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「人生を変えた出会いと現場で学ぶ
「コミュニティ」
づくり」
国際文化学科

長坂康代

創立30周年記念式典・講演会のご報告
コロナ禍におけるオンライン授業について
学生寮のご紹介／学業特待生選抜のご案内
阿賀北ノベルジャムがスタート！
授業紹介⑱「教育体験活動」教職課程委員会
三密を避けて開催した創立 30 周年記念式典

アクティブラーニング紹介⑱
佐渡・宿根木集落活性化事業

ベトナム風の茶屋
ワークショップ

横井戸の掃除
ボランティア

宿根木の焼き印を入れた
竹細工を開発

誌面案内

敬和学園大学の長坂ゼミで
は、新潟県からの委嘱を受け、
佐渡・宿根木集落の地域活性化
事業に取り組んでいます。
宿根木は、17世紀に北前船の
寄港地として発展した集落で、
船大工の残した貴重な町並みが
残っています。人口減少・高齢
化が進む集落で、学生たちと
地域の皆さまで連携し、地元の
方々と観光客が触れ合える茶屋
ワークショップの開催や歴史あ
る景観の美化ボランティア、地
元の竹林の竹を使った土産物の
開発などに取り組みました。
地域の活性化を通じて学生た
ちそれぞれに気づきと成長があ
りました。ご協力いただいた皆
さまに感謝申し上げます。
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●金持ちの国から来た若造から地域住民へ
語学留学中、私は「ハビ亭」について、
図書館や研究センターなどで歴史を調
べ、下宿先の大家さんから話を聞き、毎
月旧暦の一日と一五日に扉が開くことを

ひハノイで研究を続けてください」と激
励してくださいました。さらには、先生
が研究書を出版する際、
「ハビ亭」の初
期調査であるにも関わらず、私にも声を
かけてくださいました。この恩をムダに
できない、いずれキチンと研究してまと
めたい、その思いがハノイの都市生活を
研究するきっかけになっています。
帰国後、文化人類学を学び、二〇〇四
年から本格的にハノイで調査研究を始め
ました。私が大学院生だった当時の一〇
年パスポートは、ハノイのノイバイ空港
と中部国際空港の入国・出国印、ベトナ
ム査証だけでいっぱいでした。
「人類学はけったいな学問」発言から
一〇年が経ち、
私は継続調査していた「ハ
ビ亭」をめぐる投稿論文の査読を受けま
した。査読者は明らかにされないのです
が、そのコメントの内容で確信がありま
した。そこまでご存知なのは、当時チャ
ンスをくださったあの先生しかいない
と。拙稿にコメントをくれて、それに応
える、またコメントがくる、このやりと
りが、私の論を鍛えてくれました。

人生を変えた出会いと現場で学ぶ「コミュニティ」づくり
●人生を変えた出会いと
「けったいな学問」へのまい進
人生は人との出会いで大きく変わりま
す。私の人生でも、進路に大きな影響を
与えてくれた幾人もの先生との出会いが
ありました。
私は、大学院の指導教員に勧められて
ベトナムの漢文学を学び、ベトナムに関
心を持ちました。そして、修士課程修了
後、ハノイへの語学留学を決意しました。
留学システムが整っていなかったので、
大阪まで行きベトナム研究の先生に留学
を直談判して、ハノイの研究センターで
語学の勉強をする機会を得ることができ
ました。当時、ハノイには日本人が少な
く、現地の大学院生のコミュニティに私
も入れてもらうことになりました。
ある時、オートバイの後ろに日本人の
人類学者を乗せてハノイの旧市街内を走
りました。
（ビデオで映像を撮っている
姿を見て）
「先生、何をしているんです
か？」「音を録っているのです。長坂さん、
旧市街はおもしろいですね」
。それを聞
いた私は「先生、人類学ってけったいな
（＝変な）学問ですねぇ」と発しています。
今思えば大変無礼でした。
私は、語学を学ぶ傍ら、下宿していた
家の前にある宗教祠堂「ハビ亭」に関心
を持ち、その歴史を調べていました。そ
のことを先生に伝えると「長坂さん、ぜ
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長坂 康代

Close up

国際文化学科

している同郷会の会長が快く引き受けて
くださり、同郷会に同行して、年二回の
祖先の出身村での祭りにも参加すること
ができました。養鶏の村なので、鳥イン
フルエンザ流行時には、みんなマスクを
し恐怖心を抱きながら参加しました。し
かし、現地の人々と同じ目線で行う人類
学的調査は、苦労以上に知らないことを
知る楽しさでいっぱいでした。
ある日、同郷会の会長と副会長に呼び
出されました。そこで私の名前が入った
会員名簿を見せてくれました。ベトナム
と日本の苦渋の歴史、自分たちが苦労し
た話を伺いました。そして「これからベ
トナムと日本は経済面でより親密な関係
になっていくだろう。しかし、それでは
なく、私たちはあんたと民衆レベルでベ
トナムと日本の交流をしていきたい」と
言ってくれました。最初にこの地域に住
むようになって七年近く経っていまし
た。長い間私を見ていて、
「この人なら
ば信用できる」と地域に認めてもらえた
と感じた瞬間でした。
それ以降、私は、地域住民として結婚
式や葬式にも参列しました。毎日のよう
にあちこちで家庭料理を食べさせてもら
いました。
「ご飯を食べていきなさい」「昼
寝しなさい」という敷居の低さは、ハノ
イの食生活を通したコミュニティについ
て研究する原点にもなっています。

●外国人初の市場労働者
旧暦の一日と一五日の「ハビ亭」開扉

日は、紙銭やお菓子、果物の供物があが
ります。家での祖先崇拝でも同様です。
私は、二〇〇七年からハノイ最大の卸売
市場で出稼ぎ労働者に混じって果物の運
搬の手伝いをしていますが、当日を含め
て約三日間は仕事量が多く疲れます。
「ハ
ビ亭」でお茶を出す接待の番を頼まれな
がらも、その場で昼寝してしまったこと
が何度かありました。
市場労働をする前日、私は一九時ごろ
に市場近くのバラックへ出向き、裸電球
一つの部屋で他の労働者と共に寝泊まり
します。出稼ぎ労働者は、粗食で宿も貧
相です。その実態からも都市と村落の関
係、労働者の生活を知ることができます。
天秤担ぎは、天秤棒一本と荷物をくくる
ひもがあればできる仕事です。卸売市場
では、小売業者が卸売業者から購入した

