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ソーシャル
ワーク
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コミュニケーション

多文化理解

ソーシャル
ビジネス

学びが社会につながる

リベラルアーツの学び方
リベラルアーツの最大の特長は、幅広い分野にわたる学びを自由に選択できることです。
学科の垣根を越えて、広い専門分野を横断的に学ぶことが可能です。敬和学園大学では

3学科9分野にわたる広い専門科目を用意しています。また、所属する学科の科目だけでなく、
他学科の科目も柔軟に選択し、卒業必要単位に組み入れることができます。

Community and Social Welfare
共生社会学科

学科の学びを深めることも、他学科
の学びと組み合わせて学びを広げ
ることも自由にできます。

学科を越えて学べる1

例えば3分野を組み合わせて学ぶパターンは、
9×8×7＝504通りあります。

自由に組み合わせて学べる2

Intercultural Studies
国際文化学科

English and Communication

英語文化
コミュニケーション学科

国際社会

専門に学ぶ分野は、一つとは限りません。複数にわたる学問分野を横断的に学ぶことで、あなたの可能性は大きく広がります。

敬和学園大学では、科目分野の組み合わせにより、体系的に学びを深めるプログラムを用意し、学びを社会につなげています。

科目分野の組み合わせにより、学びが社会につながる

● 「ディプロマ」プログラム

学びの組み合わせ ディプロマ名称 内容 将来の仕事

グローバル市民
プログラム

言葉と国際理解の力を背景に「地球市民」
として分け隔てなく人々のために生き、活躍
の場を海外に広げる人材を育成します。集
中的な英語力養成、留学、海外インターン
シップ、その後に続く学びのプログラムです。

キャリア
コミュニケーション

商社、
グローバル企業、
NGO（国際協力）、
NPO（公益活動）

地域経営
プログラム

多文化
理解

国際社会

企業経営やコミュニティー形成のために必
要となる理論を、地域の現状と共に学びま
す。これらの知識を地域社会の中で実践す
る経験を通じて、地域の未来を支える社会
人を育成します。

ソーシャル
ビジネス

公務員、
地場企業、
地域金融機関、
NPO（公益活動）

情報メディア
プログラム

ソーシャル
ビジネス

ソーシャルメディアをはじめとした、さまざまな
「メディア」による情報発信を実践的に学
びます。同時に、アニメ、ゲーム、映像作品
などのコンテンツ制作についても学ぶプロ
グラムです。

情報
メディア

IT・アニメ産業、
マスコミ、
アナウンサー、
観光サービス

英語イマージョン
プログラム

英語教育 国際社会

英語を集中的に学び、第二言語としての
英語運用能力を身につけることを目標とし
ます。卒業後の社会で通用する英語力と
英語で思考し、伝える力を身につけます。

キャリア
コミュニケーション

ホテル、
航空会社、
商社、
観光サービス

児童英語教育
プログラム

文学・文化 キャリア
コミュニケーション

「児童英語教育概論」やインターンシップ等
を通じ、子どもたちに英語を教える理論と実
践を学ぶプログラムです。小学生対象の英
語活動の現場に参加し、子どもたちとの交
流を通じて、学びを深めます。

英語教育
児童英語講師、
小学校教員、
教育機関

日本語教育
プログラム

国際社会 英語教育

日本語を駆使する能力と日本文化について
の多角的な知識を修得します。外国人留学
生が母国で、日本人が海外で日本語教育に
携わる時にも役立ちます。海外でのインターン
シップへの参加も可能です。

多文化
理解

日本語教師、
各種学校、
教育機関

キリスト教教育
プログラム

聖書を通じてキリスト教そのものを学ぶと同
時に、歴史や文学作品を通じて、欧米の思
想文化の根底にあるキリスト教への理解を
深めます。キリスト教を題材に、人間の生き
方を学びます。

牧師、
伝道師、
宗教科教員、
研究者

※各プログラム修了者には、本学認定の修了証が授与されます。

歴史研究 国際社会

キャリア
コミュニケーション

ソーシャル
ワーク文学・文化 歴史探究

2020年度スタート
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心理学
心の働き方の理解を
深める

担当教員： 益谷 真

P.13

イギリス文学
文学は人間的生き方を
模索する手がかり

担当教員： 金山愛子

P.11

アメリカ文学
北米の文学と、それを生み
出した背景を学ぶ

担当教員： 荒木陽子

P.11

NPO・まちづくり
地域課題を解決する
組織について学ぶ

担当教員： 堀野亘求

P.18

P.6

文化人類学
私たちは、自分のことを
分かっているだろうか

担当教員： 長坂康代

P.8

国際政治学
現実を踏まえながら
平和な世界を構想する

担当教員： 富川 尚

●  学びの分野

●  担当教員

日本近現代史
藤野 豊

過去を調べ、現在を考え、未来を変革する
今、私たちが当たり前に受容している平和とか人権という価値は100年前に

はありませんでした。多くの犠牲の上に、今、ようやく社会に定着したものです。

日本近現代史の現場を歩き、現場から歴史の解釈を考えます。過去を学ぶ

ことは、人類にとってよりよい社会を築くものです。

歴史学は暗記する勉強とか、物知りになる勉強のようなイメージがありますが、

そんなものではありません。今、私たちが当たり前に受容している平和とか人権

という価値は100年前にはありませんでした。多くの犠牲の上に、今、ようやく

社会に定着したものです。

国際文化学科
教授

【研究分野】 日本ファシズム
／戦後民主主義／部落問題／
買売春問題／ハンセン病問題

高校向け出前講義

講義② 近現代日本の差別の連鎖

講義① 近現代日本の戦争の連鎖

この学問と社会とのつながり

歴史探究

【担当する科目】 歴史学／日
本史概説／日本近現代史／
日本と世界の現代史／日本
思想史／近代日本史料論／
日本文化論／歴史学演習

【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

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

●  学びの分野

●  担当教員

ヨーロッパ近現代史
丸畠宏太

歴史を学ぶことは、今を生きる立ち位置を知ること
ヨーロッパ近現代史の中で、近代ドイツ軍事史を研究しています。歴史を学ぶ

ことは、今を生きる私たちの立ち位置を知ることであり、現代の視点から過去

と対話をすることでもあります。近代ドイツの歴史を例にとり、軍事的価値観に 

私たちが徐々に縛られていく様子を学びます。

昔、アメリカの軍艦の日本寄港に反対する抗議デモの行列があちこちで見ら

れました。ところが最近では、同じアメリカ軍艦の艦内見学会に並ぶ行列が

見られます。こんな現代的現象を比較考察するのも、私がいう軍事史の重要

なテーマなのです。一般にイメージされる軍事史とはずいぶん違うでしょう。

国際文化学科
教授

【研究分野】 近代ドイツの
軍隊と社会／徴兵制の社
会史

高校向け出前講義

講義② 日常の中の軍隊

講義① ユダヤ人迫害に見る人種差別の歴史

この学問と社会とのつながり

歴史探究

【担当する科目】 西洋史概
説／西洋史／ヨーロッパ文
化論／キリスト教史／歴史
学演習

【最終学歴】 京都大学法
学研究科政治史・近代ドイ
ツ軍事史専攻博士後期課
程

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

歴史を学ぶ上で、はじめは偉人たちの行動や思想、功績に目がいき
がちです。しかし、現在に至るまでの時代を作り上げてきたのは実は
一般の人々であることを「ヨーロッパ近現代史」で学びました。庶民
と呼ばれる人々が当時の世界、そして私たちが今生きるこの世界
に与えた影響を政治や社会、文化などの側面から学んでいます。

