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Close up
「ソーシャルビジネスで目指す持続可能な社会づくり」
共生社会学科

趙晤衍、
石坂誠、
堀野亘求

ソーシャルビジネス・コースまるわかり
学生による商品開発／サマーフェスティバルに参加
敬和祭／ふれあいバラエティのご報告
授業紹介⑯「まちづくり論」堀野亘求

学生が商品開発した「あまどころミルクアイス」

アクティブラーニング紹介⑯
よりそいカフェ しゃんしゃん

レクリエーション
なども学生が準備

参加者への
プレゼントを用意

「よりそいカフェ しゃんしゃ
ん」（認知症カフェ）は、認知
症の方やそのご家族、医療・ケ
アの専門職の方などが集まり、
気軽に交流しながら情報交換す
る場です。月1回のペースで、
新発田駅前にあるまちカフェ・
りんくで開催しています。
学生たちは、レクリエーショ
ンや歌、軽食や飲み物の準備な
ど、交流を促すためのプログラ
ムを用意し、参加者との交流を
すすめます。立場の異なる方々
と接し現場の声を聞くことで、
教室の中だけでは分からなかっ
たことを学び、地域の課題発見
と解決につなげています。

現場の声が学びにつながります
誌面案内
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〈表紙写真〉
学生たちと粟島浦村とで共同開発した
「あまどころミルクアイス」ができました（p.6）

共生社会学科

共生社会学科

趙 晤衍

石坂 誠

堀野 亘求
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二〇一九年度新設「ソーシャルビジネス・コース」

共生社会学科

オ

ソーシャルビジネスで目指す持続可能な社会づくり
ジネスは、地域共生社会構築のための、
●ソーシャルワークとソーシャルビジネス
いわば車の両輪といえるものです。
敬和学園大学の共生社会学科では
「ソーシャルワーク（相談援助）
」と「ソー
シャルビジネス（社会起業、
社会的企業）
」 ●ソーシャルビジネス・コースの特徴
の二つのコースを設けています。
このように、その存在感が日増しに高
日本における現在の重要施策の一つ
まってきているソーシャルビジネスです
が、地域共生社会の構築です。生きづら
が、日本において体系的に学べる大学は
さや困難を抱えた方々を含めた、差別の
まだ数多くありません。
ない地域づくりを行っていくことが喫緊
本学のソーシャルビジネス・コースで
の課題となっています。
は、ビジネスの考え方や手法を中心に学
貧困や認知症の方のケアなどの社会課
び、その学びを社会で実践することで、
題は、いわば入り口です。こうした社会
社会貢献と経済発展を共に実現できる人
課題を抱える方々に個別に対応し、相談
材 の 育 成 を 目 指 し て い ま す。 具 体 的 に
援助を行っていくのが「ソーシャルワー
は、豊富な現場経験のある社会起業家と
ク」です。そしてソーシャルワークは、 のディスカッションや社会的企業などへ
その課題の解決のために居住支援、就労
のインターンシップ、起業家コンテスト
支援などに関わります。
（事業プランの発表）への積極的な参加
しかし、今日の社会課題は複雑化・深
など、さまざまなプログラムの実践を通
刻化しており、ソーシャルワークだけで
じて、社会における行動力の習得を目指
は解決・緩和が困難になっています。そ
します。そして卒業後は、社会的企業へ
うした社会に山積する課題に対して、ビ
の就職はもちろんのこと、行政機関やＮ
ジネスの手法で対処していこうという動
ＰＯ、企業のＣＳＲ（社会貢献事業）部
きが、
「ソーシャルビジネス」なのです。 門など、幅広い就職につなげていきます。
単なる利益の追求ではなく、福祉マイン
また併せて、社会起業家を目指す卒業生
ドや社会的使命を基盤とした「起業」や
を継続して支援していくために、金融機
「社会的企業」による地域の課題解決に
関からの資金提供をはじめとした「ヒト、
向けた事業の活性化が、社会課題の解決・
モノ、カネ、情報」といった資源を活用
緩和には不可欠となっています。このよ
するための拠点づくりも進めています。
うに、ソーシャルワークとソーシャルビ
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のノウハウがないとの相談を受け、本学
の学生がデザインと販売の支援を行うこ
とになりました。単なるパッケージデザ
インにとどまらず、マーケティング調査
や販路拡大など取り組む内容は広がりを
見せています（六ページ）
。実際にお祭
りなどで梅干しの試食を実施したり、ヒ
アリングによる来場者アンケート調査を
行いました。その調査の中で価格設定や
梅干しを活用したレシピについてお聞き
し、今後の商品活用に生かしています。
また、学生たちは敬和祭で加治川周辺
の農産物を代行販売することによって販
売方法や売上管理などの実践的な経験も
得ました。このような実践的な取り組み
を通じて、地域産業の活性化について積
極的に学んでいます。

道の駅加治川での学生によるマーケティング調査
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●具体的な取り組み②
～加治川梅干し プロジェクト～
国道七号線沿いの道の駅加治川内にあ
る「農畜産物販売所やまざくら」は、主
に近隣農家が育てた野菜などの農産物を
販売していますが、新たに加工品として
梅干しの生産・販売もすることになりま
した。しかし、パッケージデザインなど