ライフワークと化した市場労働（2007年）
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知りました。入口をのぞくと、地域のお
ばあちゃんたちが座って茶を飲み、雑談
していました。部外者の私は、彼女たち
の冷たい視線が気になって、なかなか中
に入れずにいました。しかし、ある時、
思い切ってハビ亭に入ってみました。す
ると、静まり返って空気が一変しました。
緊張しながら形式どおりに神さまにお参
りし、ポケットからお金を出しました。
私がいくらさい銭を入れるのか、その手
の先までずっと視線を感じていました。
私は「異人」だったのです。その後もし
ぶとく出入りを続けましたが、なかなか
茶を飲む場所に長時間居座ることはでき
ませんでした。
調査許可を得てハビ亭で一日調査がで
きるようになったのは、人類学を学び再
渡航してからです。ハビ亭を拠点に活動

本格的に人類学調査をスタート（2007年）
お世話になった同郷会会長と

Profile

●最終学歴

名古屋大学大学院国際開発研究科
国際コミュニケーション専攻
博士後期課程 単位取得満期退学
（博士（学術）
）

●研究テーマ

文化人類学、都市人類学

●こんな授業をしています

文化人類学は、どの文化も同等
の価値があると捉えます。授業と
学外活動を通じて、文化の平等性
を考え、視野を広げていきます。
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人が増えて混み合い殺気立ってくると、 す。今年度、二年生はイスラームの結婚
手をあげる人も出て命がけだと感じるこ
式に出席し、貴重な経験ができました。
ともあります。市場では、働くこと、生
地域には学びの場がたくさんあるので、
きることについて考えさせられます。
これからも宗教や経済、社会、文化など、
しかし、緊迫した場面ばかりではあり
多角的に学んでほしいと思います。
ません。市場内では困っている人がいれ
現在、ゼミの三年生九名が活動の場を
ば助け合います。市場の出入口が少し上
広げ、新潟県の委託事業として、佐渡市
り坂になっていて、荷物を大量に載せた
宿根木地区での地域活性化活動に携わっ
リヤカーは、引く人と後ろから押す者だ
ています。しかし、タダで楽な学びはな
けでは上りきることができないこともあ
く、
「若いうちの苦労は買ってでもせよ
ります。そんな時は、誰かがさっと後ろ （時間とお金と労力を費やす）
」さながら、
に回って一緒にリヤカーを押します。市
学生たちは困難に直面し、失敗して、試
場は都市との接点、その入口でもありま
行錯誤を続けています。そうありながら
すが、ここでは「してあげた」ではない
も、ある学生が「この活動が終わった後
心遣いが当たり前になされています。
の自分がどうなっているか楽しみ」と言
いました。地域の全面協力を得て、大き
な学びの機会を得た学生たちは、必ず何
かを得るのでしょう。その期待を胸に、
自己利益だけを追求しない「地域コミュ
ニティづくり」の取り組みにまい進して
ほしいと思っています。

●経験から得た学生教育への還元の形
私は、ベトナムでのさまざまな経験を
座学だけでなく学外活動を通して学生に
還元したいと思っています。敬和学園大
学の国際文化学科・多文化理解コースに
着任して三年、これまで新発田市や新潟
市北区で教育活動を行ってきました。イ
スラームの宗教施設モスクでの学び、東
京・市ヶ谷のＪＩＣＡ訪問、商店街イベ
ント出店、商店街調査、ゼミのホームペー
ジ運営など、活動は多岐にわたります。
特にモスクでは、宗教儀礼の見学のほ
か、イフタール（断食月の日没後の最初
の食事）のための買い出し、大量の食器
洗い、バケツを使うジュースづくり、イ
スラームの方々との会食など、すべてが
学生たちにとって新鮮で驚きの連続で

長坂康代 准教授
プロフィール

果物を市場外の指示された場所まで運び
ます。それを荷物運搬用のバイクや依頼
した小売業者が小売店まで運びます。市
場は機械化されておらず、掛け売りの帳
簿は手書き、運搬は人力、まさにマンパ
ワーがベトナム経済を動かしています。
最初は天秤担ぎからスタートです。市
場に精通し、卸売業者や小売業者、市場
を管轄する行政、それぞれから信用を得
られるほどになると、一度に大量の荷物
を運搬できるリヤカーを購入できます。
私が手伝っている女性は、二〇〇九年か
らリヤカーを引くようになりました。何
人もの依頼者がいますが、同じ卸売業者
から購入することがあるので、順番を組
み合わせて効率よく運んでいます。私は
指示に従うだけです。果物の荷は宗教と
関連しています。市場への搬入車や働く

Close up

ハノイでのサッカー観戦（2016年）
応援団と共に

大学創立 30 周年

地元ＦＭ局での番組制作

「敬和キャンパスレポ」放送中！

エフエムしばたの番組「敬和キャン
パスレポ」
、番組スタートから一年が経
ちました。二〇二〇年度からは、国際
文化学科の情報メディア・コースの科
目「情報メディアＰＢＬ」がスタートし、
正式に実習授業の一部として位置づけ
られています。
「アナウンス・ナレーショ
ン実習」と合わせて、放送メディアに
ついて実践的に学ぶことができるよう
になりました。学生たちは、実際に放
送番組を制作しながら、多くのことを
学んでいます。
番組は、放送番組制作の実践、地域
理 解 の た め の 実 習 の 場 で あ り ま す が、
同時にラジオリスナーに役立つことを
目指しています。また番組はネット用
に加工して配信しており、著作権への
配慮、ソーシャルメディアの活用、コ
ンテンツのマルチユースなど、単なる
ラジオ番組の制作にとどまらず、情報
メディアの活用に関するさまざまな手
法を学ぶ機会となっています。
（国際文化学科 一戸）

