
学びを広げる、

未来が広がる
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波多野里菜さん  P.42

私にとっての敬和学園大学 リベラルアーツの学びが私を変えてくれました！

髙橋 築さん  P.6 佐藤奏海さん  P.8 鎌田 舞さん  P.10 小林葵楽さん  P.20

今野佑紀さん  P.20 塩川優太朗さん  P.21 一野諒也さん  P.21 吉間拓海さん  P.22

浅野睦実さん  P.22 清野樹里さん  P.23 駒沢 優さん  P.23 登川雄太さん  P.24

棚村恭乃さん  P.24 若槻朱美さん P.25 齊藤萌香さん  P.25 小林広季さん  P.35

本間健太郎さん  P.35 大谷明日香さん  P.37 大野慶太郎さん  P.39

北野智也さん  P.43 青柳沙耶さん  P.53與口瑞歩さん  P.44 伊藤祐吏さん  P.54
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1950年東京に生まれる。1976年千葉大学教育学
部卒業（教育学士）、1979年国際基督教大学大学
院比較文化研究科博士前期課程修了（文学修士）、
1986年イギリス・ダラム大学神学系大学院博士課程
修了（Ph.D.）。1991年敬和学園大学人文学部助
教授、1995年同教授、2004年同大学共生社会学
科長、2009年同大学副学長を経て、現在、同大学学
長。専門は、新約聖書学、倫理思想史、比較宗教学。

敬和学園大学長

山田耕太 YAMADA Kota 

学長からのメッセージ

Message
from
the President

好きなことを学び、その学びを深めていく4年間 ● 敬和学園大学の学びと身につく力

敬和学園大学のカリキュラムは、3学科9コース

と学科を越えた7つのディプロマ（修了証を発行

する）プログラムで構成されています。毎年400

ほどの科目が提供される小さな総合大学です。

学生の興味と関心が深まるにつれて、自分の学

科の学びを中心にしながら、学科の枠を越えて

自由に選択できるカリキュラムになっています。

その目指すところは、「真理はあなたたちを自由

にする」という言葉をモットーにした、リベラル

アーツ教育です。すなわち、各科目の学びを通し

て多元的な視点で物ごとを見る力を養い、本当

のことを知って身体的にも精神的にも自由にな

り、魂の深みから解放される教育です。

敬和学園大学のキャンパスで、人間性を豊か

にする真の学びと友人と教師に出会い、あなた

が本当に好きなことを学び、その学びを深めてく

ださい。そうすることで、大学を卒業する時のあ

なたは、高校を卒業した時よりも、より成長して、

自由闊
か っ た つ

達で生き生きとした人になっていることで

しょう。

山田耕太 学長ブログ
「学長室だより～神を敬い、人に仕える～」

地 域
地域を
支える力

国 際
地域と世界を
つなげる力

奉 仕

他者の立場や状況を理解して課題に取り組

み、目標に向けて協力し取り組む力を身につけ

ます。地域とそこで暮らす皆さまに寄り添い、

共に行動し、地域の幸せな生活を支えます。

文化や歴史の違いを理解し、これまでの既成

概念にとらわれず、多面的に物ごとを伝える力

を身につけます。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ます。

キリスト教をベースにした学びと実践で、自分

と同じように他者を愛し、他者のために尽くす

力を身につけます。他者の個性を認め、その生

活や成長に寄り添い、共に生きていきます。

他者のために
生きる力

商社、グローバル企業、マスコミ、観光サービス、
ホテル、日本語教師、NGO（国際協力分野）など

● 活躍する分野 

小・中・高校教員、教育機関、福祉施設、警察官、
消防士、牧師、NPO（公益分野）など

● 活躍する分野

公務員、商工会議所、地場企業、金融機関、
IT関連、ブライダル、販売、生活サービスなど

● 活躍する分野 

Veritas l iberabit vos.
真理はあなたたちを自由にする。

ヨハネによる福音書 8章32節

大学での日々の活動やできごとを、
山田学長の思いと共にお伝えします。
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好きなことを好きなように学べる、
リベラルアーツから学んだ価値観

東京の専門学校で映像制作を学んでいた髙橋さん。
敬和学園大学に入学してどのような違いを感じたのでしょうか。

好きなことや友達との関わり方、リベラルアーツが教えてくれたこととは。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #01

● 国際文化学科

− STUDENT PROFILE −

髙橋  築
TA K A H ASHI K i zuku

国際文化学科4年
私立敬和学園高等学校出身

●  担当教員から見た髙橋築さんの成長

スキルを生かしてチームを支える 国際文化学科教授  一戸信哉

ゼミでは数人のチームを組んで映像制作に取り組ん
でいます。彼の場合は同じ学年の学生たちより年齢
が一つ上ということもあり、その分、少し引き気味なポ
ジションでいることが多いのですが、実際に機材を使
用したり映像を編集したりするスキルは彼が一番で
すね。後輩の面倒もよくみるし、彼が関わった作品は