も豊富です。学生たちは、これらの六次
●具体的な取り組み①
化計画にも積極的に参加しています。粟
～粟島アマドコロ プロジェクト～
島の自然に広く分布しているアマドコロ
本学と粟島浦村は、二〇一四年に教育
や福祉、まちづくり、地域産業振興など （山菜の一種）を使った商品の試作品づ
に関する包括連携協定を結んでいます。 くり（六ページ）や人工栽培の準備、粟
島在来種の大豆一人娘の収穫および加工
この協定に基づいて、粟島への地域貢献
のサポート、ＪＲＡ普及活動（粟島牧場
はもちろんのこと、学生たちが粟島を訪
としおかぜ留学の子どもたちとの交流）
れ、粟島地域の課題（少子高齢化や離島
特有の地域産業の衰退など）を発見し、 などに参加しています。また、本学学生
が新発田駅前で経営するまちカフェ・り
その課題の解決に向けたさまざまな取り
んくにおいて、粟島の農産物や海産物の
組み（ＰＢＬ）を行っています。そして
販売、粟島の魅力を伝える粟島ランチな
この取り組みが、地域産業の活性化や少
ど、粟島浦村と協力した粟島フェアを企
子高齢化・人口減少といった課題の解決
画・運営してきました。一〇月に行われ
にどう結びつくのか、離島・過疎地域に
た敬和祭においても、これまでの活動報
おける雇用の創出がどのようにまちづく
告と共に、粟島浦村と共同開発したアマ
りにつながるのかをソーシャルビジネス
ドコロのアイスやおにぎりなどの特産品
の視点から学んでいます。
を試験販売し、一日で完売することがで
粟島浦村は、海産物だけでなく農産物
きました。さらに、今年度よりアマドコ
ロのアイスは、敬和学園大学独自のブラ
ンドとして販売することも決まりまし
た。また、粟島で実習する学生たちが無
料で宿泊できる拠点が、自然景観の優れ
た場所にできる予定となっています。
敬和祭での粟島特産品販売は１日で完売しました

します。この三つを、一つひとつ独立し
たものではなく、複合的に意識した事業
や活動が、持続可能な地域づくりには不
可欠となっています。ＦＥＣを起点にし、
ソーシャルワークとソーシャルビジネス
とを交わらせて活動をすすめることが、
地域共生社会の構築に大きな役割を果た
すためのポイントであり、本学が地域活
動に取り組む際に意識することの一つと
なっています。

●持続可能な社会の実現のために
国連は社会を持続可能なものにするた
めに二〇一五年に持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）
を定めました。ＳＤＧｓでは、
先進国のみならず途上国を含めたすべて
の国が取り組むためのさまざまなゴール
とターゲットを定められ、そのために政
府やＮＰＯのみならず企業も含めたすべ
てのセクターが参加することを求めてい
ます。もはや企業は営利を追求するだけ
でなく、持続可能な社会づくりに欠かせ
ない重要な存在であると位置づけられて
いるのです。
いち早く社会課題の解決に取り組み、
自らの住む社会を変革するための行動力
を身につけた、これからの社会を担う人
材を一人でも多く育成していく、このこ
とが、日本ひいては世界が持続可能な社
会へと変化していくことにつながりま
す。そのために日々進化する学びが得ら
れるのが、本学の「ソーシャルビジネス・
コース」なのです。
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多様な生き方と多様な働き
方が求められる現代社会に必
要な真の豊かさとは何か。こ
れらの問いかけに対し、
「ソー
シャルビジネス」の学びを通
じて、福祉はどうあるべきか
を考えます。

ソーシャルワーカーとして
働く中、地域課題解決のため
の社会資源の開発や地域づく
りにおける、ＮＰＯや協同組
合の無限の可能性を感じてき
ました。一緒にその可能性を
追求しましょう！

まちは人の営みと共に絶え
ず変化します。その変化を柔
軟にとらえ、人々を笑顔に変
える人材が今必要です。
「まち
づくり論」では、まちと自分
が共に成長する過程を通じて
学びを深めます。

●ソーシャルビジネスとＦＥＣ
このほかにも、ゼミなどの少人数の授
業では、貧困・社会的排除の現状を学ぶ
と共に、そうした社会課題の解決を使命
として事業活動を行うソーシャルビジネ
スの現場（天寿園カフェＫｉｍａｍａ、
ささえあい生協・就労支援事業所きまま
舎など）に出かけて行き、現場の方のお
話を聞いたり、利用者さまと活動を共に
することによって、出口での社会課題の
解決・緩和の方法を学んでいます。
地域づくりの核になる考え方の一つと
して「ＦＥＣ」による持続可能な地域づ
くりというものがあります。Ｆはフード
（食と農業など）
、Ｅはエネルギー（特に
再生可能エネルギー）
、Ｃはケア（社会
福祉にとどまらない、自然環境保護やま
ちづくりなど広い意味でのケア）を意味
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ささえあい生協きまま舎でのカレーづくり
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堀野亘求 准教授
プロフィール

石坂誠 准教授
プロフィール

趙晤衍 教授
プロフィール

〈研究テーマ〉
NPO・まちづくり

〈研究テーマ〉
社会起業

〈研究テーマ〉
地域福祉

シャルビジネス・コース まるわかり
【実践を促す環境】

ソーシャルビジネス実践のための
拠点を用意し、
学びを強力にサポート。

【社会で活躍する先輩たち】
NPO 法人
あおぞら

株式会社
花安 新発田斎場

新発田市役所

粟島浦村役場

木津 尚起さん

五十嵐 光さん

宮﨑 由香さん

高橋 奈緒子さん

地域における活動拠点

・新発田市「まちカフェ・りんく」
・粟島浦村「粟島プロジェクト基地」
卒業後の起業サポート拠点

・敬和インキュベーション・ベース
（構想中）

インターンシップ
（フィールド・トレーニング）
日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）
連合会、NPO法人にいがた若者自立支援
ネットワーク・伴走舎、NPO法人あおぞ
ら、NPO法人スポネットせいろう、株式
会社花安 新発田斎場、シネ・ウインド、認
定NPO法人新発田総合型地域スポーツクラ
ブ など