【番組情報】
エフエムしばた（七六．
九ＭＨｚ）
「敬和キャンパスレポ」
毎週金曜 二一時三〇分～（三〇分）
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敬和学園大学 創立三〇周年記念式典・講演会

は新発田市、聖籠町をはじめ新潟県内外
の各種団体・企業や学校関係者の皆さま
方の温かいご指導とご支援のたまもので
す。また、新潟県内外の諸教会ならびに
キリスト教学校教育同盟をはじめとする
皆さま方の熱いお祈りとご支援、何にも
増して在学生・卒業生ならびに保護者の
皆さま方の熱心なご参与とご支援に深く
感謝を申し上げます。
これらを覚えて、今後共、「奉仕の精神」
にあふれ、
「地域」と「世界」をつない
で次の世代を担う若人を育ててまいりま
す。皆さま、変わらぬご支援を何卒お願
い申し上げます。
（学長 山田）

新しい三〇年に向かって
コロナ禍のため、当初四月一一日に予
定していた創立三〇周年記念式典・講演
会を一〇月三日に延期し、三密を避けて
出席者を内部関係者のみに絞り、極めて
簡素化した内容で本学体育館で執り行い
ました。
式典の式辞では、新潟開港時のルーツ
からさかのぼり、三〇年間の歩みを振り
返りました。その上で、次の三〇年間に
向けて地域社会の「社会的共通資本」
（宇
沢弘文）と自覚し、
「ＡＩ時代のリベラ
ルアーツ教育」を前面に出して、地域社
会で必要な人物は地域社会で育成する
「地域循環型社会」を一歩ずつ築いてい
く抱負を述べました。
講演では、キリスト教学校教育同盟理
事長で立教学院副院長の西原廉太教授
が「混迷を深める時代におけるキリスト
教教育の課題と可能性」と題して、ここ
三〇年余りの日本の大学政策を振り返っ
た後で、本学をはじめとする私学の立ち
位置について述べ、キリスト教大学が内
在的に持つグローバル性について明らか
にしました。その上で、本学がリベラル
アーツ教育を率先して進めていくべきで
あると激励してくださいました。
敬和学園大学は三〇年の歩みを続け、
三学科九コース二課程七ディプロマの小
さな総合大学に育ち、四，四二四人の卒
業生を社会に送り出してきました。これ
西原先生による講演

大学創立 30 周年

オレンジ会よりお祝いのメッセージ

後援会よりお祝いのメッセージ

石原 剛

後援会会長

髙澤 大介

創立三〇周年、誠におめでとうござい
ます。後援会は、開学以来、大学の設立
の精神に基づき会員相互の協力によって
大学の教育と研究の振興を図り、併せて
会員相互の親睦と向上を図ることを目標
に活動しております。
私は、今年度より会長職を拝命したば
かりでございますが、節目の年だったこ
ともあり、式典にご案内いただきました。
式 典 は、 山 田 学 長 か ら の 式 辞 で 大 学 の
ルーツとなる「新潟とキリスト教学校と
の歴史」のお話や、大学三〇年の歩みに
ついてお聞きすることができました。敬
和学園大学設立の背景や開学以降のさま
ざまなできごとについても知る貴重な
機会となり、短い時間でありましたが、
三〇年の長い歴史を感じることができま
した。また、続く記念講演では、キリス
ト教学校教育同盟理事長の西原先生より
「混迷を深める時代におけるキリスト教
教育の課題と可能性」というテーマの講
演をお聞きしました。このような式典に
参加できましたことに心より感謝いたし
ます。
最後に、今後におかれましても敬和学
園大学がますます発展されますことを心
からご期待申し上げます。

オレンジ会会長

敬和学園大学創立三〇周年、誠におめ
でとうございます。オレンジ会全会員と
共に心からご祝福申し上げます。
オレンジ会は、貴大学の発展に資する
ご支援、また地域の教育文化の向上、貴
大学を通した国際親善を目的とし、心あ
る個人、地元企業が参加し、一九九三年
七月に結成されました。爾来、共に歩ま
せていただく中で、年を重ねるごとに大
学としての基盤が充実し地域における存
在感が大きく高まり、今日においてはリ
ベラルアーツ教育を根幹に据えた大変ユ
ニークな大学として多くの有能な卒業生
を輩出されておられることは、オレンジ
会にとりましてもこの上ない喜びであ
り、開学当時からの経緯を知る者として
深い感慨を持つものです。わが国のみな
らず世界的にも混迷を深める時代と言わ
れておりますが、さまざまな困難を解決
に導くのは、ひとえに隣人愛とその実践
でありましょう。この意味において、貴
大学への地域からの期待は今後さらに高
まっていくものと存じます。
結びに、来るべき創立四〇周年、五〇
周年の未来に向け、貴大学がさらなるご
発展、大きな飛躍をされることをご祈念
申し上げ、お祝いの言葉といたします。

ゲストや視聴者との楽しい空間づくり

山田 夏実

国際文化学科二年

一戸先生に誘われ、
「敬和キャンパス
レポ」制作に参加しています。
初めは話すことが不安でしたが、収
録に参加する中で、話すよりも相手の
話を聞き理解することの方が難しいこ
とを実感しました。相手の情報を正確
に受け止め、聞いている人が疑問に思
うことがないように促すことは頭を
使います。私は、頭の中で整理をしな
がら聞いているとすぐにオウム返しに
なってしまいます。オンライン収録が
多 く ア イ・ コ ン タ ク ト が な い 中 で は、
適切な相づちの重要性を特に感じます。
また、インタビューの際、基本的な
データは頭に入れておきますが、リス
ナーの一人として素直に相手の声を聞
いて会話する、そしてゲストの方が話
しやすい空間、リスナーの方が楽しん
でもらえるような時間にすることを心
掛けています。
ラジオ収録というなかなかレアな経
験をする機会をいただき、とても感謝
しています。
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新型コロナウイルス対策