しっかり仕上がっています。ただ、今は仲間を後ろか
らサポートするまとめ役を担ってくれていますが、これ
からは彼自身がもっと前に出て、いろいろな経験を積
む中で自分自身のテーマを見つけて、自分の表現と
しての作品づくりにまい進してほしいと思います。彼
にはそれを実現する力が十分にあります。

〉〉 髙橋さんの未来を広げた「敬和の学び」について、P20をご覧ください。

 求めていたのは、
 好きなことに取り組める環境。 

―――　高校卒業後、専門学校に通ってい

たそうですね。

はい。敬和学園大学に入学する前に、東京の

映像系の専門学校に通っていました。高校時

代から好きだったハリウッド映画のCGやVFX

の技術を学びたくて入学したのですが、自分に

はその学び方が合わなくて1年の夏で退学した

んです。

―――　それから敬和学園大学に入学した

理由は？

専門学校の先生から「好きなことを仕事にする

と、嫌いになる人がほとんどだ」と言われてショッ

クを受けたことがあったんです。好きなことをし

たくて入学したのに…って。辞めた後、好きなこ

と、やりたいことを積極的な気持ちで取り組める

環境が整った大学を探して、敬和学園大学に

入学を決めました。

―――　大学での新しい学びはどうですか？

カリキュラムがあらかじめ決められている専門学

校と違って、自由に学べるリベラルアーツが主

体となっている敬和学園大学では、好きな科目

を好きなように選択できます。それはやっぱり魅

力的ですね。他の学科の授業を受けることで友

達も増えて、いろいろな考え方があることを知り、

新たな知識を吸収できるようになりました。

よい映像作品をつくるために
チームとして何を学ぶべきか

―――　映像制作の学びを続けたくて一戸

先生のゼミを履修したそうですね。

はい。一戸先生のゼミなら自分のやりたい映像

のことを学べるし、専門学校時代に得たスキル

を生かせると思いました。大学の学びはただ単

に映像を作る技術を習得するだけではなくて、自

分たちで企画し、取材するために、幅広くしっか

り勉強して知識を蓄えることがとても大切です。

当然、学内外の人たちとうまく交流し、チームとし

て、成果をあげることが大事になってきます。

―――　将来は映像の道を目指しますか？

僕は既存のアイディアを組み合わせて作品づく

りをするのは得意なのですが、自分のオリジナル

の作品を作ることがまだできていないので、それ

が今後の課題ですね。技術だけでない自分しか

できない力を身につけたいです。その上で、将来

はカメラを使う仕事に就きたいと考えています。

―――　学外でも映像制作の活動をされて

いるとか。

専門学校と違って時間のゆとりがあるので、

車の販売店でアルバイトをしています。SNS

からの集客が多いお店なので、僕にできるこ

とを店長に提案して、YouTube配信をやっ

ています。大学の学びを実践できる機会でも

あるので、今も続けさせてもらっています。

リベラルアーツの環境は
将来が自由に描ける

―――　リベラルアーツならではの学びを実

感することはありますか？

敬和学園大学で学んだことは、知識だけじゃ

なく人間性の部分が大事だということです。

入学してからできた友達はそれぞれやりたい

ことや将来目指す方向性が違いますが、その

おかげで逆に自分自身の視野が広がり、互い

に高め合うことができています。それにいろい

ろな授業を自由に選択できるので、やり直し

がきくんですよ。自分の気持ち次第でどんな

未来でも描ける。それが敬和学園大学のい

いところだと思います。

321

1  各地に出向いて集めた映像素材をチームで編集します。チームワークがよいので楽しい時間です。　 2  インターネットを使ったライブ番組「Keiwa Lunch」の配信もしています。
最新の機材で新しいことにチャレンジできるのも魅力です。　 3  ジムニーという車の専門店でアルバイトをしています。店長のこだわりをYouTubeで配信しています。
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大学でのチャレンジのすべてが、
「コミュニケーション」につながりました

1年生のころは消極的だったという佐藤さん。
英語を中心とした、さまざまな活動に積極的に挑戦することで
学びがつながり、人間的にもポジティブになれたといいます。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #02

