もちつき大会
臨時教授会

February

③

学業選抜特待生入学試験（学力試験型 1 期、センター利
用型 1 期）
、一般入学試験（Ａ日程）
、センター利用入学
試験（1 期）
、外国人留学生入学試験（1 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー 28
説教 山田耕太 学長「賞を得るために走る」
後期エッセイ・コンテスト授賞式
ケーリ・ニューエル奨学金授与式
学生団体年度内表彰式
リベラルアーツ・キャンペーン授賞式
後期講義終了
後期末試験（～ 10 日）
ＡＯ入学試験（4 期）面談日②
共生社会学科全体報告会
春期休暇（～ 4 月 4 日）
後期集中講義期間①（～ 16 日）
④
一般入学試験（Ｂ日程）試験日
教授会
一般入学試験（Ｂ日程）
、ＡＯ入学試験（4 期）合格発表
第 2 回入学前スクーリング
「大学生活の目標とは」
（生徒 91 名、保護者 10 名）
後期末追試験（～ 22、24 日）
後期集中講義期間②（～ 23 日）
ふかふか体験 in しばた
後期集中講義期間③（～ 3 月 2 日）
図書館蔵書整理（～ 3 月 9 日）
臨時教授会
FD 研修会兼アクティブラーニング報告会
⑤

March

学業選抜特待生入学試験（センター利用型 2 期）
、
センター
利用入試（2 期）合格発表
第 10 回「阿賀北ロマン賞」授賞式、まちの駅よろず「新発田学研究セ
ンター」開所 11 周年記念イベント（74 名）
（写真⑤）
講演 加藤宗哉 作家・元「三田文学」編集長
パネルディスカッション「人が輝く地域を創る」
髙澤大介 菊水酒造社長、渡辺明紀 新発田建設社長、
五月女奈緒美 三福運輸社長
教授会
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 2 期）
、一般入学試
験（C 日程）
、外国人留学生入学試験（2 期）試験日
学内合同企業説明会（166 社、213 名）
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 2 期）
、一般入学試
験（C 日程）
、外国人留学生入学試験（2 期）合格発表
臨時教授会
オープンキャンパス①（40 名）
推薦入学試験（2 期）試験日、AO 入学試験（5 期）面談日①②
第 24 回卒業式（聖籠町町民会館）
卒業記念パーティー（新潟グランドホテル）
学業選抜特待生入学試験（センター利用型 3 期）、推薦入学試験（2 期）、
AO 入学試験（5 期）
、
センター利用入学試験（3 期）合格発表
理事会、評議員会
学年終わり
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本の面白さを伝える活動
国際文化学科 3 年

渡邉

April 2018

皆さん「ビブリオバトル」を知ってい
ますか？ビブリオバトルとは、何人かで
本の紹介をし合ってその中から１番読み
たくなった本を決める、というゲームで
す。日本には、ビブリオバトルの大学生
チャンプを決める全国大会があり、私は
12月に新潟県の代表として出場しまし
た。
私がビブリオバトルに参加するように
なったのは、大学の図書関係のサークル
「ライブリオ」のメンバーになったこと
がきっかけです。このサークルではビブ
リオバトルに本を紹介する人（バトラー
といいます）として参加したり、大学や
地元の図書館でビブリオバトルを企画・
運営したりしています。
全国大会では本戦に進むことはできま
せんでしたが、レベルの高い発表に触
れ、またよい発表だったと言ってくれる
人もいて、ビブリオバトルに対してのモ
チベーションが上がりました。これから
もこの活動を通じて、大学や地元の皆さ
んに本の面白さを伝えていきたいです。

イクネスしばたでのビブリオバトルで発表する渡邉さん（右）
発行／敬和学園大学
印刷／島津印刷株式会社

富川尚先生のコメント

〒 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

大学図書館の下で活躍する
サークル「ライブリオ」がどん
どん成長しています。さまざま
な取り組みの中でも核となって
いる活動が「ビブリオバトル」
です。この度の渡邉さんの活躍
には本当に驚かされました。県大会で見せたプレゼ
ンテーションは誰もが本を手に取りたくなるもので
した。それが証拠に大会後も他のバトラーとの会話
が延々と続き、その時間もまた輝いていました。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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