C
E・ケア●を
ネルギー●
み合わせた事業や活動で解決

共生社会学科
2010年3月卒業
施設長

共生社会学科
2018年3月卒業
葬祭プランナー

国際文化学科
1995年3月卒業
市民まちづくり支援課

共生社会学科
2019年3月卒業
地域おこし協力隊

【その他の主な就職先】
ながおか医療生活協同組合、ささえあいコミュニティ生活協同組
合新潟、新潟みらい農業協同組合、社会福祉法人キングス・ガー
デン新潟、社会福祉法人からし種の会、菊水酒造株式会社、株式会
社ハードオフコーポレーション、株式会社カネコ商会、社会福祉
法人上越市社会福祉協議会、阿賀野市役所、新潟市消防局 など

【就職支援体制】
在学中の学びや活動、本人の希望
など、それぞれの状況に合わせて
きめ細やかな就職・キャリア支援
を行っています。

地域共生社会

社会貢献と経済発展を実現。持続可能な社会へ。

3年次

4年次

ビジネスの諸科目により、社会課題の発見とその解決の
、地域での活動により実践力を鍛える

社会的企業はもちろん、行政機関や NPO、
企業の CSR 部門などへの就職をサポート

ティング論／地域産業論／まちづくり論／共生の哲学／

マンツーマン指導

調査の基礎／福祉経営論／環境経済学／現代企業論など

地域学研究・卒業論文・起業家育成

加治川プロジェクト、認知症カフェなど）
、地域貢献活動、ボランティア活動

（フィールド・トレーニング）
ム（ディプロマ）

就職活動
→くわしくは Close up（P1 ～ 3）で紹介
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2019年度
スタート!

ソー シ

地域の課題をビジネスの視点で解決

【教室での学び】

【社会での実践】

社会課題の現状とその解決について、
「ソーシャルワーク」と「ソーシャルビジネス」
の２つの視点で学ぶ。

地域活動の現場に出向き、
その地域の課題を発見し、
ビジネスの視点からその解決を目指す。

ソーシャルワーク
相談援助

社会福祉

粟島アマドコロプロジェクト

加治川梅干しプロジェクト

認知症カフェ

ソーシャルビジネス現場見学

起業家コンテスト

地域貢献・ボランティア活動

ソーシャルビジネス
社会起業

社会課題の
複雑化

社会的企業

貧

ソーシャルビジネス・コース
カリキュラム
人文社会科学を
中心とした
カリキュラムに
加えて、実践的な
社会福祉やビジネスに
関する科目を用意
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困

ひきこもり

環境問題

認知症

食料問題

ソー

ーク
シャ
ルビ ワ
ジネ
ャル
ス
ソーシ

1年次

F・エ ネ
フード●
複合的に組

2年次

地域共生社会実現のための
動きについて、全体像を掴む

ソーシャルワークとソーシャル
手法を学び、

共生とケア入門

社会起業論／地域福祉論／マーケ

ボランティア論・地域学入門

社会保障論／非営利組織論／社会

ボランティア論・学習セミナー

アクティブ ラーニング実践 （粟島プロジェクト、

インターンシップ （
地域経営プログラ

学生による商品開発

地元農家の資源を学生の手で輝かせる

加治川 梅干しプロジェクト

国道七号線沿いの道の駅加治川内に
ある「農畜産物販売所やまざくら」は、
主に近隣農家が育てた農産物を販売し
ています。これまでは野菜をそのまま
販売していましたが、新たに加工品と
して梅干しを生産・販売することにな
りました。しかし、農家の皆さまはデ
ザインなどの経験がほとんどありませ
ん。そこで、本学の学生がデザインを
含めた販売支援を行うことになりまし
た。パッケージデザインやマーケティ
ング調査など、内容は多岐にわたりま
す。学生が共に歩むプロセスが、梅干
しのように「すっぱいが体にはいい！」
という経験になればと思います。
（共生社会学科 堀野）
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地域福祉と社会起業による地域活性化

「ソーシャルビジネス」に取り組む学生たち

私たちは、
敬和祭で初めて販売する「あ
まどころミルクアイス」のパッケージを
デザインさせていただきました。一から
デザインすることは正直不安でしたが、
この商品の意義や目的、私たちの思いな
どゼミで話し合いを重ね、敬和学園高校
の湯田先生からのデザイン指導を経て、
最終的には専門家からもアドバイスをい
ただき、粟島と敬和学園を象徴するパッ
ケージとして完成させることができまし
た。パッケージはとてもやさしい雰囲気
に仕上がり、アマドコロのほんのりとし
た香ばしさに濃厚なミルクが加わった味
わいにマッチしています。敬和祭では、
一〇〇個用意したアイスを完売すること
ができました。初披露を皆さまと楽しむ
ことができてよかったです。
今回の活動を通して「ソーシャルビジ
ネス」とは何かを学ぶことができました。
粟島や企業の方々、先生たちに協力して
いただき、普段できない体験から学びを
深めることができました。今後も私たち
学生が主体となって地域と連携した活動
に取り組んでいきたいです。

梅干しのパッケージデザイン案を
検討する学生たち

趙ゼミでは二〇一六年度よりアクティ 「ソーシャルビジネス」を体感
ブラーニング・プログラムとして二つの
活動に取り組んでいます。一つは、新発
共生社会学科二年
田南地域包括支援センターとコラボし、
植村 元
毎月一回土曜日に「よりそいカフェ しゃ
んしゃん」
（認知症カフェ）の企画・運
営を行っています。もう一つの活動が
「粟
島浦村地域活性化プロジェクト」です。
活動の一環として粟島に自生する山の幸
「アマドコロ」のブランディング活動を
行い、このたび何世代かの学生たちの活
動が実を結び、
「あまどころミルクアイ
ス」として商品化されました。今後も粟
島の活性化に貢献できるよう活動を続け
ていきます。
（共生社会学科 趙）
大学売店で販売開始した「あまどころミルクアイス」