− STUDENT PROFILE −

佐藤奏海
SATO Kanami

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟県立六日町高等学校出身

● 英語文化コミュニケーション学科

〉〉 佐藤さんの未来を広げた「敬和の学び」について、P22をご覧ください。

●  担当教員から見た佐藤奏海さんの成長

周囲にポジティブな影響を与えられる人 英語文化コミュニケーション学科教授  グレゴリー・ グッドマーカー

彼女は入学したばかりの1年生の時、とても物静か

で、恥ずかしがり屋の女の子に見えました。でもアジ

ア・ユース・フォーラムや台湾・長栄大学サマーキャン

プなど大学生活を通してたくさんのことにチャレンジし

て、今ではすっかり積極的で強く、明るい学生に成長

しました。私のゼミでも、たくさんの意見を出してくれま

す。彼女の意見や発表には、ちゃんと根拠があって

内容もすばらしいです。これは、自分なりにいろんなこ

とを深く考えて、努力してきた成果が出てきているの

だと思います。彼女は将来、他の人にポジティブな影

響を与えることのできる、特別な社会人になるだろう

と、私は感じています。

―――　高校時代から英語が好きだったん

ですか？

昔から英語が好きで、英語を話せるようになりた

いし、留学もしてみたい。そういう気持ちに加え

て、英語の教職課程があり、英語の資格で特待

生になれる敬和学園大学に入学を決めました。

―――　これまでの大学生活で、自分自身

の変化や成長を感じますか？

実は1年生の時は自分に自信が持てなくて、ずっ

と迷いの中にいました。でも2年生になり、アジ

ア・ユース・フォーラムに参加したことが転機に

なって、何ごとにも積極的に取り組めるように変

わることができました。

ターニングポイントは
アジア・ユース・フォーラム

―――　アジア・ユース・フォーラムでの経験

について詳しく教えてください。

アジア各国の学生が参加して1週間生活を共に

しながら異文化交流をするのが「アジア・ユース・

フォーラム」です。私は、迷ってばかりいた自分を

変えたくて参加しました。ルームメイトがカンボジ

アの子だったのですが、お互い英語が拙くて伝え

たいことが上手く伝えられませんでした。でも、言

葉が正確に通じなくてもコミュニケーションはちゃ

んととれる、友達になれる。そのことを体感でき

て、私は自分に自信を持てるようになりましたし、

本当は人と関わり合うことが好きなんだなって再

認識できました。

―――　帰国してから具体的にどんな変化

がありましたか？

いろいろなことにチャレンジできるようになりました

ね。教職課程を履修しているので、課題が多くて

もともと大変なのですが、そのほかにもやりたいこ

とがいっぱいあって、異文化交流、歴史、文学な

どさまざまなジャンルの授業を受けたり、映像制

作のナレーションのお手伝いをしたり、エフエムし

ばたのラジオ番組にMCで参加したり、とにかく

積極的になりました。

複数のテーマに取り組んできたことが
一つにつながる

―――　そんなにたくさんのことに取り組ん

で、大変ではなかったですか？

正直、2年生の時は取り組みが多すぎて…、おか

げで自分のキャパシティを知ることができました。

それに私は一つの物ごとだけに集中して取り組

むより、いろいろな経験をしながら、それぞれつな

がるものを探していくのが好きなんです。はじめは

分からなかったんですが、今は、教職課程、英語、

異文化交流、どれも自分の中では「コミュニケー

ション」という一つのテーマでつながっています。

―――　台湾のイベントにも参加しましたね。

台湾の姉妹校、長栄大学で開催された英語の

サマーキャンプに、3年生の夏に参加しました。

国籍の異なる多くの若者たちと交流したのです

が、その時に、教職課程で学んだ多様な個性を

持つ子どもたちとのコミュニケーションのとり方が

ちゃんと役に立ちました。これまでの学びがつな

がっていくのを実感しました。

―――　将来について聞かせてください。

私が今一番勉強したい、取り組みたいと思って

いるのは、学校に行けない子どもたちへの支援

です。いつか「子どもたちの居場所」を自分なりに

発信できるような活動をしたいと考えています。そ

の時、これまで取り組んできた映像やメディアの

経験も必ず生きてくると思っています。

 本当は人と関わることが 

 好きなんだって再認識できました。

321

1  アジア・ユース・フォーラム、台湾・長栄大学サマーキャンプと大学が用意している異文化交流プログラムに参加しました。　 2  教職課程では、新発田市内の小学校でのインター
ンシップに参加。今年はいよいよ母校での教育実習です。　 3  ラジオ番組収録で、憧れの大学の先輩である高井瑛子アナウンサー（新潟テレビ21）と共演できました。
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地域×学生による商品開発で
私の福祉のフィールドが広がりました

粟島浦村の活性化のために、商品開発に取り組んでいる鎌田さん。
福祉とは一見違う分野での取り組みのように見えますが、活動を通じて

ビジネスも福祉も、実は根本的な考え方としては同じということに気づいたようです。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #03