小池史也
国際文化学科4年／新潟県立村上高等学校出身学生コメント

P.5

ヨーロッパ近現代史
歴史を学ぶことは、今を生
きる立ち位置を知ること

担当教員： 丸畠宏太

P.5

日本近現代史
過去を調べ、現在を考え、
未来を変革する

担当教員： 藤野 豊

P.6

アジア近現代史
アジア地域の問題を
歴史的に考える

担当教員： 木下光弘

P.10

アメリカ社会史
人々の目線から国家や
共同体の歴史を探る

担当教員： 山﨑由紀

P.10

ソーシャルメディア
新しいデジタルメディアに
触れる

担当教員： 一戸信哉

P.9

アニメ産業
コンテンツが社会に与える
影響について考える

担当教員： 松本 淳

言語教育学
時事問題をコンテントとし
て言語を習得する

担当教員： グレゴリー・グッドマーカー

P.7

キリスト教学
神と人間と世界について
考える

担当教員： 下田尾治郎

スポーツ科学
元オリンピック選手が指導
するスポーツ実習

担当教員： 松浦進二

P.15

聖書学
聖書は人類の古典

担当教員： 山田耕太

福祉思想と実践
ボランタリズムの
思想的背景を理解する

担当教員： 田中利光

P.16

ボランティア
思いを行動に移し、自分らし
い生き方を見つける

担当教員： 池田しのぶ

P.18

社会福祉
人間としてどう生きるのか
を学ぶ

担当教員： 山﨑ハコネ

P.16

P.19

英語学
英語を通して人間の知の
営みを探る

担当教員： 主濱祐二

P.12

人間形成学
教育のあり方を考えるため
の理論的枠組み

担当教員： 虎岩朋加

P.14

応用言語学
ことばの教授と学習を
研究する

担当教員： 川又正之

P.12

P.13

日本語教育
「当たり前」のことから
世界を広げる

担当教員： 木林理恵

P.15

自由に学べる

未来がひろがる

リベラルアーツ29の学び CONTENTS

社会起業
山積する生活問題を
解決・緩和する手法を学ぶ

担当教員： 石坂 誠

P.17

地域福祉
地域課題の解決策は
地域にある

担当教員： 趙 晤衍

P.17

P.9

経済学
経済学から
環境問題を考える

担当教員： 房 文慧

P.8

国際法学
地方、そして日本と世界の
関わりを実感する

担当教員： 藤本晃嗣

P.7

ドイツ文学
ドイツ文学を通して
人間とは何かを考える

担当教員： 桑原ヒサ子

児童英語教育
児童対象の英語
指導法を学ぶ

担当教員： 大岩彩子

P.14

学びをひろげる

「日本近現代史」では、戦争にまつわる歴史的事実が人権や思
想を含め、民衆にどのように影響を与え、民衆はどのように歴史
に関わったかを学びます。歴史の前面に出ていない事実を知り、
驚き、怒り、心が動かされました。起きてはならない事柄を繰り返さ
ないために、私たちがどうあるべきかを考えさせられます。

箱岩千加
国際文化学科3年／新潟県立新潟女子（現 新潟江南）高等学校出身学生コメント
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●  学びの分野

●  担当教員

文化人類学
長坂康代

私たちは、自分のことを分かっているだろうか
自分のことを分かるためには、自分と違う他者や異文化が要るのです。他者や

異文化を知って、自分を知るのです。「文化人類学」は、異文化を鏡にして、他

者を知り、それを通して自分を知る学問です。

現代は、モノ、人、コトが行き交うグローバル時代です。世界が大きな交流の 

うねりの中にある今、自分の文化が正しいとか優れているとか、または新興国 

が劣っているといった価値観ではなく、どの文化も正しいという世界の平等を 

考えていくことが社会にとって重要です。

国際文化学科
准教授

【研究分野】 文化人類学／
都市人類学

高校向け出前講義

詳しくは
こちら

講義②
コミュニケーションの取り方を
見直そう―“変心”するチャンス！

講義①
異文化体験－自分を知るために
海外の文化に目を向けてみよう

この学問と社会とのつながり

【担当する科目】 文化人類
学／地域学／地域文化論
／文化論演習／アクティブ・
ラーニング演習

【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

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

●  学びの分野

●  担当教員

ドイツ文学
桑原ヒサ子

ドイツ文学を通して人間とは何かを考える
文学作品を読むとなぜ感動するのでしょう。それはそこに人間の本質があます

ことなく描き出されているからです。作品が成立した時代の影響や、その時代

に生きた作者の考え方に照らし合わせて、その作品が誕生する必然性も

明らかにします。

文学は、法律学、医学、経済学、工学といった実学と呼ばれる実際に役立つ

学問の対極に位置づけられます。しかし、たとえ高度な技術を身につけ、人間

以外のものが直接の仕事の対象であっても、文学や芸術を通して培われる人

間理解なしには偏った生き方をすることになってしまうかもしれません。

国際文化学科
教授

【研究分野】 ドイツ文学／ド
イツ現代文化

「ドイツ文学」では、作品に込められた作者のメッセージや考え方な
どを学ぶことができます。また、時代背景や作者の生い立ちを知る
ことで、作品に対する知識の幅が広がります。講義では作品につ
いて意見を出し合うことで理解が深まり、発言する力も身につきま
す。作品の魅力を感じると同時に、人間の奥深さを学びました。

野潟 結
国際文化学科4年／新潟県立阿賀黎明高等学校出身

高校向け出前講義

講義② 文学は戦争をどう表現するか

講義①『グリム童話』を読む

この学問と社会とのつながり

【担当する科目】 ドイツ語文
化圏研究／ドイツ語／文化
論演習

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 学習院大学
人文科学研究科ドイツ文学
専攻博士課程

多文化理解 文学・文化多文化理解

詳しくは
こちら

「文化人類学」では、自分とは価値観の異なる文化を実践的に
学んでいます。例えば本場のカレーを食べ、レシピを学び、学園祭
に出店する中で、食文化の多様性を知りました。異文化に触れる
ことは、自分を見つめ直すきっかけにもなります。アクティブな先生
と一緒にリアルな世界を眺めるのはとても楽しいです。