サマーフェスティバル

オリジナルのはっぴを着て、オリジナルの手ぬぐいを販売

熊本地震発生から三年

学生による被災地支援の取り組み

棚村 恭乃

ゆ き の

英語文化コミュニケーション学科二年

私は「Ｋｅｉｗａ ＨＯＰＥ」の一員
として、昨年から熊本地震復興支援の
ためのチャリティイベント「くまタリ
アン ｉｎ しばた」の企画・運営に参加
しています。今年は会場を新発田市役
所「ヨリネスしばた」に移して開催さ
せていただきました。
当日は、熊本地震について改めて関
心を持ってもらえるように、私たちが
現地で調査した熊本地震の発生当時と
現在の状況との比較資料を掲出し、説
明させていただきました。また、メイ
ンイベントとして日本で初めて肉食恐
竜の化石が発見されたことで知られる、
恐竜の郷「熊本県上益城郡御船町」か
ら化石発掘ガイドの方をお招きし、化
石発掘体験を実施しました。化石発掘
体験料のほか、本イベントの収益の一
部は、御船町観光協会に義捐金として
お送りし、発災より三年が経過しても
なお日常生活に戻れない被災者の皆さ
まへのエールとさせていただきました。
私たちは、今後も、熊本県の「いま」
を調査し、チャリティイベントなどを
通し発信し続けることで、継続的な支
援をすすめていきたいと思います。
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新発田市「サマーフェスティバル」に参加しました

き ら ら

新発田市のメインストリートにおいて
商品販売を通じて感じた心の温かさ
「サマーフェスティバル」が七月二七日
に開催され、実行委員会さまのご厚意で
国際文化学科三年
「敬和学園大学ブース」を設けていただ
小林 葵楽
き、本学から七団体が出店しました。
当日は、学生たちが大学と地域のつな
今回「サマーフェスティバル」に参加
がりが伝わるようにデザインしたオリジ
して、ものを売るということの難しさと
ナルの「はっぴ」を着用して活動しまし
同時に、新発田の方々の心の温かさをあ
た。また、学生がデザインしたオリジナ
らためて知ることができました。
ル「手ぬぐい」の販売も行いました。
私は、大学が開講する産官学民の授業
参加した学生および教職員は五〇名を
超え、地域の方々に普段の活動の成果を 「地域学」から派生した活動として、敬
和オリジナル手ぬぐいの販売を行いまし
披露できる機会となりました。
（地域連携センター） た。この手ぬぐいは企画からデザインま
で学生が行ったもので、藤岡染工場さま
に製品として仕上げていただきました。
私たちは、この手ぬぐいの販売にあた
り、若者や外国の方をターゲットにして、
手ぬぐいのさまざまな使い方をＰＲする
ことにしました。まず手ぬぐいの使い道
を解説する資料を作り、英語文化コミュ
ニケーション学科のメンバーにそれを英
訳してもらいました。このＰＲペーパー
のおかげで、たくさんの若者や外国の方
に興味を持ってもらうことができまし
た。また、このような方々に加えて、地
元の学生ががんばっているからという理
由でお買い上げくださる方もいらっしゃ
り、新発田の方々の心の温かさを感じる
ことができました。
敬和オリジナルのはっぴを着て活動する学生たち

敬和祭

さまざまな困難を乗り越えて得た、実り多き経験

第二九回敬和祭のご報告
イベント運営の難しさを学びました

金澤

優海

国際文化学科一年

入学して初めての敬和祭。私は、
「Ｋ
ＥＩＷＡ Ｌｉｖｅ Ｅｘ！」の広報担
当として参加しました。この企画は、ク
ラウドファンディングで資金を集め、新
潟県内外から総勢一一組ものアイドルを
お招きするという大きなものでした。そ
のため、当初は、
「こんな入学したての
一年生が役に立てるのだろうか」と不安
で胸がいっぱいでした。実際、企画を進
行していく中で、分からないことやでき
ないことが多くありました。しかし、先
生や先輩のアドバイス、仲間の協力があ
り、少しずつではありましたが、自分に
できることが増えていきました。
当日は企画チームのメンバーをはじめ
とした学生スタッフだけでなく、先生も
含めて上を下への大騒ぎで、イベントが
終わるころにはみんなぐったりでした。
それでもイベントは大成功でしたし、企
画に参加した学生スタッフたちとも最後
は笑って解散できました。最初は不安で
したが、多くの学生とのつながりができ、
イベント運営の難しさを教えてくれたこ
の企画に今は感謝しています。

社会人として必要な知識と経験を整理

インターンシップ・プログラム

敬和学園大学では、夏期休暇を利用
して、主に二・三年生が一週間から二週
間のインターンシップ・プログラムに
参加しています。今年度も新潟県内の
各自治体や企業の皆さまからご協力い
た だ き、 製 造 業、 情 報 通 信 業、 卸 売・
小売業、金融業、宿泊業、サービス業、
地方公務といった多くの業種で、就業
体験の機会をいただきました。さらに
今年は、ベトナムの日本語学校でのイ
ンターンシップも行いました。
学生たちは、就職活動前に準備が必
要な業界研究・企業研究を実体験する
と共に、これからの学生生活をどのよ
うに過ごすべきか、自分を見つめ直す
機会にもなっています。
（就職委員会・キャリアサポート課）