● 共生社会学科

− STUDENT PROFILE −

鎌田  舞
KAMATA Mai

共生社会学科3年
新潟県立加茂高等学校出身

〉〉 鎌田さんの未来を広げた「敬和の学び」について、P24をご覧ください。

●  担当教員から見た鎌田舞さんの成長

ノーと言わない積極性が魅力 共生社会学科教授  超  晤衍

彼女のはじめての印象は、とにかく明るくて前向きだ

ということ。自分に自信を持てず尻込みする学生もい

る中で、何でも「やります！」と積極的。どんなに忙しく

ても彼女の口からノーの返事を聞いたことがありませ

ん。粟島浦村のプロジェクトでは、彼女は途中参加

のような形でしたが、すぐに理解を深めてくれました。

そして商品のイメージやターゲットについて活発に議

論を深めて、最終的にパッケージ制作と販売までこぎ

つけてくれました。さて、ソーシャルビジネスとしてのプ

ロジェクトはいよいよこれからが本題です。彼女はそ

れに取り組み、まとめ上げる役割を担うでしょう。私自

身、大いに期待を寄せています。

―――　敬和学園大学に入学したのは高

校の先生に勧められたからだそうですね。

「敬和学園大学は個性を伸ばしてくれる大学だ

から、君にぴったりだよ」と勧めてくれたんです。

私は高校までは人から言われたことしかしない

生徒だったんですけど、この大学に入学してか

らは、自分からいろいろなことにチャレンジできる

ようになりました。

―――　そのチャレンジの一つが粟島浦村

での「粟島プロジェクト」ですね。

はい。ゼミの趙先生が、粟島浦村の魅力の一

つとしてアマドコロという植物に目をつけたんで

す。滋養強壮、美容効果などがあって、韓国で

は漢方としても親しまれています。私たちはそれ

まで粟島の人たちが気づかなかったアマドコロ

の魅力を有効利用して、アイスクリームの開発

を行い商品化にこぎ着けました。

商品化とデザインで学んだ
何を目的にどう伝えるかという課題

―――　鎌田さんはアイスクリームのパッ

ケージデザインを担当されたとか。

すでに先輩たちが商品を開発し試食まで進め

てくれていました。その活動を引き継いで、私た

ちはオリジナルの商品パッケージを制作しまし

た。敬和学園高校の美術の先生をお招きして

デザインを勉強するところからはじまり、「この

パッケージで私たちは粟島の何を伝えたいの

か」、目的やターゲットをしっかりと話し合いまし

た。粟島の方々からも意見をいただいて、現実

の地域課題について、たくさんのお話を聞くこと

ができました。

―――　実際に商品が完成して、どんな気

持ちになりましたか？

粟島の要素をふんだんに詰め込んだ思い入れ

のあるパッケージが完成して、すごくうれしかった

です。今はこの経験を生かして、新たに加治川

地域ともコラボして梅干しのパッケージ制作に

もチャレンジしています。

ソーシャルビジネスと福祉、
地域課題解決の根っこは同じ

―――　商品づくりを通したビジネスの考え

方は、他の学びにも役立っていますか？

起業をするということは、地域の中に入っていく

ということなんだって気づきました。「ビジネス」

と「福祉」は、地域の人たちの問題を解決する

という意味で根っこは同じなんです。実際に現

場に出向いて課題を見つけて、何ができるかを

考え、その解決を目指す。そういう意味で、私は

ソーシャルビジネスの考え方を持った社会福祉

士を目指したいと思いました。

―――　粟島浦村のプロジェクトのほかに

もいろいろな活動をしていますよね。

国際文化学科のゼミを掛け持ちして国際法を

学んだり、国際交流ファシリテーターの活動も

やっています。これは、自分たちでワークショップ

の準備をして小・中・高校に国際問題を教えに

行く取り組みです。この活動を通して、自分が話

すことよりも、聞く力や意見を引き出す力、周囲

の人たちと協調する力がついたと思います。

―――　今の活動は、ご自身の将来につな

がっていくと思いますか？

いろいろな経験がみんな福祉の学びにつなが

ると実感しています。これからは自分ができるこ

とを、社会の中でどう生かしていくのか、それを

地域貢献にどうつなげていくのか、考えていきた

いと思います。

 福祉もソーシャルビジネスも 

 問題解決という根っこは同じ。 

321

1  粟島プロジェクトで、島の新たな特産品としてアマドコロを使った商品の開発に取り組みました。　 2   アイスクリームのパッケージデザインに、粟島での出会いや思いを詰め込みま
した。　 3  国際交流ファシリテーターでは、小学校などで国際問題を分かりやすく伝える活動をしています（→P22）。
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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、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、幅広く自由な学問領域から、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。

54 特待生・奨学金制度

56 オープンキャンパスに行こう！

57 2021年度入学者選抜

40 キャンパスライフ
・ 先輩たちの暮らしを拝見！
・ 学生自治による寮生活
・ クラブ・サークル紹介
・ キャンパスマップ
・ 新発田市・聖籠町マップ
・ 学生サポート体制

目次

28 就職・キャリア支援
・ 就職実績
・ 社会で活躍する卒業生
・ 就職・キャリア支援プログラム
・ 教職課程 （小学校・中学校・高等学校）
・ 社会福祉士国家試験受験資格課程
・ 公務員試験対策指導

4 学長メッセージ

14

国際文化学科／英語文化コミュニケーション学科／
共生社会学科

実践するリベラルアーツ

・ リベラルアーツ29の学び
・ アクティブラーニングで学ぶ　地域と社会貢献
・ アクティブラーニングで学ぶ　世界と異文化理解
・ アクティブラーニングで学ぶ　奉仕とコミュニケーション

・ 学科・コース

6 学生インタビュー
髙橋 築さん／佐藤奏海さん／鎌田 舞さん
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実践するリベラルアーツ
敬和学園大学の学び方