コロナ禍における
オンライン授業について

6

コロナ禍における授業実践

今年度の児童英語教育プログラムで
は、コロナ禍にあって先生方がさまざま
な実践ができるようにプログラムや授業
を組んでくださったため、全く新しい形
の英語教育を体験できています。
取り組みの一つは遠隔で行う小学校の
授業です。新潟市南区、長野、鹿児島の
離島の小学校の教室をＺｏｏｍでつな
ぎ、授業の一部を担当しました。今まで
対面でも経験のないことを遠隔授業で行
うのは緊張しました。Ｚｏｏｍ上では子
どもたちの表情がよく見えず理解できて
いるのか分かりづらいですが、振り返り
や教室の録画で子どもの反応が分かり、
それがモチベーションになりました。学
生がオンラインで運営する英語イベント
の実践もありました。実際に集まってい
る子どもたちが密になる状況や接触する
活動を避け、かつ楽しく英語を身につけ
られる授業案を考えるのが大変でした。
対面での実践に加え、オンラインでの
取り組みにより、新しい形の学びと指導
方法を学ぶことができたことは貴重な体
験となりました。

浅野 睦実

英語文化コミュニケーション学科四年

新しい学びのスタイルを学習

新しい
「児童英語教育」
のあり方を模索

二〇二〇年度の授業は、新型コロナウ
もともと児童英語教育は大きなサイコ
イルス対策でスタートしました。
ロを使ったり、歌ったり体を動かしなが
敬和学園大学では、前期の授業開始を
ら「子どもが多重知能を生かし協同で学
五月七日まで繰り下げ、その間に大学の
ぶ言語活動」を学ぶ実践的な授業です。
運営体制を整えながら、オンライン会議
コロナ禍にあってオンライン授業や感染
ツールＺｏｏｍと学習管理システム（Ｌ
防止対策をとりながらの対面授業では、
ＭＳ）のＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏ
今までと同じことはできません。このた
ｏｍを利用した授業の準備を行い、比較
め、授業では「児童対象の遠隔授業の教
的スムーズにオンライン授業を実現する
え方」を考え、実践ではＺｏｏｍを使っ
ことができました。
て小学校の授業の一部を担当しました。
もともと本学は、二〇二〇年四月から
ディプロマ取得のためにオンラインイベ
のＧｏｏｇｌｅのＧ Ｓｕｉｔｅ ｆｏｒ
ント実施も経験しました。新しい学びの
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの導入をすすめてお
形態の中で模索しながら、子どもたちが
り、Ｇｍａｉｌのみならず、Ｃｌａｓｓ 「できた！」と感じられる授業を計画し
ｒｏｏｍなどのクラウドサービスを活用
ています。
（人文学部 大岩）
できるよう、教職員や学生への研修の準
備をすすめていました。急なウイルスの
まん延に戸惑ったものの、四月中にオン
ライン授業の体制を整えられたのは、昨
年度からの準備があったおかげです。
さらに、教職員はオンラインツールの
Ｓｌａｃｋを使った情報共有で、オンラ
イン授業に関する基本的な設定から効果
的な活用法まで、経験や知見の共有を進
めています。一人の質問が解決すれば、
その知見は同様の疑問・課題を持ってい
た教員の助けにもなり、それはそのまま
授業に反映され、学生たちの助けにもな
ります。また、Ｃｌａｓｓｒｏｏｍの活
用により、課題などのやりとりは紙から
三密を避けて実施した
地元の聖籠町での子ども向け英語イベント

新型コロナウイルス対策

オンラインに変わり、授業でのペーパー
レス化がすすんでいます。
学生に対しての支援もすすめました。
オンライン環境は学生によりばらつきが
あり、聞き取り調査の上、困難のある学
生には必要な機材の貸し出しを行い、同
時に学内、学生寮内のＷｉ‐Ｆｉ環境を
整備しました。また、Ｃｈｒｏｍｅｂｏ
ｏｋの貸し出し体制も整えています。
六月の終わりから、対面授業を再開し
て現在は九割以上の授業が対面で開講し
ていますが、いまだ来日できていない留
学生や感染リスクの高い学生がいること
も考慮して、Ｚｏｏｍを活用し教室での
対面授業を配信する「ハイブリッド」授
業も継続して行われています。Ｗｉｔｈ
コロナ／ポストコロナの大学のあり方を
めぐっては、さまざまな価値観が交錯し、
先行きはまだ見えませんが、何らかの変
化は避けられないでしょう。
初等中等教育でも、ＧＩＧＡスクール
構想が具体化し、
「児童生徒一人一台コ
ンピューター」の実現が進んでいます。
今後は大学に入学してくる学生の平均的
なＩＴスキルにも変化が見られるでしょ
う。一人ひとりを丁寧に指導し、主体的
に学べる環境を整えてきた敬和学園大学
は、その特性をオンラインでも実現しつ
つ、これまでどおりキャンパスに集まっ
て活動することも大事にしつつ、新しい
大学の形を模索していきます。
（ネットワーク委員長 一戸）

共生社会学科 社会福祉士国家試験受験資格課程

さまざまな困難に向き合い、活動を継続

コロナと試験への不安を解消

く

山﨑 望空

み

共生社会学科四年

まずはじめに、新型コロナウイルスの
感染が拡大し、私たち学生が不安を抱え
た中で「国家試験対策講座」の合宿を行
うことができたのは、会場のあかたにの
家の職員の皆さま、先生方それぞれが準
備を進めてくださったおかげです。あり
がとうございました。
合宿では、過去問題を解くようなもの
だけでなく、かるたやカードを使ったレ
クリエーションを織り交ぜた勉強もあり
ました。それぞれの勉強法を考えたメン
バーの創造力に驚かされました。このよ
うに一人ではできないメリハリのある勉
強ができたのは、みんなで行う合宿だか
らこそのものです。また、屋外での花火・
先輩によるギター演奏、早朝の散歩など、
仲間との忘れられない思い出もつくるこ
とができました。
最初はどうなるか不安だった合宿も無
事に終わり、本格的に国家試験の勉強を
行う時期がやってきました。合宿ができ
て本当によかったです。合宿での思い出
を振り返りながら二月の国家試験に向け
てがんばっていこうと思います。