ベトナムでの日本語学校インターンシップ

四月に実行委員会が発足し、敬和祭を
盛り上げるために委員同士や参加団体と
の会議を重ね、企画に向けたいくつもの
課題を乗り越えながら活動を進めていき
ました。私はこれらの経験を通して、明
確な目的を持って行動すること、そして
目的を達成するための手段を考えること
の重要性とその難しさを学びました。
敬和祭が無事に成功した今、私にとっ
てこの活動は実り多きよい経験だったと
思えています。これは、周りの皆さんの
ご協力があったからこそだと感謝してい
ます。今回得た学びを生かし、来年も敬
和祭を盛り上げていきたいです。
（敬和祭実行委員会 豊田頌）

留学生による母国料理の屋台が人気でした
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ふれあいバラエティ

お客さまと楽しんだ、かけがいのないひと時

ふれあいバラエティのご報告
今年の経験を来年につなげます

有本

らな

国際文化学科二年

学生・保護者・大学が一体ですすめる就職活動

三年生保護者との就職懇談会を開催

三年生保護者との就職懇談会を、七
月二七日、新潟グランドホテルにて開
催しました。
第一部では、まず就職委員長から最
新の求人倍率や就職活動スケジュール
の説明があり、保護者の方々に家庭で
の サ ポ ー ト に つ い て お 願 い し ま し た。
引き続き、キャリアサポート課長から、
敬和学園大学の就職支援体制と卒業生
の就職実績について、具体的なデータ
を用いて説明させていただきました。
第二部の懇談会では、和やかな雰囲
気の中、保護者とアドバイザー、担当
教職員とで、家庭や大学での学生の様
子について情報交換を行いました。
（就職委員会・キャリアサポート課）
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地域の福祉施設の利用者さまをお招き
し、
「ふれあいバラエティ」を開催しま
した。今年は
「おとぎ話の国」
をテーマに、
絵本のようなワクワク、ドキドキの楽し
い空間を体育館につくりあげました。
学生有志で夏休みに集まり、一つひと
つ手作りで準備したレクリエーションや
縁日屋台をお客さまと共に楽しみ、参加
した学生五〇名それぞれがかけがえのな
いひと時を過ごすことができました。
お見送りの際に花道を通るお客さまの
笑 顔 を 見 て、 学 生 の 誰 も が 参 加 し て よ
かったと思えたはずです。参加いただい
た皆さま、ありがとうございました。
今年もふれあいバラエティに学生ス
タッフとして参加しました。二年目とな
るので、昨年の経験を生かしてより責任
感を持って活動しようと、夏から始まっ
た事前準備にも積極的に参加しました。
イベントが無事に終了し、お客さまが
お帰りになられる際に「ありがとう！楽
しかった。
」と声をかけてくださった時
は、一生懸命にコツコツと準備を進めて
きてよかったなと心から思いました。一
方で、幹部スタッフとして他のメンバー
をまとめる場面では、直前になって慌て
てしまい、うまく指示出しができなかっ
たこともありました。一つひとつの経験
を糧に、来年はより一層スムーズに活動
できる環境づくりに力を入れたいです。
来年は、この歴史ある「ふれあいバラ
エティ」が三〇回目を迎えます。先輩方
が築いてきた伝統や施設・お客さまとの
つながりを大切にしながらも、何か新た
な試みに挑戦したいと考えています。一
人でも多くのお客さまに楽しんでいただ
けるよう、来年度も仲間たちと共に活動
に取り組んでいきたいと思います。

学長をはじめ教職員と
保護者の皆さんでの情報交換

（ふれあいバラエティ実行委員会 小林葵楽）

お客さまにネイルアートのサービス

イベント・お知らせ

日本海側最大の同人誌販売会

アニメ研究部、ガタケットに参加

継続した学生ボランティアの取り組み

聖籠町わんぱくキャンプに参加

避難所での対処を学習

ボランティア論・学習セミナーを開催

私たちアニメ研究部は、八月二五日に
新潟市産業振興センターにて開催され
た「 ガ タ ケ ッ ト 一 六 五 」 に 参 加 し ま し
た。ガタケットは日本海側最大の同人誌
展示即売会です。毎週の活動の中で『Ｓ
ＨＩＲＯＢＡＫＯ』というアニメを視聴
し、そのレビューを本にまとめ販布しま
した。この作品はアニメーションの制作
過程を学ぶことができ、とても勉強にも
なっています。部員の一部はコスプレも
行い、ブースを盛り上げてくれました。
今後もさまざまなイベントを通じ活動
の幅を広げ、アニメ研究部をさらに発展
させていきたいです。
（アニメ研究部 鈴木千尋）

『SHIROBAKO』のレビュー本を販売

敬和学園大学では、聖籠町主催の「わ
んぱくキャンプ」への学生ボランティア
活動を一〇年以上続けています。この行
事は、聖籠町の小学五、六年生が中学で
の合流を前に仲間づくりをすることが大
きなテーマです。今年も学生たちが子ど
もたち各班のリーダーとなり、登山や野
外炊飯、キャンプファイヤーに肝試しな
ど、二泊三日の活動をサポートしました。
一昨年は、小学生の時の参加者が本学
に入学し、ボランティアのリーダーとし
て携わってくれました。参加した子ども
たちがそれぞれ大人になった時に、この
体験を新たな形で体現してくれることを
願います。
（総務課 吉 ）

学生ボランティアが2泊3日のキャンプをサポート

このセミナーは、一年生必修の「ボラ
ンティア論」と「基礎演習」の合同プロ
グラムとして、世界中で起きているさま
ざまな社会課題への気づきを促し、自発
的（ボランタリー）な活動につながるきっ
かけづくりを行うものです。
昨年に引き続き今年も、災害が発生し
た際に避難所で必要になるモノ、コトを
考え、他者と協力して対処できるように、
具体的な達成課題を設定した演習を行い
ました。火をおこしてお茶をいれる、ダ
ンボールでトイレをつくるなど、災害を
乗り切るために「生活」をイメージし、
人々の困りごとを明確化して対処するこ
とを学びました。
（共生社会学科 池田）
学生を指導してくださった李仁鉄先生（写真中央）
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授業紹介