教育方針

学びが
社会につながる

理論を
深める

時代に流されない
価値観

未来をつくる
創造力

実践で
学ぶ

「幅広い学び」と「社会での実践」により、
学生それぞれの確かな価値観を育てます。

普遍的で幅広い学びから、
視野を広げ、教養を深め、時代や体制に
流されない価値観を身につけます。

幅広い学びを
ブログで紹介

社会での実践を
ブログで紹介

幅広い学び
理論 学びを社会活動の中で実践することによ

り、新しい価値を生み出していく創造力と
チームで働く力を身につけます。社会での実践

実践

英語文化
コミュニケーション

学科

国際文化学科

共生社会
学科

外国語プログラ
ム

多文化理解

文学・文化

英語教育

歴史探究 国際社会

ソーシャル
ワーク

人文学部

酒育セミナー
映像作品
制作・発信

復興支援
ボランティア

サンタ・
プロジェクト

平和学習
プログラム

日本語
教育

JCLP
留学生支援

アジア・
ユース・
フォーラム

国際交流
ファシリテーター

児童
英語教育

情報メディア

ソーシャル
ビジネス

キャリア
コミュニケーション

2020年度スタート

地域

国際

外国語プログラ
ム

多文化理解

文学・文化

英語教育

歴史探究 国際社会

ソーシャル
ワーク

人文学部

酒育セミナー
映像作品
制作・発信

復興支援
ボランティア

サンタ・
プロジェクト

平和学習
プログラム

日本語
教育

JCLP
留学生支援

アジア・
ユース・
フォーラム

国際交流
ファシリテーター

児童
英語教育

情報メディア

ソーシャル
ビジネス

キャリア
コミュニケーション

2020年度スタート 奉仕

地域学

留学プログラム

ボランティア

英語イマージョン
プログラム 英語教育 国際社会キャリア

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 英語教育多文化

理解

日本語教師、
各種学校、
教育機関

※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。

ディプロマ・プログラムの詳細はwebで

情報メディア
プログラム

ソーシャル
ビジネス

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

キャリア
コミュニケーション

キリスト教教育
プログラム

牧師、
伝道師、
宗教科教員、
研究者

ソーシャル
ワーク文学・文化 歴史探究

科目分野の組み合わせにより、学びが社会につながります。
● ディプロマ・プログラム

地域経営
プログラム

多文化
理解

国際社会ソーシャル
ビジネス

公務員、
地場企業、
地域金融機関、
NPO（公益活動）

グローバル市民
プログラム

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）

歴史探究 国際社会

学生・教職員・
地域の方々と一緒に
課題に取り組みます

学科を越えて
自由に組み合わせて

学べます

リベラルアーツ教育とは 
～真理はあなたたちを自由にする～

 「リベラルアーツ教育」とは、哲学・歴史・文学、さらに語学や

国際関係などの学問を断片的な知識として学ぶのではなく、

互いに密接に関連しあった知識として学び、視野を広げ、現

代社会を多面的に見ることができる人を育てる「人格の完

成」を目指した自由人のための学びです。
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« Intercultural Studies »国際文化学科
Comments from the Chairperson