7

コロナ禍にあっても、社会福祉士養成
課程では、例年六月に実施していた相談
援助実習の日程を九月に変更したり、高
齢者施設での実習については実習先を変
更したりしながら、例年どおりのプログ
ラムを行っています。
「国家試験対策講座」も二泊の予定を
一泊にし、食事はお弁当配達を活用し、
学習も宿泊も三密を避けることで開催に
こぎ着けました。受験の不安が少しでも
和らぐように、卒業生にも協力してもら
いました。今までにない困難の中で受験
する彼らですが、それに負けず合格でき
ると信じています。
（共生社会学科 池田）

レクリエーションを織り交ぜた学び

学生寮

それぞれの個室には、机やベッド、本棚、
クローゼットなどの家具類が備えつけ
られています。

各ユニットにバス・トイレ・洗面室が
ついています。ルームメイトとシェア
して利用します。

各フロアにある広々としたキッチン。
大型冷蔵庫や調理家電、食器など、シェ
アして利用できます。

いつでも無料で使える乾燥機つきのラ
ンドリーコーナー。フロアごとにシェ
アして利用します。

希望者は夕食（弁当）を 250 円、朝食（パ
ン）を 200 円で注文できます。

各個室に Wi-Fi 完備 !

寮の入口はカードキーでセキュリティ
面も安心。男女別のフロアまで専用の
エレベーターがあります。

共有スペース 6 帖

コロナ禍でオンラインでも開催

オープンキャンパスのご報告

今年度のオープンキャンパスは、コ
ロナ禍にあって、午前はオンライン型、
午後は対面型の一日二回実施を、六月
から九月まで計四回開催しました。
オンライン型では、学生スタッフに
よる進行で授業体験や学生活動の発表
などを行いました。本学のＹｏｕＴｕ
ｂｅチャンネルでアーカイブをご覧い
ただけます。また、対面型ではイベン
トごとの時間を区切り、一つの教室で
の滞在時間を短くして、コンパクトな
形で開催しました。
今後も、オンライン（ＬＩＮＥ、Ｚ
ｏｏｍ）での進学相談や個別での大学
見学を受け付けております。お気軽に
お問い合わせください。 （広報入試課）

オンライン授業の様子を中継しました

地域と連携し学生の成長を促す

個室 2
4.5 帖
個室 1
4.5 帖

敬和学園大学学生寮のご紹介
敬和学園大学の学生寮は、生活に便利
な新発田駅前に立地し、安心・安全な生
活環境を提供するだけでなく、大学と新
発田市が連携することで学生の成長をサ
ポートしています。
●地域連携活動による成長
リベラルアーツの学びを深めるため、
大学と新発田市が連携し、学生寮ならで
はのイベント等を開催し、地域への貢献
と学生の成長を促します。また、新発田
駅前の複合施設、イクネスしばた・中央
図書館と隣接しており、学生たちの勉強
する環境も整っています。
寮生同士や地域の方々との交流の中
で、社会人として身につけるべき自主性
や協調性、コミュニケーション力、リー
ダーシップを養います。
●学生自治による成長
一ユニットを同じ大学の仲間と二人で
利用するシェアハウス型の共同生活を送
ります。学生自治による寮運営により、
一人暮らしでは得られない経験と成長を
促します。
同じ大学の仲間との寮生活で同じ時間
を過ごし、共に考え、時にはぶつかり、
話し合う中で、自主性と協調性が磨かれ
ていきます。アパートや実家での暮らし
では得られない経験が「学生寮」にはあ
ります。

シェアハウス型の寮生活

玄関
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学生寮

所

google map

新発田市諏訪町 1 丁目 2 番 11 号（イクネスしばた MINTO 館）
1 人あたり、賃料 35,000 円 / 月 ＋ 共益費（光熱費含）15,000 円 / 月

食

夕食（1 食 250 円）／朝食（1 食 200 円）※いずれも平日のみ提供

入寮定員

40 名

居

個室 7.4 ㎡（家具備えつけ）
、共有スペース 10 ㎡、バス・トイレ・洗面

室

市島酒造
諏訪神社

共用設備

コミュニティスペース、キッチン、ランドリー（男女各階にそれぞれ設置）、自転車置き場

フロア案内

3 階 男子寮、4 階 女子寮

建物設備

寮生専用エレベーターあり、入口はカードキー、各部屋はルームキーにてセキュリティ完備、
個室に Wi-Fi 機器完備、バス･トイレは２人で共用

個別見学の
お申し込みは
こちら

令和 3 年度

学業特待生選抜
第 2 期 1/26（火）～ 2/12（金） 大学入試
（共通テスト利用型）

共通テスト

※ 1 このほかに、総合型選抜、一般選抜、学校推薦型選抜な
どを用意し、受験される皆さんを多面的・総合的に評価
します。詳細はホームページをご覧ください。
※ 2 学業特待生選抜（学力試験型第 1 期）および一般選抜（A
日程）について、コロナ禍のため新潟会場での試験は中
止としました。

9

新発田駅
←新潟

村上→

一月五日より出願スタート

第 2 期 2/1（月）～ 3/1（月） 3/8（月）

第 3 期 2/15（月）～ 3/11（木）

新発田第一ホテル

学業特待生選抜のご案内

試験日

第 1 期 1/5（火）～ 1/25（月） 2/6（土）

第 1 期 1/5（火）～ 1/25（月）

学生寮

二〇二一年度入学者を対象とした「学
業特待生選抜」の出願がはじまります。
二月六日、三月八日に実施する「学力
試 験 型 」 ま た は「 共 通 テ ス ト 利 用 型 」
の学業特待生選抜に合格すると、学費
が全額もしくは国立大学並みに減免さ
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）