授業紹介⑯「まちづくり論」 担当 堀
: 野亘求

まちの「今」を知り、自ら行う「まちづくり」
他者を知ることで新しい自分を発見

坂爪

直也

共生社会学科四年

この授業では、市役所やラジオ放送局
で働く方、ＮＰＯ法人を立ち上げた方な
ど、さまざまな分野で活動している方々
の活動をケーススタディで学びます。ま
た、話題提供者に私たちが直接質問し、
回答いただく形式の講義もあります。
この授業の特徴は二つあります。一つ
目は学生同士が学年に関係なくニック
ネームで呼び合うことです。他の授業で
は学科や学年が違う学生と会話をする機
会は少ないのですが、ニックネームで呼
び 合 う こ と で、 多 く の 会 話 が 生 ま れ る
きっかけになっています。二つ目は学生
が学生を評価することです。毎回ヒアリ
ングシートが配られ、自分以外の質問者
で参考になった点や自分がよかったと思
う質問者上位三名を選んでシートに記入
します。自分以外の学生を意識すること
で異なる視点や考え方を知ることがで
き、よい学びにつながっています。
現場の方や学生同士の交流が深まり、
違った考え方を知ることで自分の中にも
新たな視点が生まれています。毎週の授
業がとても待ち遠しいです。

（二〇一九年八月三一日現在、敬称略）

一般寄付者ご芳名

〈一 般〉
阿部 和夫、相澤 久 、 赤石 咲子、
姉﨑 静記、荒井 重人、遠藤 木綿子、
後藤 盛子、後藤 晋、 長谷川 肇、
畠野 旬子、本間 義人、池田 富喜子、
神田 延榮、片野 延男、片山 恵美子、
川村 邦彦、櫛谷 多恵子、皆木 邦夫、
村山 国弥（２）
、野田 義史、
大浦 研二、小柳 清、
斎藤 幹夫・礼子、櫻井 裕子、
笹川 寛、 佐藤 泰彦、渋川 禄郎、
須貝 憲明、菅井 巨子、鈴木 精一郎、
和田 信市、山田 典子、四杉 久美子、
新発田建設株式会社、新菖工業株式会社、
日本キリスト教団新潟愛泉伝道所

〈卒業生・在学生・保護者〉
近 伸之（一）
、 塩谷 真澄（一）
、
齋藤 和徳（八）
、垣内 駿（一九）
、
田嶋 勇希（二四）
、足立 恭平（二五）

〈学園関係〉
高加茂 早苗、後援会（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
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コミュニティの力が弱まっています
が、いまだ有効な解決策を見いだせずに
います。カリスマ的な存在が取り上げら
れることもありますが、すべてのまちに
カリスマがいるわけではありません。む
しろ、そのような稀有な人がいないまち
の方が多いのではないでしょうか。
この授業では先進事例やカリスマ的な
存在ではなく、日常生活の中からまちづ
くりのヒントを考える機会を積極的に設
け て い ま す。 学 生 が 主 体 と な る ワ ー ク
ショップや分析のためのヒアリング力を
醸成し、まちの息づかいを感じて、今の
まちに何が必要かを自らの力で創り出す
ことを目指しています。
学生・ゲスト・教員との対話で授業をすすめます

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

当たり前の変化と価値観の形成

二〇〇九年度卒業

木津 尚起

学生生活での一番の思い出は、趙ゼミ
での粟島合宿です。仲間数人で自転車を
借りて島一周したのですが、コンビニや
スーパーは見当たらず、あるのは海と山
と家だけ。何もないと聞いてはいました
が、
いざ体感してみると私の中にある「当
たり前」の街並みのイメージが変化しま
した。私は島一周に夢中になり、途中で
財布を落としたのですが、驚くことに村
内放送で名前を呼ばれ、駐在所で財布が
戻ってきました。現金は入ったままの状
態でした。その時、島の一体感と村人の
やさしさに触れた気がしました。そんな
人たちのためになりたいとも思いまし
た。過疎化、高齢化と言葉で聞くことは
あっても、感情までは動きません。私は
粟島で、体感することでしか生まれない
感情があることを知りました。
私は現在、特定非営利活動法人あおぞ
らという団体で障がい者就労支援の現場
で働いています。将来、働くならば人の
役に立ちたいという気持ちを持って生き
てきて、共生社会学科というワードに惹
かれて敬和学園大学に入学し、そこでリ
ベラルアーツの幅広い学びを体感するこ

とで私の感情が動きました。視野が広が
り、周りに流されない価値観を身につけ
ることができました。そこでつかんだ
「障
がい者と健常者と呼ばれる社会を変えた
い」という思いから、障がいを持った人
と一緒に「働く」の新しい形を探してい
ます。一人の人間として当たり前に生き
ることの価値を共有したいのです。
障がいを持った人たちと一緒に、変化
を楽しみ新しい未来を創ることに人生を
使いたいと思えたのも、敬和学園大学と
の出合いがあったからだと思います。学
びのシステムもそうですが、さまざまな
個性をもった先生方がいて、学生とほど
よい距離感で応援してくれる温かい敬和
学園大学の環境が一番の魅力だと今でも
思っています。
化粧品パッケージへのスタンプを指導する木津さん
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学事予告