国際文化学科長

富川  尚 人が集まって社会ができ、社会の集合が

世界をつくっています。グローバル化が進

む今、異なる文化を知り、自分たちの地域

が国際社会とどうつながっているのか、理

解することが必要です。国際文化学科で

は、さまざまな文化への理解と、国際社会

と地域の相互関係を学ぶことで、グローバ

ルな視点を持つ国際教養人を育てます。

異文化を学び、
自分と世界のつながりを考える

● 取得できる／取得を目指す資格等

中学校教諭一種免許（社会）、高等学校教諭一

種免許（地理歴史・公民）、ビジネス著作権検定、

ITパスポート、マイクロソフトオフィススペシャリスト

（Word、Excel） 等

●  将来の主な進路

公務員、金融機関、一般企業、商社、外資系

企業、マスコミ、観光サービス、航空会社、IT企

業、学校、教育機関、NGO（国際協力分野）、

NPO（公益分野）等

« Community and Social Welfare 共生社会学科
Comments from the Chairperson

共生社会学科長

田中利光 急激な地域社会の変貌は私たちの生活に

大きな課題を投げかけています。一人ひとり

の顔が見え、互いに支え合うかつてのコミュ

ニティのよさを新たな地域づくりの視点から

創造することが必要です。共生社会学科で

は、社会福祉の学びを基本に据えた福祉専

門人材はもちろんのこと、ソーシャルビジネス

にも通用する人材を育てます。

社会福祉、ソーシャルビジネスの
視点で、「共に生きる社会」を考える

● 取得できる／取得を目指す資格等

社会福祉士（国家試験受験資格）、社会福祉主

事任用資格、児童指導員任用資格、児童厚生2

級指導員、ピアヘルパー 等

●  将来の主な進路

福祉施設（高齢者福祉施設、障がい者支援施

設、児童福祉施設など）、福祉関連企業、社会

福祉協議会、医療機関、公務員、一般企業、

NPO（公益分野）など

学科
・

コース

3つの学科と9つのコースから学びのベースを選ぶ
4年間の学びの中心となる学科・コース、学びの分野を選択します。

ソーシャルワーク コース

ソーシャルビジネス コース

Comments from the Chairperson

英語文化コミュニケーション学科長

山﨑由紀 コミュニケーションとは、相手の考えや想いに

耳を傾け、相手の置かれている状況を理解し

た上で、自分の考えを持ち、伝えていくという

双方向の創造的活動です。英語文化コミュ

ニケーション学科では、世界の共通語である

「英語を学び」、日本とは異なる文化や歴史

について「英語で学ぶ」ことを通じて、コミュニ

ケーション力を伸ばします。

共通語としての「英語を学び」、
異文化を「英語で学ぶ」

● 取得できる／取得を目指す資格等

小学校教諭二種免許、中学校教諭一種免許（英

語）、高等学校教諭一種免許（英語）、実用英語

技能検定準1級、TOEIC785点　等　

●  将来の主な進路

学校、教育機関、一般企業、商社、外資系企

業、ホテル、観光サービス、航空会社、国際機

関、日本語教師、NGO（国際協力分野）、NPO

（公益分野）等

※小学校教員免許は玉川大学通信教育部と併修

« English and Communication »英語文化コミュニケーション学科

歴史探究 コース 日本史、アジア史、ヨーロッパ史の学びを通じて、人類社会の過去

における営みの中に私たちの現在を知るさまざまな英知を探究し、

人類にとってよりよい社会を築いていく力を育てます。

歴史を学び、未来を考える

多文化理解 コース ヨーロッパ、アジアの多様な文化や習慣を理解し、グローバル化が

進行する現代の多文化社会の中で、自己のアイデンティティーを

保ちながら、異なる他者との絆を深める力を育てます。

異文化への向き合い方を考える

国際社会 コース 国際政治、国際法、国際経済の勉学を通じて、複雑な国際社会を

分析し、グローバルな視点を養います。自分たちの社会と世界のつ

ながりを理解し、行動する力を育てます。

私たちの社会と国際社会のつながりを考える

情報メディア コース 情報メディアに関する諸領域を学び、ウェブや映像などの「発信

力」を磨きます。「発信力」を生かした実践活動により、地域社会の

課題を解決する力を養います。

情報メディアと社会を学び、「発信力」を磨く

コミュニケーション主体としての人間理解を基軸に、実践的な英語

力を鍛え、地域や世界について学ぶことで、グローバル・マインドを

備えた人を育てます。インターンシップや留学への参加を勧めます。

英語力を鍛え、地域や世界について学ぶ

社会と人間への深い理解と広い視野に立ち、地域のさまざまな課

題の解決策をビジネスの視点から探し、まちの活性化につなげ、地

域経済にも貢献する人材を育成します。

新しいまちづくりの考え方を学び実践する

社会と人間への深い理解と広い視野に立ち、社会福祉の理論と

実践を学び、生活課題を抱える地域や人 を々支援する専門職とし

て、社会福祉士国家試験受験資格の取得を目指す力を育てます。

社会福祉の知識と技術を深める

・日本近現代史
・アジア近現代史
・ヨーロッパ近現代史

学
び
の
分
野

・日本文化
・アジア文化
・ヨーロッパ文化
・キリスト教学

学
び
の
分
野

・国際政治
・国際法
・国際経済

学
び
の
分
野

・メディア論
・情報技術
・アニメ産業
・コンテンツ制作

学
び
の
分
野

英語教育 コース 英語教育に必要な知識と共に、教える技術を実践的に学んで専

門教科の知識を深めます。同時に、主体性や協調性、責任感、リー

ダーシップを身につけ、社会に貢献する人材を育成します。

実践的な学びを積み重ね、英語教員を目指す
・教育哲学
・英語教育
・児童英語教育

学
び
の
分
野

・文化交流
・人間形成
・コミュニケーション

学
び
の
分
野

・社会起業
・社会的企業
・まちづくり
・NPO

学
び
の
分
野

・社会福祉
・相談援助
・地域福祉

学
び
の
分
野

文学・文化 コース 英米の文学作品や文化、歴史、社会の動きを学び、言葉に対する

センスを磨くと共に、英語圏の人々の人間理解や世界観を学びま

す。同時に、自分の文化への意識と理解を深めていきます。

言葉のセンスを磨き、英語圏の世界観を学ぶ
・イギリス文学・文化
・アメリカ文学・文化
・アメリカ社会・歴史

学
び
の
分
野

真理の探究をすすめる

人文学部

キャリアコミュニケーション コース

2020年度スタート！NEW
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ドイツ文学を
通して人間とは
何かを考える