出願期間

新発田
ニューホテルプラザ

※授業に合わせて大学までスクールバス（約 15 分）
を運行しています。

2021 年度入学者選抜日程

学業特待生選抜
（学力試験型）

新潟県立
新発田病院

イクネスしばた･中央図書館

学生寮の見学は
随時受付しています。

選抜区分

地域連携センター
駅前通
商店街

賃料ほか
事

英語文化コミュニケーション学科二年

場

学生寮が入学の決め手でした

学生寮データ

八子 未卯

一人暮らしに憧れていたのですが、家
賃などの経済的な面も考えて学生寮を選
びました。
入寮したてのころは何もかもが初めて
で、コミュニティスペースに行くだけで
も緊張感がありましたが、先輩方が気軽
に声をかけてくださり、すぐに溶け込む
ことができました。部屋はきれいで居心
地がよいですし、とても温かみのある場
所なので、気づけば寮生が家族のような
存在になっています。
大学生活でも国際交流や留学などさま
ざ ま な 活 動 に 参 加 し、 充 実 し た 生 活 を
送っています。

分からないことを先輩に聞けるのは寮のメリット

阿賀北ノベルジャム

地域の魅力を物語で伝える

阿賀北ノベルジャムがスタート！
コロナ禍で新しいイベントの形に挑戦

勝山 ひかる

国際文化学科四年

阿賀北ノベルジャムとは、著者と編集
者とデザイナーがチームを組んで小説を
作 る「 短 期 集 中 型 の 作 品 制 作・ 販 売 企
画」です。小説を書き、編集・校正をし、
挿絵や表紙をつけて電子書籍として販売
する。これらすべてを六か月（執筆三か
月＋販売ＰＲ三か月）の内に行うイベン
トです。来年春には審査を経てグランプ
リを発表します。ノベルジャムは元々東
京で行われていたイベントで、その初の
地方版となるのがこの阿賀北ノベルジャ
ムです。地方開催に伴い、作品には「新
潟県阿賀北地域の魅力が伝えられている
か」も審査基準に加わりました。
私はこのイベント実行委員会の学生
リーダーをしています。初のイベント運
営ですが、松本先生や事務職員の方々に
支えられ、地元の高校回りやオンライン
番組の出演などの活動ができています。
コロナ禍をきっかけに多くのことが見
直されている現在、地方を見直し、新し
いイベントの形を作るきっかけになるよ
う「阿賀北ノベルジャム二〇二〇」の活
動を盛り上げたいと思います。

職員

研修会を開催

ハラスメント研修を行いました

S
D

毎年学生の夏期休暇期間を利用して
行っている職員研修会を、九月一一日
に実施しました。この研修会はＳＤ研
修会として全職員の参加が求められて
いるものです。今年度は六月に施行さ
れた「パワハラ防止法」を中心に、
グルー
プワークを用いてさまざまな事例に触
れ、学ぶことができました。
普段私たちが何気なく話している会
話や態度の中にも、ハラスメント行為
に該当するものがあると分かり、一人
ひとりに気づきや注意を促す機会とな
りました。今後も継続して研修会を行
い、大学内のハラスメント防止に努め
ていきます。
（総務課）

外部講師をお招きしてのグループワーク

地域の魅力はそのままの形ではなかな
か伝わりません。観光の世界でいま重視
されているのが「物語性」です。地域の
魅力的な文化資源を物語の中で紹介する
ことで、若者や地域の外の人にも伝えて
いきたい。そんな思いで一二年間続いた
「阿賀北ロマン賞」を承継する形で、阿
賀北ノベルジャムがスタートしました。
当初は合宿型のイベントを想定してお
り、コロナ禍の中で中止も検討しました
が、一〇月よりオンラインでの開催の運
びとなりました。全国的にも例のない取
り組みで学生たちと共に試行錯誤の連続
ですが、皆さまのお力添えをお願いしま
す。
（国際文化学科 松本）

制作進行の様子をオンラインで実況
（https://agakita-noveljam.com/）
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授業紹介

授業紹介⑱「教育体験活動」 担当 教
: 職課程委員会

新発田市立外ケ輪小学校での教育体験活動
教育現場での振る舞いについて

小林 咲恵

英語文化コミュニケーション学科二年

私は、教育体験活動の中で小学校一年
生を担当させていただきました。活動を
通じ、担任の先生に教えていただいたこ
とで強く記憶に残っていることがありま
す。それは「低学年の先生はクラスのガ
キ大将にならなくてはいけない」という
ことです。その先生は、低学年のクラス
担任は、クラスの中で一番のリーダー、
いわゆるガキ大将にならないとクラスは
まとまらないとおっしゃっていました。
私はそのお話を聞き、教育現場での私
たちの振る舞いについて考えさせられま
した。私たちはまだ学生で、経験もまだ
まだ浅いですが、それでも今回のように
教育現場に赴けば一教員としての振る舞
いが求められます。児童がかわいいから、
あるいは自分たちが外部の人間だからと
いう気持ちから、注意するべきところで
声がけができないと児童にとって私たち
はただの「遊んでくれる年上の人」と認
識され続けてしまいます。
そのことを意識することが自分たちの
学びにつながるということを学ばせてい
ただけた貴重な六日間でした。

（二〇二〇年一〇月三一日現在、敬称略）

一般寄付者ご芳名

〈一 般〉
赤石咲子、 荒井重人、 千葉眞、
茅原明子、 遠藤木綿子、後藤晋、
長谷川稔、 本間政一、 石川富夫
（２）
、
石本葉子、 和泉正二、 神田延榮、
笠原優、
小池正春、 近寅彦、
小柳清、
櫛谷多恵子、巻口秀子、
水島祐介、 村山国弥、 野田義史、
大西しげ子、大作壽、
坂井智、
笹川寛、
佐藤ヒサ、 島名祥友、
鈴木史江、 鈴木孝二、 鈴木精一郎、
田村道子、 刀禰堯介、 土山正夫、
和田信市、 山下佳弘、 横山由美子、
日本基督教団三条教会
〈卒業生・在学生・保護者〉
近伸之（一）
、 和唐幸江（一）
、
金海順（一四）
、刈田みゆき（一七）
、
垣内駿（一九）
、小野美由紀（二八）
〈学園関係〉
山田耕太、 山田典子、
後援会（２）
（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