坂野 葵
国際文化学科4年／新潟県立佐渡中等教育学校出身

●  学びの分野

●  担当教員

アジア近現代史
木下光弘

アジア地域の問題を歴史的に考える
今、私たちが自明視している民族や国家が、新しく「創造」されたもので、それに

よって生じるアジア地域の諸問題を歴史的に考えます。近現代史のおもしろさ

は、今我々が生きている時代との関係が深いところにあります。歴史的常識に

対する批判的姿勢を大切にし、事実の発掘をしていきます。

民族や宗教に関わる紛争や対立は、非常に注視されている問題の一つです。

そして、この問題は遠い世界の他人事ではありません。例えば、日本でもヘイトス

ピーチという形で異なる民族を排斥しようとする動きが存在します。民族が「創

造」された近現代史を学ぶことで、こうした運動の愚かさがより明確になります。

国際文化学科
准教授

【研究分野】 アジア近現代
史／民族問題

高校向け出前講義

講義② リズムで学び楽しむ「中国語」と多様性

講義① 中国の知られざる姿

この学問と社会とのつながり

歴史探究

【担当する科目】 中国語／ア
ジア史概説／アジア史／アジ
ア近現代史／アジア文化論
／歴史学演習／教育実習事
前事後指導／教職実践演習

【最終学歴】 滋賀県立大
学大学院人間文化学研究
科博士後期課程

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

「アジア近現代史」では、内モンゴルをはじめとした東アジアの文
化、歴史について学びます。また、日本とアジアの関係性につい
て、比較考察することもできます。講義では説明をイラストで表現
するだけでなく、映画や写真なども活用するので理解しやすく、学
生と熱心に向き合ってくれるので集中力も途切れません。

若林誠也
国際文化学科3年／私立新潟青陵高等学校出身学生コメント 学生コメント 学生コメント

●  学びの分野

●  担当教員

キリスト教学
下田尾治郎

神と人間と世界について考える
キリスト教は、2000年もの長きにわたり、政治、経済、文化、芸術などの発展

に影響を与えてきました。その規範となる聖書という書物の理解を通して、かか

るキリスト教に対する理解を深めると共に、神、世界、社会、人間について考え

ていこうとする学問です。

この学問を通して、この世に生を与えられた命の尊厳の根拠を見つめ直し、異

なる者が憎み合うのではなく、互いに異なることの豊かさに目覚めつつ共に支

え合う社会を構築していくことの大切さを学んでいただけたらと思います。

国際文化学科
宗教部長・准教授

【研究分野】 キリスト教学 

高校向け出前講義

講義② キリスト教の戦争観と平和観

講義① イエスの生涯とその教え

この学問と社会とのつながり

【担当する科目】 キリスト教
学／文化論演習

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 米国プリンスト
ン神学大学大学院

多文化理解 文学・文化歴史探究

詳しくは
こちら

「キリスト教学」では、さまざまな思想、宗教、現代哲学、文学作品
に宗教的視点から触れ、それらを踏まえて自分と異なる他者とどの
ように関わるべきか、超越的存在が私たち人間に与えているもの
は何かなど考えていきます。新たな生き方や価値観を発見するこ
とができるのも、この学びの魅力です。

本間慶音
国際文化学科3年／私立敬和学園高等学校出身学生コメント
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●  学びの分野

●  担当教員

国際法学
藤本晃嗣

地方、そして日本と世界の関わりを実感する
国際法は、各国の外交関係や戦争を防ぐためのルールなどスケールの大きな

ものから、私たちの生活に直結する人権問題や国際貿易に関するルールを

定めています。国際社会そのものを学ぶと同時に、私たちの生活が国際社会

と密接な関係を持つようになったことを実感しましょう。

国際法を通して国際社会を読み解いていくと、国際的な問題が私たちの暮ら

しに影響を与える一方で、私たちの暮らしが国際的な問題を引き起こしている

メカニズムが見えてきます。こうした問題を一つひとつ見ていくことで、国際法

学を身近に感じて欲しいと思います。

国際文化学科
准教授

【研究分野】 国際人権基準
とその日本での実施

高校向け出前講義

講義② 世界の難民問題

講義① 世界での人権保障

この学問と社会とのつながり

国際社会

【担当する科目】 国際法／
国際人権論／日本国憲法
／現代社会演習

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 大阪大学大
学院国際公共政策研究科
博士後期課程

●  学びの分野

●  担当教員

国際政治学
富川 尚

現実を踏まえながら平和な世界を構想する
国際政治学は、現実を踏まえながら平和な世界を構想する学問です。国際社会

の基本構造を学んだ上で、戦争をはじめとする国家間の対立の現実と、組織化

がますます進んでいる国際協力の現実の両方を学習します。みんなが暮らして

いる社会はこれからどのように変革していくのかを考えていきます。

理想を語るのは年輩者よりも若者の方が得意なはずです。何百年に一度の

変革期にあるといわれる現代の国際社会は何よりもよりよい世界を創りあげ

る理想を必要としています。次代を担う若者が現実に則した質の高い理想を

模索していく姿勢にこそ国際政治学の醍醐味があると思っています。

国際文化学科
学科長・教授

【研究分野】 国際社会の
組織化を生みだす政治

「国際政治学」では、国際社会とは何かから始まり、政治はもちろ
ん、戦争や平和などについても学びます。世界の動向に興味を持
てるようになり、現代社会において政治がどのように機能すべきか
自分で考える力が身につき、広い視野を養うことができます。学ぶ量
は多いですが、先生が親身にサポートしてくれます。

太刀川綺良々
国際文化学科3年／新潟県立白根高等学校出身

高校向け出前講義

講義② グローバル・ガバナンスとは何か

講義③ グローバル時代に必要とされるリーダーシップ

講義① EUを創った人 ：々 国家を超えようと
する大実験の原動力

この学問と社会とのつながり

国際社会

【担当する科目】 政治学／
国際政治論／国際関係史
／現代社会演習

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 同志社大学
大学院法学研究科政治学
専攻博士前期課程

●  学びの分野

●  担当教員

経済学
房 文慧

経済学から環境問題を考える
経済分析の手法を使って環境破壊のプロセスおよび改善の方法を考究し、

環境と経済の関係を是正する方法を考えます。身近な問題から環境破壊を

引き起こす経済的要因とメカニズムを理解し、自分自身の環境保護活動を

通して、環境制御のあり方に根拠を与える理論を習得します。

環境は最高の公共財です。「カシコイ」生活者になるために、また就職活動を

行う際にも、私たちの足元となる地域環境、私たちを取り巻く地球環境の

状況およびその状況変化とつながる諸企業経営戦略の展開・町振興方法を

理解する必要があります。

国際文化学科
教授

【研究分野】 環境保全を人
間の経済活動の中にいか
に取り組むかを課題とする
理論と実態の研究 

「経済学｣では、経済についての基礎や仕組み、私たちの生活や
社会に与える影響について学びます。経済学は、消費税や年金の
問題をはじめ、私たちの生活と密接な関わりを持つすべての事柄
が学びの対象となります。学びを深めることで自然と新聞の記事や
ニュースにも関心が向き、知識の幅をさらに広げることができます。

渡辺和哉
国際文化学科3年／私立敬和学園高等学校出身

高校向け出前講義

講義②「自分の財布」から見えてくる経済

講義① 身近な環境問題を訴えかける

この学問と社会とのつながり

【担当する科目】 経済学／
環境経済学／経済史／現
代社会演習

【最終学歴】 新潟大学大
学院現代社会文化研究科
経済学専攻博士課程

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

国際社会

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

「国際法学」では、法の基礎知識を学び、国際社会の問題を分析しま
す。国際法から戦争や人権を見ることで、世界を社会的視点から読み
解く力が身につきます。また、国際法が私たちのまわりの環境でどのよ
うに作用するのか考える機会になります。国際法の役割と課題につい
て考えることは、自分自身の知識の幅を広げることにもつながります。