ドイツ文学

●  担当教員：

桑原ヒサ子

過去を調べ、
現在を考え、
未来を変革する

日本近現代史

●  担当教員：

藤野  豊

学科を越えてつながる

リベラルアーツ29の学び学問分野

教育のあり方を
考えるための
理論的枠組み

人間形成学

●  担当教員：

虎岩朋加

心の働き方の
理解を深める

心理学

●  担当教員：

益谷  真

人々の目線から
国家や共同体の
歴史を探る

アメリカ社会史

●  担当教員：

山﨑由紀

北米の文学と、
それを生み出した
背景を学ぶ

アメリカ文学

●  担当教員：

荒木陽子

元オリンピック
選手が指導する
スポーツ実習

スポーツ科学

●  担当教員：

松浦進二

文学は
人間的生き方を
模索する手がかり

イギリス文学

●  担当教員：

金山愛子

応用言語学

●  担当教員：

川又正之

ことばの教授と
学習を研究する

学びを広げる、学びを深める
興味のある学びの分野からスタートし、関連する分野に学びを広げ、自分だけの学びのマップをつくります。
特定の分野に絞って、教員とマンツーマンで学びを深めていくこともできます。

英語を通して
人間の知の
営みを探る

英語学

●  担当教員：

主濱祐二

神と人間と
世界について
考える

キリスト教学

●  担当教員：

下田尾治郎

聖書は
人類の古典

聖書学

●  担当教員：

山田耕太

新しいデジタル
メディアに触れる

ソーシャルメディア

●  担当教員：

一戸信哉

コンテンツが
社会に与える影響に
ついて考える

アニメ産業

●  担当教員：

松本  淳

ボランタリズムの
思想的背景を
理解する

福祉思想と実践

●  担当教員：

田中利光

山積する生活問題を
解決・緩和する
手法を学ぶ

社会起業

●  担当教員：

石坂  誠

地方、そして
日本と世界の
関わりを実感する

国際法学

●  担当教員：

藤本晃嗣

現実を踏まえ
ながら平和な
世界を構想する

国際政治学

●  担当教員：

富川  尚

経済学から
環境問題を
考える

経済学

●  担当教員：

房
ふぁん

 文
ぶ ん

慧
け い

地域課題の
解決策は
地域にある

地域福祉

●  担当教員：

趙
ちょう

 晤
お

衍
よ ん

時事問題を
コンテントとして
言語を習得する

言語教育学

●  担当教員：
グレゴリー・
グッドマーカー

思いを行動に
移し、自分らしい
生き方を見つける

ボランティア

●  担当教員：

池田しのぶ

人間として
どう生きるのかを
学ぶ

社会福祉

●  担当教員：

山﨑ハコネ

●  担当教員：

児童対象の
英語指導法を
学ぶ

児童英語教育

大岩彩子

地域課題を解決する
組織について学ぶ

NPO・まちづくり

●  担当教員：

堀野亘
のぶひで

求

ヨーロッパ近現代史

●  担当教員：

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

アジア地域の
問題を歴史的に
考える

アジア近現代史

●  担当教員：

木下光弘

私たちは、
自分のことを
分かっているだろうか

文化人類学

●  担当教員：

長坂康代

自由な学びが
未来を支えます

〉〉 リベラルアーツ29の学びの詳細は、別冊「教員・講義ガイドブック」をご覧ください。

●  担当教員：

「当たり前」の
ことから世界を
広げる

日本語教育

木林理恵
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アクティブラーニング アクティブラーニングアクティブラーニングアクティブラーニング