◆一二月◆
七 日 聖籠町キッズカレッジ（英語教室）②
一四日 ＡＯ入学試験（三期）面談日①
二〇日 クリスマス行事
二四日 冬期休暇（一月五日まで）
二六日 ＡＯ入学試験（三期）面談日②
◆一月◆
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）
二七日 後期講義終了
二八日 後期末試験（二月三日まで）
二九日 ＡＯ入学試験（四期）面談日①
◆二月◆
一 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）
二 日 社会福祉士国家試験
五 日 ＡＯ入学試験（四期）面談日②
一〇日 春期休暇（四月三日まで）
後期集中講義（一四日まで）
一五日 入学前スクーリング
一七日 後期末追試験（一九日まで）
一八日 一般入学試験（Ｂ日程）
二六日 再試験（二七日まで）
◆三月◆
二 日 図書館蔵書点検（一三日まで）
九 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）
一三日 学内合同企業説明会
一八日 ＡＯ入学試験（五期）面談日①②
推薦入学試験（二期）
一九日 卒業式、卒業記念パーティー
三一日 学年終わり
◆四月◆
一 日 学年始め
三 日 入学式
後援会総会
一一日 創立三〇周年記念式典
新入生歓迎公開学術講演会
（講師 池: 上彰氏）
二三日 新入生オリエンテーション（二四日まで）
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From Campus

キャンパス日誌
6 June
5
6
7

10
14

15
20
21
23
24
26
28

29

教授会
JCLP（日本文化・日本語研修プログラム）
（～ 19 日、学生 10 名・教員 1 名）
（写真①）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑦
説教 藤野豊 教授「いのちを見つめる～政治」
講話 髙橋淳子 新潟青陵大学短期大学部教授「いのちを問う～教育」
共生社会学科見学実習（長岡福祉会、サポートセンター喜多町、長岡療育園、桜花園、桐樹園）
相談援助実習１（～ 22 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑧
説教 三村修 日本基督教団佐渡教会牧師
「キリストが愛してくださったように」
講話 加藤種雄 アサヒグループ芸術財団事務局長
「少子高齢社会は豊かな未来への入り口か？」
スポーツ大会（参加者 131 名）
オレンジ会役員会・総会（北辰館）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑨
説教 宇田川潔 副理事長「愛するって？」
講話 石坂誠 准教授「平和へのメッセージ・フローム長野」
オープンキャンパス②（188 名）
創立記念日
高校教員対象進学説明会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑩
説教 下田尾治郎 宗教部長「最後に勝てばよい」
講話 吉原悠博 非常勤講師、吉原写真館館長
「濃～い！しばた part2」
高校大学合同研修会（SD 研修会）

24
26
27
28

4
5

9
10
12

13
16
18
19
20
24
25
26

27
29
30
31

新発田市立紫雲寺中学校大学見学（3 年生 10 名、教員 1 名）
教授会
新潟市立内野中学校大学見学（3 年生 31 名、教員 1 名）
新潟市立内野中学校大学見学（3 年生 8 名、教員 1 名）
中条高校大学見学（2 年生 4 名、教員１名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑪
説教 小池正造 日本基督教団東新潟教会牧師「キリスト者の規範」
学生 HOPE ほか「知ってください Keiwa HOPE」
敬和学園高校大学見学（1 年生 195 名）
新発田南高校生インターンシップ（～ 11 日、2 年生 2 名）
ボランティア論・学習セミナー
講師 李仁鉄 にいがた災害ボランティアネットワーク理事長
「災害時のボランティア活動を考える」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑫
説教 中村敏久 国連 Women ジュネーブ事務所 緊急・人道支援部プログラム分析官
「私たちのうちに志を立て、事をなす神」
講話 青柳正俊 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館研究員 「新潟開港」
オープンキャンパス③（97 名）
教育実習反省会
秋季 AO 入学試験面談日①
チャペル・アッセンブリ・アワー⑬
説教 趙晤衍 教授「所有からシェアへ」
講話 土田雅穂 フードバンクしばた副代表 「子どもたちに明るい未来を」
聖籠町キッズカレッジ（英語で遊ぼう）①（15 名）
熊本地震復興イベント くまタリアン in しばた リターンズ
コンプライアンス・研究倫理研修会
理事会
巻総合高校大学見学（1 年生 2 名、教員１名）
秋季 AO 入学試験面談日②
チャペル・アッセンブリ・アワー⑭
説教 山田耕太 学長
「日本のスコットランドに！パーム宣教師と新潟」
キリスト教音楽受講者によるコーラス（写真②）
見附高校大学見学（1 年生 44 名、教員 2 名）
新潟東高校大学見学（2 年生 22 名、教員 2 名）
3 年生保護者との就職懇談会（新潟グランドホテル、52 名）
しばたサマーフェスティバル出店（学生 51 名、教職員８名）
前期講義終了
新潟県私学振興課主催 大学等現地説明会（教員 2 名）
加茂高校大学見学（1 年生 157 名、教員 7 名）
前期末試験（～ 8 月 5 日）
教授会
教職員 FD・SD 研修会
講師 松坂顕範 公益財団法人大学基準協会評価研究部 企画・調査研究課
「大学評価、内部質保証の概要と点検・評価報告書の作成方法等」

3
4
7
10
12
18
19
20
21
23
27

29

7
17
19
21

オープンキャンパス④（184 名）
夏期休暇（～ 9 月 18 日）
前期集中講義期間（～ 10 日）
教員免許状更新講習（～ 8 日、194 名）
AO 入学試験（1 期）面談日①
前期補講日（～ 20 日）
教育活動アクティブワーク（～ 23 日、国立妙高自然の家）
前期補講科目試験日