※にいがた災害ボランティアネットワー
クさま、新発田市さま、ハレハワイイ
さまから、新型コロナウイルス対策の
現物寄付をいただきました。

寄付受付口座（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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敬和学園大学の教職課程では、二年次
の小学校での「教育体験活動」
、三年次
の中学校での「インターンシップ」にお
ける教育活動補助、授業観察を通じて、
学校組織の機能、教員の勤務状況など、
学校生活全体の実態を学んでいます。こ
れらは、学校教育をより実践的に理解す
るための本学独自のプログラムになって
おり、四年次の「教育実習」に向けた心
構えをするものです。
今年度前期は、新発田市立外ケ輪小学
校での「教育体験活動」に、二年生六名、
三年生四名の学生が参加しました。この
活動は「インターンシップ」として単位
認定されます。

教室に入り、学校生活全体を学びます

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

大学で学んだ人との出会いの大切さ

二〇一八年度卒業

木村 真帆

私は卒業後、
（株）武江組のナチュラ
ルリビングという一般住宅の建築を行う
住宅部に所属しています。そこで私は施
工管理補佐として働いています。
今は上司からたくさんのことを学び、
それを少しずつですがアウトプットでき
るようになってきた段階です。現場に一
人で行く機会も多いのですが、職人の方
たちも丁寧に現場のことを教えてくれる
ので毎日がとても充実しています。また、
お客さまへお引き渡しの際に「ナチュラ
ルリビングで建ててよかった」と心から
感謝してもらえ、間近でお客さまの笑顔
を見ることができるとても幸せな仕事に
就けていることを実感しています。
入社したころは大学での学びとは全く
違う分野の会社に入ったということもあ
り、不安と緊張でいっぱいでした。そん
な中で、私は自分からできるだけ積極的
に話しに行ったり、話を聞いたりするよ
うにして、人間関係を構築してきました。
それができているのは、大学で「児童英
語教育」を受講していたからだと思いま
す。授業を通じて児童との関わりを持ち、
大人と子どもの接し方の違いなどを学ぶ

ことができました。そして、先生から熱
くご指導いただいたおかげで、仲間と力
を合わせて課題に取り組む力がつきまし
た。授業は大変でしたが、だからこそ一
生懸命取り組んでいた時間は私の大学生
活の中で大切な宝物となっています。人
との出会いを大切にと教えてくれた先生
や友人にはとても感謝しています。
また、何も建築のことを分からなかっ
た私を優しく受け入れてくれた会社の先
輩方や現場の職人の方たちに心から感謝
しています。おかげで、毎日楽しく働く
ことができています。
たくさんの出会いに日々感謝すると共
に、これからは建築士の資格取得を目指
してがんばっていきます。

分からないことは会社の先輩に相談

48

学事予告

◆一二月◆
一二日 総合型選抜（二期）面談日①
聖籠町キッズカレッジ 英語で遊ぼう！③
二三日 冬期休暇（一月三日まで）
二八日 総合型選抜（二期）面談日②
◆一月◆
四 日 休業（創立記念日振替休日）
五 日 講義再開
八 日 卒業論文提出締切
一六日 大学入学共通テスト（一七日まで）
二七日 総合型選抜（三期）面談日①
◆二月◆
三 日 総合型選抜（三期）面談日②
五 日 後期講義終了
六 日 学業特待生選抜（学力試験型一期）
一般選抜（Ａ日程）
外国人留学生入学試験（一期）
七 日 社会福祉士国家試験
八 日 後期末試験（一三日まで）
一四日 春期休暇（四月一日まで）
一五日 後期集中講義（一九日まで）
二〇日 入学前スクーリング
二二日 後期末追試験（二四日まで）
一般選抜（Ｂ日程）
◆三月◆
一 日 図書館蔵書点検（一二日まで）
八 日 再試験（九日まで）
学業特待生選抜（学力試験型二期）
一般選抜（Ｃ日程）
外国人留学生入学試験（二期）
一二日 学内合同企業説明会
一七日 総合型選抜（四期）面談日①②
学校推薦型選抜（二期）
二六日 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
五 日 入学式、後援会総会
一二日 前期講義開始
二二日 新入生オリエンテーション（二三日まで）
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From Campus

キャンパス日誌
6 June
3
5

9
10
11
12
19

20
26
29

7 July
3

7
8
10

11
17

22
24

25
29
30
31

11

教授会
入学記念植樹礼拝（写真①）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑤
説教 金山愛子 教授「木を育てるように人を育てる」
講話 新発田中央地域包括支援センター、新発田南地域包括支援センター
「認知症の方々を知り、支えること」
秋季 AO 入試面談①
後援会役員会
高校教員対象進学説明会
秋季 AO 入試面談②
チャペル・アッセンブリ・アワー⑥
説教 田中利光 教授「緊急貨幣と反ユダヤ主義」
①
入学記念植樹礼拝
チャペル・アッセンブリ・アワー⑦
説教 金山愛子 教授「木を育てるように人を育てる」
講話 新発田南地域包括支援センター「認知症の方々を知り、支えること」
オープンキャンパス①（オンライン 279 名、対面 45 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑧
説教 山﨑ハコネ 准教授「あなたを探し歩く神」
創立記念日
対面授業再開（写真②）

②

5

7

8
17
22
28
29

教授会
FD/SD 研修会「第三者評価を終えて」
講師 今津孝次朗 星槎大学大学院教育学研究科長
永野茂洋 明治学院大学副学長・教授
清水直隆 清水公認会計士事務所会計士
教員免許状更新講習（52 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑬
説教 下田尾治郎 宗教部長
「優しさを不可能とするものとたたかうために」
講話 山田耕太 学長「神を敬い、人に仕える」
オープンキャンパス③（オンライン 98 名、対面 101 名）
前期集中講義（～ 21 日）
補講日
前期講義終了
前期期末試験（～ 9 月 4 日）