大倉優佳
国際文化学科3年／新潟県立新潟中央高等学校出身学生コメント 学生コメント 学生コメント

情報メディア

●  学びの分野

●  担当教員

アニメ産業
松本 淳

コンテンツが社会に与える影響について考える
アニメ・ゲームといったエンターテインメントコンテンツは、今や日本のイメージを形

作る存在です。それらのコンテンツは、インターネットを含めたさまざまなメディアで

私たちを楽しませ、相互理解を助ける役割をも果たしています。近年では作品の

舞台を訪れ、世界観を味わうコンテンツツーリズムにも注目が集まっています。

日本のアニメ・ゲームなどは海外でも人気が高く、産業規模は拡大を続け人々

のコミュニケーションにも役立っています。このようなコンテンツの創出方法や

そのあり方は、あらゆるビジネスに応用できるものです。

国際文化学科
准教授

【研究分野】 コンテンツ産
業論／メディア政策論／コ
ンテンツ・マネジメント

高校向け出前講義

この学問と社会とのつながり

【担当する科目】 デジタルコンテンツ
概論／メディア産業論／広報・広
告コミュニケーション論／コンテンツ
プロデュース論／コンテンツマネジ
メント／コンピューターリテラシー／
現代社会演習／情報メディア演習

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 東京大学大学
院学際情報学府社会情報
学コース博士後期課程

詳しくは
こちら

講義② プロデュースとプロジェクトマネジメント

講義① コンテンツと地域の関係を築く

「アニメ産業」では、作品の鑑賞だけでなくプロデュースやマーケ
ティングについても学びます。いかにして人の心に響く作品をつく
り、形にするかを考えるのですが、そこでは、新しさや実現性、その
効果が問われます。これらの学びを通じ、アニメを制作する輝かしい
舞台の裏側の仕組みや産業振興について知ることができます。

小掠愉未
国際文化学科3年／私立日本航空高等学校出身学生コメント
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文学・文化 多文化理解文学・文化 歴史探究

●  学びの分野

●  担当教員

アメリカ社会史
山﨑由紀

人々の目線から国家や共同体の歴史を探る
アメリカは、肌の色や祖先の故郷、そして政治信条や宗教の違いといった多様

性を認める国であり、多様な背景を持つ人々に機会が与えられる国ですが、この

ことが認められるまでの道のりは平坦ではありませんでした。「人々の目線」から

学ぶアメリカの歴史を通して、私たちの生きる社会を考えてみましょう。

歴史を学ぶ何より大切な目的は、歴史に学ぶこと、 過去を教訓とすることで

す。社会のあらゆる場面で「多様性」を経験してきたアメリカを学ぶことは、少子

化や経済・外交問題に直面する日本や、国際交流を求める私たち個人に多く

のヒントを与えてくれます。日本も私たちが思う以上に多様化しているのです。 

英語文化コミュニケーション学科
学科長・教授

【研究分野】 アメリカ文化
／アメリカ研究／アメリカ史

【最終学歴】 米国カトリック
大学大学院歴史学部博士
課程（Ph.D.）

【担当する科目】 英語文化
圏研究／メディア英語／講
読／コミュニケーション演習

高校向け出前講義

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

●  学びの分野

●  担当教員

アメリカ文学
荒木陽子

北米の文学と、それを生み出した背景を学ぶ
北アメリカというと、英語圏のイメージが強いですが、フランス語圏やスペイン

語圏もあります。日常的に多様な言語が使用され、さまざまな文化が共存して

いるのが現実です。北米の中でも特に英語圏の文学や文化を中心に、それを

生み出したコンテクストも含め研究します。

文学や文化は、社会や時代、そして作家があって、はじめて生成されます。また

一方で、文学や文化が、社会を動かしていくこともしばしばあります。ですから、

文学や文化を純粋芸術としてのみ楽しむことももちろん可能ですが、それでは

非常にもったいないような気がします。

英語文化コミュニケーション学科
准教授

【研究分野】 北米英語圏
の文学、文化

【最終学歴】 新潟大学大学
院現代社会文化研究科国
際社会形成論専攻博士後
期課程

【担当する科目】 英語文学
／異文化コミュニケーション論
／コミュニケーション演習

「アメリカ文学」では、アメリカの文学作品を読み、作家や歴史、作
品の舞台について考え、原書を日本語に翻訳しまとめていきます。
原書は古語も含まれているため、翻訳に苦労しますが、難しい単語
は辞書で調べ、先生や仲間と話し合いながら確認していきます。仲
間と協力し合うことで、英語力と文章力が高められます。

堀 智葉
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立中条高等学校出身

高校向け出前講義

講義②
近年の北米のノーベル文学賞
受賞者たち

講義①
カナダ沿海諸州の風土と
『赤毛のアン』

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

講義② 第二次世界大戦中の在外日本人と日系人

講義① 首都ワシントンDC から見るアメリカ

講義③ 英語のニュースで読み解く国際社会

「アメリカ社会史」では、起こったできごとだけでなくなぜ起こった
のか、なぜそうなったのかのプロセスを学び、当時のアメリカが置
かれていた状況、人々の生活を見ていきます。今までとは違った
視点で歴史を見るので、新たな価値観との出会いがあります。同
時に、現代日本が抱える社会問題とも向き合えます。

小黒美羽
英語文化コミュニケーション学科4年／新潟県立新潟中央高等学校出身

情報メディア

●  学びの分野

●  担当教員

ソーシャルメディア
一戸信哉

新しいデジタルメディアに触れる
近年は、ユーザーが自ら情報を発信し共有するソーシャルメディアが大きな

影響力を持つようになりました。新しいサービスを使いこなした上で、ネットのよ

うな新しいメディアや既存のマスメディアがどのような方向に向かい、社会や

個人の生活を豊かにしていくのか、その道筋を見極めます。

情報メディアの変化に適応できる人々は、ソーシャルメディアも利用して、強い

人的なつながりを持っています。互いに自分の学びや発想にも、多くの刺激を

得られます。大学生も、IT業界やメディア業界など、社会各層に広がる優秀な

人 と々つながり、学び続けることが十分可能です。

国際文化学科
教授

【研究分野】 情報法／情報
メディア論 

高校向け出前講義

講義② ネット・スマホの安全利用を考える

講義① 情報ネットワーク社会を読み解く

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

【最終学歴】 早稲田大学
大学院法学研究科公法学
専攻修士課程

講義③ 地域映像で考える地域の過去・現在・未来

詳しくは
こちら

今まで受け取る側だったメディアを、作る側として学んでいます。
「ソーシャルメディア」では、何を伝えたいのか、どうすれば伝えた
いことを伝えられるのかを考えながら、映像制作、冊子作成、ラジ
オ放送などに取り組んでいます。情報発信の難しさや重要性、楽
しさを実践を通して学ぶことができるのが魅力です。