2
4
7
9
11

14
16
18

24
26
29

教授会
⑤
新潟向陽高校大学見学（1 年生 39 名、教員 2 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑯
説教 下田尾治郎 宗教部長「だから、心に留めておきなさい」
講話 広島・沖縄・佐渡平和学習プログラム報告会
履修登録確認期間（～ 11 日）
避難訓練
チャペル・アッセンブリ・アワー⑰
講師 山﨑ハコネ 准教授「愛は祈りから始まる」
講話 渡辺ゆきな 新潟市こども未来部こども家庭課副主査
「自分らしいライフデザインを考える」
ウィークデー・オープンキャンパス（53 名）
村上桜ケ丘高校大学見学（1 年生 35 名、教員 1 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑱
説教 藤野豊 教授「沖縄で考えたこと」
講話 奥間政則 沖縄ドローンプロジェクト分析担当責任者
「ハンセン病問題と沖縄の基地問題」
新発田市オープンカレッジ①
講師 堀野亘求 准教授、渡辺安之 花安新発田斎場 常務取締役、
市川輝雄 NPO 五十公野山森づくりボランティアの会
「教育と社会を紡ぐソーシャルビジネスの可能性」
（63 名）
ふれあいバラエティ（50 名）
新発田市立猿橋中学校職場体験（～ 25 日、2 年生 2 名）
第 29 回敬和祭、ホームカミングデー、進学説明会（～ 27 日）
新発田市オープンカレッジ②
講師 一戸信哉 教授、
松本淳 准教授「新潟で学ぶ『情報メディア』
」
（20 名）
新潟市立東石山中学校大学見学（3 年生 4 名、教員 1 名）
関根学園高校大学見学（1 年生 53 名、教員 2 名）

11 November
1

②
6
8
9
11
13
15
16
20
22

23
26
28
29

30

13

国家試験対策講座 3（～ 5 日、あかたにの家）
教授会
キッズカレッジ子ども陶芸教室②（14 名）
防火訓練（写真④）
理事会
④
前期卒業式
秋季入学式
履修相談日
後期講義開始、履修登録期間（～ 27 日）
英検 2 級・準 2 級一次・二次試験対策英語集中講座②（74 名）
（写真⑤）
AO 入学試験（2 期）面談日①
チャペル・アッセンブリ・アワー⑮
説教 山田耕太 学長「名画に見る旧約聖書入門」
前期エッセイ・コンテスト授賞式
中条高校大学見学（1 年生 17 名、教員 1 名）
AO 入学試験（2 期）面談日②

10 October

①

8 August
3
6

③

9 September

7 July
2
3

AO 入学試験（1 期）面談日②
キッズカレッジ子ども陶芸教室①（14 名）
ヱヴァンゲリヲン映画上映会
職員 SD 研修会
新発田まつり民謡流し（31 名）
（写真③）
前期追試験（～ 30 日）

チャペル・アッセンブリ・アワー⑲
説教 田中利光 教授「
「過去」と「未来」のあいだで」
講話 阪田清子 沖縄在住美術家「日常に想像力を持ち込むこと」
村上市立山北中学校大学見学（2 年生 25 名、教員 3 名）
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑳
説教 藤野豊 教授
「悪魔の飽食コンサートの実行委員長をなぜ引きうけたのか」
「地域学入門」フォト・ウォーク（学生 211 名、教職員 11 名）
相談援助実習 2、フィールド・トレーニング（～ 23 日）
企業との就職懇談会
（ANA クラウンプラザホテル新潟、
136 社 196 名）
（写真⑥）
チャペル・アッセンブリ・アワー 21
説教 房文慧 教授「コモンズの利用・保護と人間の責任」
講話 佐藤安男 水の駅ビュー福島潟事務局長「変わりゆく福島潟」
推薦入学試験（1 期）試験日
臨時教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー 22
説教 金山愛子 教授「神の前での平等と一致」
講話 西村純子 街角こんぱす㈱代表取締役社長
「女性が仕事を続けること、女性が真に輝くこと」
1･2 年生保護者懇談会（50 名）
オレンジ会役員会（志まや）
⑥
理事会
チャペル・アッセンブリ・アワー 23
説教 榎本榮次 理事長「闇から光」
講話 阿部啓輔 星野文昭絵画展 in 新発田 実行委員長
「沖縄闘争で獄中 44 年 追悼・無実の星野文昭さん」
クリスマスツリー点灯式
高校大学合同研修会（SD 研修会）
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人がつくっていく寮生活
共生社会学科 4 年

五十嵐

December 2019

私は学生寮が開設した年に入寮し、早
いもので4年目となりました。入寮した
てのころに比べると規則などもできて寮
らしくなってきたと感じています。
私には、いつも支えにしている寮監さ
んからの言葉があります。それは、「人
が変われば寮も変わる」です。寮は住ん
でいる学生によって様子が変わることを
4年間の生活を通じて実感しています。
3年目には寮長を経験させてもらいま
した。私は、みんなに共同生活をしてい
る意識を持ってもらうため、寮長だけで
物事を決めていくのではなく、寮生全員
で意見を共有するようにしました。寮長
として信頼してもらえるように、自分自
身の生活のだらしない部分を正すように
しました。寮長を経験し、以前より人の
前に出て話すことと人をまとめる実践力
が身についたと思います。
最初は不安だった寮生活も今となって
はとても住みやすいものになっていま
す。寮でのたくさんの出会いは私の宝物
です。残り少ない寮生活を楽しんで過ご
したいです。

学生寮のみんなとギョウザ作り（右上が五十嵐さん）
発行／敬和学園大学
印刷／島津印刷株式会社

趙晤衍先生のコメント

〒 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

五十嵐さんは、さまざまな地域
活動に取り組んできましたが、特
に、よりそいカフェ しゃんしゃ
ん（認知症カフェ）の活動では、
総括リーダーという大きな役割を
担ってくれました。毎月の開催
に向けて、私たちのゼミと新発田南地域包括支援セン
ターの間で準備状況の確認や、包括支援センターの担
当者と最終調整をすすめてくれました。彼の活躍のお
かげで、カフェはいつも大好評でした。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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