16
19
23
30

④

10 October
1
2
3

4
7
9

チャペル・アッセンブリ・アワー⑨
説教 鈴木孝二 敬和学園高校元教諭、基督教独立学園元校長
「敬和学園大学とその源流北越学館の教育と卒業生の活躍」
新発田市との包括的連携協定書署名式（新発田市役所）
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑩
説教 鈴木孝二 敬和学園高校元教諭、基督教独立学園元校長
「敬和学園大学とその源流北越学館の教育と卒業生の活躍」
オープンキャンパス②（オンライン 138 名、対面 56 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑪
説教 益谷真 教授「地の塩、世の光」
講話 杉崎史郎 アイス工房店長「地域と共に歩む・私の出会い」
敬和学園高校大学見学（1 年生 187 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑫
説教 益谷真 教授「地の塩、世の光」
講話 杉崎史郎 アイス工房店長「地域と共に歩む・私の出会い」
（写真③）
3 年生保護者との就職懇談会（対面 41 名、オンライン 8 名）
教授会
臨時休校
遠隔授業（～ 8 月 4 日）

8 August

12
14
15

③

14
16

18
23

26
27
30
31

2
5
7

13

教授会
夏期休暇（～ 29 日）
オープンキャンパス④（オンライン 95 名、対面 70 名）
相談援助実習１（～ 24 日）
開志学園高校大学見学（2 年生 35 名、教員 1 名）

後期入学式
履修相談日
創立 30 周年記念式典・講演会
講師 西原廉太 キリスト教学校教育同盟理事長・立教学院副院長
「混迷を深める時代におけるキリスト教教育の課題と可能性」
後期講義開始
履修登録期間（～ 9 日）
聖籠町キッズカレッジ 子ども陶芸教室②（20 名）
総合型選抜（1 期）面談①
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑭
説教 山田耕太 学長「イエスの祈り」
前期エッセイ・コンテスト授賞式（写真⑤）
避難訓練
村上桜ケ丘高校大学見学（1 年生 27 名、教員 1 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑮
説教 山﨑ハコネ 准教授「友のために」
講話 ボランティア活動報告会
総合型選抜（1 期）面談②
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「限りある命の恵み」
講話 吉原悠博 吉原写真館館長「エモい シバタ！」
新発田市オープンカレッジ①
講師 長坂康代 准教授「ベトナムの首都ハノイの飲食文化」
（21 名）
関根学園高校大学見学（1 年生 39 名、教員１名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑰
説教 藤野豊 教授「愛に満てる世を望みて 有馬頼寧とキリスト教」
聖籠町キッズカレッジ 英語で遊ぼう！①（11 名）

11 November
2

3
4

6

9
13

14
20

9 September

職員 SD 研修会「ハラスメント防止研修」
講師 櫻井田絵子 インソース 講師
防火訓練（写真④）
聖籠町キッズカレッジ 子ども陶芸教室①（20 名）
前期追試験（前期卒業者対象向）
再試験（前期卒業者対象向）
国家試験対策講座 3（～ 17 日、あかたにの家）
前期追試験（～ 17 日）
オンライン英検対策講座（11 名）
研究倫理・コンプライアンス研修会
教授会
前期卒業式

21
25
27

28

⑥

新発田市オープンカレッジ②
講師 主濱祐二 准教授
「
『働きたくないイタチ』
」と考えることばと人工知能」
（15 名）
ウィークデー・オープンキャンパス（45 名）
（写真⑥）
教授会
敬和学園高校進路アワー
新潟産業大学附属高校大学見学（1 年生 113 名、教員 5 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑱
説教 山﨑由紀 教授「心を贈る季節」
講話 サンタ・プロジェクト活動報告
相談援助実習 2（～ 21 日、～ 12 月 11 日）
フィールド・トレーニング 1（～ 20 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑲
説教 久保田愛策 十日町教会牧師
⑦
「さあ、目を上げて」
巻総合高校大学見学（1 年生 38 名、教員 2 名）
1・2 年生保護者懇談会（対面 52 名、オンライン 6 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー⑳
説教 小田中肇 敬和学園高校教諭「イエスの病気なおし」
講話 一戸信哉 教授「地域を伝えるメディアを作ろう」
学校推薦型選抜（1 期）試験日
臨時教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー㉑
説教 榎本榮次 理事長「無くてはならぬ決して在ってならぬこと」
クリスマスツリー点灯式（写真⑦）
聖籠町キッズカレッジ 英語で遊ぼう ! ②（8 名）

⑤
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未来を支える教育を学んでいます
英語文化コミュニケーション学科 2 年

西

December 2020

私の故郷はアメリカで、今は敬和学園
大学の学生寮で暮らしています。寮生活
では、困ったことがあれば、同じ学年同
士だけでなく後輩や先輩も助けてくれま
す。「私は一人ではない、一人でがんば
らなくてもいい」という気持ちが強く持
てるのは、寮の一つの長所です。
また、教職課程や児童英語教育を何よ
りも力を入れて学んでいます。私たち学
生は、子どもが持っている知識を生かし
て学べるように英語の指導法を工夫し、
実践していくことを目的としています。
ハロウィンやクリスマスなどのアメリカ
の行事を英語で教える時などに、子ども
が単に聞くのではなく、参加できるよう
に工夫していくことは、楽しいだけでな
くとてもやりがいがあります。
私は、未来を支える子どもたちの力に
なりたいです。彼らが英語を学ぶこと
で、新しい世界の見方ができるでしょ
う。英語教育のあるべき仕組みを研究
し、それをどのように実現していくかと
いう課題に関して、学びを深めていきた
いです。

オンラインによる児童英語教育の実践（中央が西さん）
発行／敬和学園大学
印刷／島津印刷株式会社

川又正之先生のコメント

〒 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

西さんは、高校生の時にアメリ
カから日本に来ました。アメリカ
で生まれ育った彼女は、英語より
も日本語で苦労することが多い、
と話してくれたことがあります。
日米両文化での自身の体験をも
とに教職の学びを深める西さんは、「ハーフ」と言う
よりも「ダブル」という言葉がより適切かもしれませ
ん。誰からも好かれる明るさと素直さは、これからも
彼女の大きな力となり続けるでしょう。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学

ま こ と

カトリーナ優琴

検

索