長島瞭太郎
国際文化学科4年／新潟県立川西高等学校出身学生コメント 学生コメント 学生コメント

【担当する科目】 情報メディア
論／デジタルジャーナリズム論
／コンピューターリテラシー／
情報法／時事問題研究／情
報メディアPBL／海外メディ
ア事情（海外研修）／現代社
会演習／情報メディア演習

文学・文化 多文化理解

●  学びの分野

●  担当教員

イギリス文学
金山愛子

文学は人間的生き方を模索する手がかり
英文学は、英語で書かれた文学作品を研究する学問です。文学は人の心や

社会、時代を映す鏡です。文学研究を通して、国境や時代を超えて、世界やそ

こに生きる人々の心のありようを知り、いかに生きるかを考えます。文学を通し

てこれまでの人生をふり返り、新しい生き方を模索します。

シェイクスピアなんて役に立たない？利潤追求型の生産生活や、正解は一つ

しか認めない問題解決型の思考をしているとそう思うかもしれません。しかし、

世の中には答えのない問題の方が多いのではないでしょうか。多様な考えや生き

方を許容する文学が、人間的な生き方を模索する手がかりを与えてくれます。

英語文化コミュニケーション学科
教授

【研究分野】 ギリシア悲劇
およびシェイクスピアを中心
としたイギリス演劇／児童
文学

【最終学歴】 米国ブリン
マー大学大学院修士課程

【担当する科目】 英語文学
／児童文学／英文法／コ
ミュニケーション演習

高校向け出前講義

講義② シェイクスピア

講義① イギリスの風土と人々

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

「イギリス文学」では作品の内容を学ぶだけでなく、その時代背
景や作家の生い立ちについて、また作品に込められた思いやメッ
セージを知ることができます。作品により深く触れるためにも英語
で書かれた原書を読むこともあります。今まで読んでいた作品の
ことを深く知れば知るほどその作品のおもしろさが増します。

齊藤萌香
英語文化コミュニケーション学科4年／新潟県立新潟南高等学校出身学生コメント
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●  学びの分野 ●  学びの分野

●  担当教員 ●  担当教員

英語学 応用言語学
主濱祐二 川又正之

英語を通して人間の知の営みを探る ことばの教授と学習を研究する
英語学は、英語ということばを対象に、音声・意味という側面と、それを結びつ

ける文法という側面から人間のことばの仕組みを解明しようとする学問です。 

英語の仕組みはもちろん、その歴史的・文化的・社会的背景も学びながら、 

英語を通して人間の言語知識の構造や豊かな知の営みを探ります。

私たちが生きていく上で、「ことば」は不可欠のものです。それが母語であれ 

異言語であれ、ことばを学び、身につけ、そのことばを通して自分以外の人  々

とさまざまな関係を築きあげます。ことばは社会における人間関係を形作る 

「源（みなもと）」であり、その過程や教育方法を研究するのがこの学問です。

ことばを研究することは、「私たちを人間たらしめるものは何か」という問いと

同義であり、人間を理解するための重要な学問分野です。コミュニケーション、

教育、情報科学、さらには文化全般に、ことばの研究は強く関わっています。

私たちが生きていく上で、「ことば」は不可欠のものです。そのことばを教える、

学ぶとはいったいどのようなことなのでしょうか。自分自身の母語以外の言語を

身につけるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。こういったことを一緒に

考えてみませんか。

英語文化コミュニケーション学科
准教授

英語文化コミュニケーション学科
教授

【研究分野】 英語学／言
語学／第二言語習得

【研究分野】 言語と思想／
言語と言語教育

【最終学歴】 名古屋学院大
学大学院外国語学研究科
英語学専攻博士後期課程

【最終学歴】 米国イリノイ大
学大学院修士課程英語教
育学科

【担当する科目】 英語学／
英文法／グローバルコミュニ
ケーション実践／コミュニケー
ション演習

【担当する科目】 英語教育
学概論／英語科教科教育
法／コミュニケーション演習
／英語科授業研究／教育
実習事前事後指導／教職
実践演習

高校向け出前講義 高校向け出前講義

講義② グローバル・コミュニケーション入門 講義② 英語の多様化と英語教育

講義①
くらべてみよう
英語らしさと日本語らしさ

講義①
英語はどんな言語か
― その「光」と「陰」を考える

この学問と社会とのつながり この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

英語教育 キャリアコミュニケーション 英語教育 キャリアコミュニケーション

●  学びの分野

●  担当教員

言語教育学
グレゴリー・
グッドマーカー

時事問題をコンテントとして言語を習得する
時事問題への意識を高めると同時に外国語を習得します。情報の正確性や

意図的な操作の有無を分析する能力を身につけることは、メディア社会に生き 

る上で非常に重要です。さまざまな観点から情報を分析し、自己と異なるもの 

を理解・尊重する力を伸ばします。

学習者が学ぶ全ての事柄は、地域と国際社会に関係しています。例えば、英語

の大きな数の読み方を勉強している学生は読み方だけでなく、日本と世界におけ

る男女間賃金格差についても学びます。食べ物、スポーツ、趣味について会話し

ている学生は、日本と世界の相互影響へと会話をつなげていくことも可能です。

英語文化コミュニケーション学科 
教授

【研究分野】 異文化コミュ
ニケーションと英語教育 

【最終学歴】 米国サンフラ
ンシスコ州立大学大学院

【担当する科目】 文化交
流論／グローバル・イシュー
ズ／観光キャリア英語／コ
ミュニケーション演習

高校向け出前講義

講義② 自然環境と私たちのライフスタイル

講義①
One Earth（一つの地球）：
文化の多様性

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

多文化理解英語教育 情報メディア

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

「英語学」では英文法だけでなく、英語の成り立ちや英文の構造
など、英語そのものを学びます。これらを学ぶことで、文化や歴史と
の関連性、日本語との意外な共通点や違いに気づくことができ、
英語のおもしろさを深めることができます。また、英語の映画鑑賞を
通して、英語表現や口語的表現を身につけることができます。

辻 美緒
英語文化コミュニケーション学科4年／私立敬和学園高等学校出身

英語と聞くと、アメリカなど英語を母語とする人 を々思い浮かべる
かもしれません。しかし、現在、英語はアメリカやイギリスだけの言
語ではなく、世界中にさまざまな種類の英語が存在します。「応用
言語学」ではどの英語を学ぶべきか、日本における英語教育の問
題点などを取り上げ、より効果的な学習方法について考えます。

本間健太郎
英語文化コミュニケーション学科4年／新潟県立阿賀野高等学校出身

「言語教育学」では、世界の時事問題への理解を深めます。世界
各地を訪問したからこそ生まれる先生独自の視点に触れることが
でき、先生や受講生同士の意見交換からあらゆる考え方を吸収
することで、柔軟な発想ができるようになります。講義はすべて英
語で行われ、全員に発言の機会が与えられるところも魅力です。

鈴木達也
英語文化コミュニケーション学科3年／私立東京学館新潟高等学校出身学生コメント 学生コメント 学生コメント

●  学びの分野

●  担当教員

心理学
益谷 真

心の働き方の理解を深める
心理学は、心の働き方を研究します。分かりやすい対象としては、錯覚、性格、 

思考、記憶、意欲、感情、コミュニケーション行動などがあります。一人ひとり 

の心に違いはありますが、共通する働きに注目して、普遍的な原理を科学的に

探究します。

一般の人 と々の接点の多い臨床心理学では、民間資格である臨床心理士に

加え、新しく国家資格として「公認心理師」が誕生しました。他にも心理士、

発達臨床心理士、健康心理士、学校心理士などの認定資格があり、専門職

で多くの人が社会に貢献しています。

英語文化コミュニケーション学科
教授

【研究分野】 コミュニケー
ション行動の心理学

【最終学歴】 同志社大学
大学院博士後期課程

【担当する科目】 心理学／
対人コミュニケーション論／
コミュニケーション演習／発
達と学習の教育心理学／
教育の方法・技術／教育
相談／教育活動アクティブ
ワーク

「心理学」は、日常生活にあふれる普遍的な原理です。講義では
自ら考え、話し合い、行動の秘密をひもとくことで、さまざまな気づき
が得られます。専門知識だけでなく、社会で求められるコミュニケー
ション能力を身につけることで、大きく世界が変わって見えます。
心理学を学ぶことはよりよい人間関係への架け橋となります。

青井知柚里
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立新発田高等学校出身

高校向け出前講義

講義② コミュニケーションの合気道

講義① 心の不思議

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

学生コメント

英語教育 キャリアコミュニケーション
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●  学びの分野

●  担当教員

日本語教育
木林理恵

「当たり前」のことから世界を広げる
日本についてずっと学んでいるのに知らない・日本で生まれ育ったのに知ら

ない、そんなことはたくさんありますが、語学の勉強では、言語を習得するだけで

なく、その言語を通して新しい世界を知ることもできます。日本語を通して、さま

ざまな知識を得るだけでなく、多面的な考え方を身につけ、探求心を育てましょう。

ネイティブであろうとなかろうと、私たちは「普通はこうだよ」という表現を使う

場合が多いです。でも、「正しい」はずの言い方なのに失礼な振る舞いになる

こともあります。話し言葉は冗長になりやすく、文法も「間違い」ばかりですが

誰も気にしません。言語の運用は社会の中でダイナミックに動くものなのです。

人文学部
契約講師

高校向け出前講義

講義②
あなたが日本語を「間違える」のはどんな
とき？： 個人の言語使用と社会的規範

講義①
50分で学ぶ日本語：
外国語としての日本語を楽しもう

この学問と社会とのつながり

英語教育

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

●  学びの分野

●  担当教員

人間形成学
虎岩朋加

教育のあり方を考えるための理論的枠組み
人間形成学は、学校と社会、教育と文化の複雑な相関関係を掘り下げて

考え、これからの人間像・人間関係・共同体のあり方を探究する学問です。

今後の教育のあり方を考えるための理論的枠組みを再構築し、創造することを

目指しています。

教育は社会形成の基盤でもあり、また、現行の社会のあり方に多大な影響を

受けるものでもあります。そのような中、私たちは、次の世代の子どもたちに何を

伝え、どのように生きて欲しいと期待したらよいのでしょうか。社会と教育の

関連、および、個々人におけるその働きをこの学問は追究してきました。

英語文化コミュニケーション学科 
准教授

【研究分野】 人間形成学／
ジョン・デューイの教育理論
／リュス・イリガライの教育
理論／フェミニスト教育学

【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（Ph.D.）

【担当する科目】 児童英語指導
実習論／通訳実践／文学・文
化比較論／講読／コミュニケー
ション演習／教職入門／教育原
理／カリキュラム論／教育実習
事前事後指導／教職実践演習

高校向け出前講義

講義② 理想の教師像を読み解く

講義①
２つのコミュニケーションと
ジョン・デューイの哲学

この学問と社会とのつながり

英語教育

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

「人間形成学」では社会と教育の関係を考察し、人間のあり方を
学びます。ジェンダーについての学びでは、性的同意やポルノ作
品、男女に対する価値観など、これまで触れることのなかった性に
関して、知っておくべき正しい知識を身につけることができました。
学びの成果を他者に伝えるワークショップも実施します。

佐久間夕穂
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立新発田南高等学校出身

【最終学歴】 東京外国語
大学大学院地域文化研究
科博士後期課程

【研究分野】 日本語以外を
母語とするものに対する日本
語教育、社会言語学、語用
論、総合的会話分析

【担当する科目】 日本語／日
本事情／日本語能力試験
対策クラス／日本語教育学
概論

学生コメント

NEW 今でも、自分が「教える側」に立つことを不思議に思います。もち
ろん伝えたいことはいろいろありますが、私は皆さんよりこの分
野の知識がすこし多いだけはないでしょうか。教室という場のな
せるわざかもしれません。皆さんから学ぶこともたくさんあるので、
互いに学び合い、常に新しい視点を得られる講義でありたいと
思っています。

こんな授業をしています

●  学びの分野

●  担当教員

児童英語教育
大岩彩子

児童対象の英語指導法を学ぶ
児童英語教育のさまざまな理論と指導法を学び、演習形式の授業で指導力·

英語運用能力を養います。ユニバーサルデザインを意識した授業と児童が楽し

んで英語を習得する指導計画を組み立てます。児童が「できた！」と感じられる

英語の授業を運営できる人材を育成します。

人文学部
特任講師

【研究分野】 第二言語教育
／社会言語学／批判的教
育論／アイデンティティ／エ
ンパワーメント／モンテッソー
リ教育／UDL／インクルーシ
ブ言語教育

【最終学歴】 ハワイ大学マノ
ア校修士課程

【担当する科目】 児童英語
教育概論／児童英語指導
実習論／プリゼンテーショ
ン・スキルズ／英語

高校向け出前講義

講義② 大学の英語の授業を体験してみよう

講義①
多重知能を理解し、
学習スタイルを知ろう

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

「児童英語教育」では、子どもたちにどのような英語を教え、何を身
につけさせるかついて、可能性を引き出す｢多重知能理論｣に基づ
きながら実践的に学びます。実際の授業を想定して活動指導案を
作成、実践するので、指導力の向上と共に自分自身の英語力向上
もできます。指導者、児童の両方の視点から学ぶことができます。

山口瑛莉華
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立新潟江南高等学校出身学生コメント

英語教育

言語は社会で生きていく上で基礎となり、相互理解に役立ちます。母語以外の言

葉を学ぶことは、生まれ育った環境とは別の文化や社会を知ることにつながり、異

なる文化の人と交流できるようになるということです。子どもが文化の違いを受け

入れる、互いの多様性を理解することが、未来のより平和な社会につながります。

●  学びの分野

●  担当教員

聖書学
山田耕太

聖書は人類の古典
現代の世界と歴史、文化や文明を理解するのに宗教、とりわけ聖書の理解は

不可欠です。聖書学は、聖書の背景や成立過程を跡づけて、各書物がいつ

どこで誰に対して何を目的にして、どのような構造で書かれたかなどを明らかに

し、生きる指針を与える学問です。

ヨーロッパ・アメリカの思想文化の根底にはキリスト教があります。あるいは

欧米文化の影響を受けた明治以後の日本の社会を理解するにもキリスト教は

不可欠です。『ふしぎなキリスト教』（講談社現代新書）がよく表現しているよう

に、日本の近代化を理解しようとするためにもキリスト教理解は欠かせません。

人文学部
学長・教授

「キリスト教徒ではないから自分に聖書は不要だ」と思う人も多い
でしょう。非現実的な話も多く、最初は文学を読む感覚で聖書と
接していました。しかし、イエスや先人たちは私たちに何を伝えよう
としているのか、時代背景にどのような問題があったのかを知るに
つれ、聖書を教養書として読むことができるようになりました。

小澤真唯
英語文化コミュニケーション学科3年／私立北越高等学校出身

高校向け出前講義

講義② 人間の学である人文学とは何か

講義① 大学とは何か

この学問と社会とのつながり

文学・文化多文化理解

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

ソーシャルワーク

詳しくは
こちら

【最終学歴】 英国ダラム大
学神学系博士課程（Ph.D.）

【研究分野】 ヨーロッパ思
想史ならびに共生の哲学を
研究／原始キリスト教の発
生から初期カトリシズムの展
開までを研究 

【担当する科目】 ヨーロッパ
思想史／新約聖書の世界

学生コメント

多文化理解
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●  学びの分野

●  担当教員

福祉思想と実践
田中利光

ボランタリズムの思想的背景を理解する
欧米の福祉思想の源流は、古代ユダヤ社会で形成された慈善にありました。

のちに、それを受け継いだキリスト教慈善の制度・実践は、今日につながる欧米

のボランタリズムや福祉文化の基盤を形成していきました。それらの歴史的

変遷を、その時代の原典資料に基づいて学習します。

マザー・テレサのインドでの事業や活動など、社会の中で思想と実践がどのよう

に連動しているのかを見ることで、共に生きる社会を支えている福祉思想を理

解します。特に近代以降の欧米で、女性の社会活動が慈善事業や社会事業

発展の大きな担い手となりました。

共生社会学科
学科長・教授

【研究分野】 福祉思想史
（ユダヤ教、キリスト教）／慈
善の近代化と女性の活動 

【最終学歴】 首都大学東京
大学院人文科学研究科社会
行動学専攻博士後期課程 

【担当する科目】 キリスト教
社会福祉思想史／共生の
哲学／障害者福祉論／共
生とケア演習／相談援助の
基盤と専門職／相談援助の
理論と方法／相談援助演習

高校向け出前講義

講義② 女性の社会進出へのタイムトラベル

講義① 古代福祉思想へのタイムトラベル

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

ソーシャルワーク 多文化理解

●  学びの分野

●  担当教員

地域福祉
趙 晤衍

地域課題の解決策は地域にある
現代社会に生きる私たちの抱える社会的課題は、複雑・多様化しています。

コミュニティの機能が脆弱化した今、あらためて地域を基盤とした福祉の営み

とその解決策に向け、地域福祉や社会的企業、まちづくりという視点から問い

かけます。

社会福祉が学問として確立してきたのは遠い昔のことではありません。社会福

祉は、むしろ人々の生活に直結する問題に深く関わる日常生活の実践として、

発展してきたといえます。それは、社会福祉が一つの学問として、実践として

両方において人々の生活とは切っては切れない存在であるからです。

共生社会学科
教授

【研究分野】 地域福祉とま
ちづくり／社会的企業のあ
り方／社会福祉における
アールブリュットのもつ意義 

【最終学歴】 日本社会事業
大学大学院博士後期課程

【担当する科目】 地域福祉
論／社会起業論／社会福
祉原論／共生とケア演習／
アクティブ・ラーニング演習
／相談援助の理論と方法
／相談援助演習

高校向け出前講義

講義②
福祉はアートだ！
アール・ブリュット、もう一つの世界

講義①
広がる福祉の新たな可能性、
地域福祉、社会起業とは何か

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

ソーシャルビジネス ソーシャルビジネス

「福祉思想と実践」では、キリスト教、ユダヤ教の宗教思想と福祉
のつながりや歴史、その実践について学びます。福祉分野の技
術の習得には理論を学ぶことが大切です。理論の根源には宗教
思想である慈善の考え方があります。講義を通じて、他者に寄り添
う姿勢、他者を愛する大切さについて理解することができました。

若槻朱美
共生社会学科4年／私立敬和学園高等学校出身

「地域福祉」では、社会福祉協議会やNPO法人など地域を支える
団体の仕組みや地域に与える影響を学んでいます。認知症カフェ

「しゃんしゃん」や粟島への訪問などの実践活動を通じて、学びを
肌で感じさらに深めることができます。今まで意識しなかった地域の
魅力や課題、資源に意識を向け考察できるようになりました。

廣田義人
共生社会学科4年／私立新潟第一高等学校出身

●  学びの分野

●  担当教員

社会福祉
山﨑ハコネ

人間としてどう生きるのかを学ぶ
日本は超高齢社会を迎え、地域共生社会の実現に向けた総合的かつ包括的な

政策・地域づくりが求められています。困りごとや生きづらさを抱えている子ども 

から障がいのある方、お年寄りや家族、地域とつながり、他者に気づかう心を 

もって寄り添う支援、共生の道を模索していく学びが社会福祉です。

だれもが安心して暮らせるまちづくりが求められています。全世代の地域住人が

対象です。人と共に生きる場で起こるさまざまな生活課題に対して、その緩和・

解決にむけた援助が福祉の実践です。困っている人の力になれるように「共生」

を一緒に考え、実践力を身につけていきましょう。

共生社会学科 
准教授

高校向け出前講義

講義② 子どももお年寄りも障がい者も一緒

講義① 広がる子ども食堂

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

ソーシャルワーク

【最終学歴】 日本社会事業
大学大学院社会福祉研究
科博士前期課程

【研究分野】 地域福祉実践と
ケア思想／キリスト教死生学

【担当する科目】 ボランティ
ア論／キリスト教社会福祉
思想史／死生学／高齢者
福祉論／福祉経営論／共
生とケア演習／相談援助の
理論と方法／相談援助演習

学生コメント 学生コメント

ソーシャルワーク

●  学びの分野

●  担当教員

社会起業
石坂 誠

山積する生活問題を解決・緩和する手法を学ぶ
地域にはソーシャルワークの実践のみでは解決できない問題が存在していま

す。そうした生活問題を解決・緩和していくための社会資源をどう作り出して

いくかが問われています。地域に必要な社会資源を生み出していく手法や

社会起業の主体としてのNPO、協同組合、企業などについて学びます。

現在の日本には、貧困・社会的排除、下流老人、社会的孤立など、さまざまな

生活問題が山積しており、既存の制度・政策やソーシャルワークだけでは対応

しきれなくなっています。こうした問題に、NPO、協同組合、企業などさまざまな

主体がそれぞれの個性を生かして、取り組んでいます。

共生社会学科
准教授

【研究分野】 貧困・社会的
排除／ソーシャルワークと協
同の形成／非営利・協同

【最終学歴】 日本福祉大学
大学院社会福祉学専攻修
士課程

【担当する科目】 社会起業
論／非営利組織論／社会
保障論／保健医療サービス
論／公的扶助論／共生と
ケア演習／フィールド・トレー
ニング事前事後指導

高校向け出前講義

講義②
生きる・働く・暮らす
̶協同が紡ぐ過去・現在・未来

講義①
「天気の子」が問いかけるもの
̶FECで創る持続可能な地球と持続可能な地域

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

ソーシャルビジネス

「社会起業」では、国や行政では解決策を見出だせない問題であ
る貧困や少子高齢化、環境保全など社会的課題の打開策につ
いて考えていきます。社会的課題をビジネスの手法を用いて解決
を図る取り組みを学ぶことで、複雑化、多様化する現代で需要が
高まりつつある社会へ貢献する力が身につきます。

細山裕登
共生社会学科3年／新潟県立新潟向陽高等学校出身学生コメント

先生の授業では、キリスト教の考え方やリベラルアーツの視点か
ら「社会福祉」を考察します。死とはどういうものか、望む死を含め
て人生をよりよいものとするためにできることを一緒に悩み、考え
ます。共生社会の実現を目指すと共に、目の前の一人ひとりに
焦点を当て、考えることの大切さも学んでいます。

山㟢望空
共生社会学科4年／新潟県立柏崎総合高等学校出身学生コメント
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●  学びの分野 ●  学びの分野

●  担当教員 ●  担当教員

NPO・まちづくり スポーツ科学
堀野亘求 松浦進二

地域課題を解決する組織について学ぶ 元オリンピック選手が指導するスポーツ実習
今、地域ではさまざまな課題に直面しています。その課題を積極的に解決しよう

とするNPOが生まれてきました。しかし、NPOの基盤はまだまだ脆弱です。そこ

でそのNPOを支える仕組みが必要です。課題解決を図る組織とその活動を

支える組織の協働によるこれからのまちづくりについて学びます。

全日本バドミントン総合選手権で13回優勝、バルセロナオリンピックでは5位

入賞し、その後は全日本チーム、実業団チーム、大学チームの監督として選手

を育成してきた実績を元に、全学生が必修の「スポーツ実習」を担当します。

まさに今起きている社会課題とそれを解決するための新たな取り組みを学ぶ 

分野のため、最も社会とのつながりが強いと考えられます。その一方、学問として

はまだまだ確立されておらず、これからさらなる探求が必要な分野ともいえるで

しょう。社会からの要請と新たな可能性を秘めた領域での学びになります。

多くの競技スポーツでは、厳しいトレーニングにより技術や体力を向上させる 

ことだけでなく、「他者への気遣い」「礼儀」「言葉遣い」が重視されています。 

このような経験と訓練は、選手の人格の形成や自己実現につながり、社会に 

出た後も生かされています。

共生社会学科
准教授

人文学部
特任准教授

【研究分野】 NPO／ソー
シャルビジネス／協働による
まちづくり／中間支援組織

【研究分野】 
バドミントン競技

【最終学歴】 京都産業大学
大学院マネジメント研究科
博士後期課程

【最終学歴】 
法政大学社会学部社会学
科

【担当する科目】 まちづくり論
／非営利組織論／地域産
業論／社会調査の基礎／
共生とケア演習／フィールド・
トレーニング事前事後指導

【担当する科目】 
スポーツ実習

高校向け出前講義 高校向け出前講義

講義② NPOやまちづくりを支える組織 講義② 競技としてのバドミントン（実技指導）

講義① NPOとまちづくり 講義① 夢をあきらめない

この学問と社会とのつながり この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

●  学びの分野

●  担当教員

ボランティア
池田しのぶ

思いを行動に移し、自分らしい生き方を見つける
「誰かのために何かしたい」という思いを行動に移してみると、さまざまな出会

い、経験から多くのことを学ぶことができます。やるもやらないも自由なボラン

ティア活動から、自分らしい生き方を探すことができるかもしれません。ボラン

ティアの意味、その歴史や活動・実践事例を学びます。

ボランティア活動の場は災害現場や社会福祉分野だけではありません。地域

づくり、まちおこし、自然環境整備、エコロジー、地域社会から国際社会まで、

この社会にあるあらゆる場面で必要とされ、その活躍が期待されています。

共生社会学科
助教・ボランティアコーディネーター

【研究分野】 ソーシャルワー
カー養成におけるボランティ
アマインドの意義

【最終学歴】 新潟医療福
祉大学大学院社会福祉学
研究科修士課程

【担当する科目】 相談援助
の理論と方法／相談援助
実習指導／相談援助演習

「ボランティア」は、自分の成長につながる場です。これまで幼児キャ
ンプ活動支援や台風による被災地支援など、さまざまなボランティ
ア活動に参加しました。ボランティアは人と人のつながりの場であ
り、自身の成長の場だと実感しました。自発的に行動することの大切
さを学び、普段から積極的に行動できるようになりました。

齋藤優樺
共生社会学科4年／新潟県立新発田高等学校出身

高校向け出前講義

講義②
社会保障の現場
― ソーシャルワーカーの働き

講義① 社会を変える「ボランティア」

この学問と社会とのつながり

※高校で講義を実施できます。高校の先生を通じて本学にお申し込みください。

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

ソーシャルワーク ソーシャルビジネス

「スポーツ実習」は必修なので1年生全員が受講します。バドミン
トンの授業では、先生が基本の技術から優しくおもしろく教えてく
れます。先生を相手にしたラリーでは、みんなで協力し誰かが失敗
しても自然と声を掛け合います。運動を通じて新しい友達とも仲
が深まり、コミュニケーションをとることができることを学びました。

浦富亜優
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立新発田南高等学校出身学生コメント 学生コメント

「NPO・まちづくり」では、さまざまなまちの社会課題に取り組む
NPOについて学ぶと共に、多くの組織が協力することの大切さを
学びました。講義では福祉分野にとどまらず、企業からNPO まで
幅広くまちづくりについて学びます。まちづくりを今後担っていく私
たちが、実践できることは何かを考えることができます。

鈴木朋美
共生社会学科4年／新潟県立新潟東高等学校出身学生コメント

自由な学びが
あなたの未来を支えます

　「約47%の労働人口がコンピュータ技術に

代替される」

　これは、人工知能（AI）についての研究者、

オックスフォード大学のオズボーン准教授が

分析した、10～20年後の未来の予測です。

　変化が激しく、グローバル化がすすむ時代

の中で人生を歩んでいく高校生の皆さんに必

要なこと、それは、“今”即戦力となる専門技術

を身につけることではなく、幅広い自由な学びか

ら、まだ見えない“未来”で、新しい価値を生み

出していく創造力と、時代の変化に流されない

価値観とを身につけることです。

　敬和学園大学のリベラルアーツは、時代を

超えて生きる教養を身につける学びです。敬和

学園大学で身につけた教養は、あなたの長い

人生の中で、技術や生活環境が変わっても対

応できる創造力と、あなた自身の幸せを感じる

ための確かな価値観を与えてくれます。

　人生の生き方を学び、人格を形づくる、これ

からの大切な4年間。敬和学園大学での学

びが、あなたの未来を支えます。

ソーシャルビジネス
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