地域

「地域学」は、自治体や企業の見学と、その体験をまとめ発表するグ

ループワークとで構成されています。企業の経営哲学や実践方法を

学ぶだけでなく、地域で働く方 と々接することで自分と地域の将来に

ついて考えることができました。実践力が身につくと同時に、自分も地

域の一員であるという実感を得ることができました。

「わんぱくキャンプ」は、聖籠町の小学5・6年生が中学生になる前の

仲間づくりを目的としています。私たち大学生が各班のリーダーにな

り、登山やカヌー、野外炊飯などさまざまな活動を子どもたちと一緒に

行いました。わずか2泊3日の間にどんどん世界を広げていく子どもた

ちの成長に大きなやりがいを感じました。

地域学  わんぱくキャンプ

小林葵楽  地 域

国際文化学科4年
新潟県立新発田商業高等学校出身

塩川優太朗  地 域

国際文化学科4年
私立敬和学園高等学校出身

「酒育セミナー」では、日本酒にまつわる歴史や文化を、菊水酒造さ

まの研究所にある豊富な資料と講義から教えていただきました。香り

や利き酒の講義では、目指す香りや味に合わせた酵母の選び方を

知りました。また、実際に製造現場に入って日本酒の仕込みを体験

することで、もっと日本酒についての知識を深めたいと思いました。

「ビブリオバトル」とは、メンバー同士でお薦めの本を紹介し、その中で

一番読みたくなった本が「チャンプ本」の名誉を勝ち取るというバトル

ゲームです。私は、新発田市立図書館利用者友の会さまと一緒に、運

営スタッフをしています。本を通じて地域の方 と々の交流が広がり、人

と人がつながっていくのが楽しいです。

菊水酒造
酒育セミナー ビブリオバトル

今野佑紀  地 域

国際文化学科4年
新潟市立高志中等教育学校出身

一野諒也  地 域

国際文化学科2年
私立北越高等学校出身

新潟県外での被災地支援活動

東日本大震災／関東・東北豪雨／熊本地震／
西日本豪雨／東日本台風 など

朱鷺ビオトープづくり

海岸清掃

わんぱくキャンプ

粟島プロジェクト

サマーフェスティバル
城下町しばた全国雑煮合戦
くまタリアン in しばた
フードバンクしばた
新発田日本語教室

赤谷どんつきまつり

山形県沖地震ボランティア

福島潟マコモの植栽

バレンタイン一揆

動物保護活動

寺子屋つばさ100km徒歩の旅

にいがた秋葉っ子ふゆまつり

糸魚川大規模火災ボランティア

「コシヒカリの郷」子ども自然体験村

サイバーボランティア

地域での社会貢献活動
地域の課題を解決するための社会貢献活動に

取り組むことで、自発性と社会性を身につけます。

学生たちは全員、1年次に「ボランティア論」の授

業、2年次にゼミ・ボランティアに参加します。

地域での社会貢献活動は、「アクティブラーニン

グ」や「ボランティア」として卒業単位に認定され

ます。

大学のある新発田市、聖籠町と協力し、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しています。社会や地域を見る目を
養っていくと同時に、将来、職場や地域社会で求められる実践力を養成します。

アクティブラーニングで学ぶ

地域と社会貢献

国際文化学科4年
私立敬和学園高等学校出身

地域活性化のための
映像制作

アクティブラーニング

地域の魅力を
映像を使って伝える

「映像制作」では、ドローンや最新の映像ソフ

トを駆使して作品づくりを行います。ドローン

を使うことで、人間の足では踏み入れられな

い森の奥にある滝や、泳いで渡ることのでき

ない大きい川などを撮影でき、普段気づかな

い地域の魅力を発見できます。充実した環境

で、仲間と一緒にプロのような魅せる映像を

目指して取り組めるのが楽しいです。

髙橋  築 地 域

地域と連携した活動交流拠点
敬和学園大学では、学内外に「ボランティアセ

ンター」「地域連携センター」「学生寮」を設置

し、学生と地域の企業や施設、各種団体等と

の連絡や調整を行い、学生たちの社会貢献活

動を支えています。
ボランティアセンター／

地域連携センター／学生寮

施設 企業 行政NPO

学生 教職員 ゼミ・
サークル

地域ビジネスを学ぶ
地域にある企業や団体の協力を得て、地域に

おけるビジネスのあり方を授業や実習を通じて

学ぶ機会を用意しています。

▲総合車両製作所▲新発田ガス

● 協力企業・団体一覧

新発田市、聖籠町、粟島浦村、菊水酒造、新発田

建設、島津印刷、新発田ガス、ホテル清風苑、東北

電力東新潟火力発電所、総合車両製作所　ほか

1  ドローンを使った撮影　 2  歴史や文化を知る地域の先人を取材　 3  今の街並みを映像でアーカイブ　 4  できあ
がった映像作品は大学のYouTubeで公開
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1

社会に
貢献する力

地域での活動

＋

地域への理解

大学の学びを地域に広げ、
「社会に貢献する力」を身につける　

大学の学びを地域に広げることで、学生たちは地域の皆さまと一緒に考え、人間的に成

長していきます。地域に開かれた知の拠点として歩むと共に、学生たちが地域の魅力と課

題を理解し行動することで、本当の意味で社会に貢献できる力を身につけます。

※このほかにも多数の活動を実施

数字で知る敬和 01 開講している授業科目数 ： 383科目（2020年度）　たくさんの科目から自由に選んで学べます。 数字で知る敬和 02 卒業生の数 ： 4,418人（2020年3月）　さまざまな形で皆さんをサポートしてくれる先輩がいます。20 21



グローバル
な感覚

異文化理解

＋

語学力 

アクティブラーニング アクティブラーニングアクティブラーニングアクティブラーニング

国際

敬和学園大学との姉妹校・提携校への留学プログラムは短期（4～5週間）と長期（15週間～1年）の2種類あります。
また、アドバイザーの指導のもと、学生自身が留学先を自由に選び、留学の計画立案や手続き等を行う「自由留学プログラム」があります。
いずれも、留学期間は1年を限度に修業年限に組み入れられ、4年間で卒業できます。また、長期留学に対する奨学金制度を用意しています。

留学プログラム（姉妹校・提携校）

アングロ・
コンチネンタル英語学校

（ボーンマス）

ノースウェスタン大学
（アイオワ州オレンジ市）

カリフォルニア州立大学
サンバナディーノ校

（カリフォルニア州サンバナディーノ）

メルボルン大学付属
ホーソン英語センター

（ビクトリア州メルボルン市）

韓国極東大学校
（忠清北道 陰城郡）

長栄大学
（台南市帰仁区）

沖縄キリスト教学院大学黒龍江東方学院
（ハルビン市）

語学プログラム
英語に加え、ドイツ語、中国語、フランス語、イタリア語、コリア語などを学べるのが敬和学園大学の特長です。複数言語の履修もできます。

英語 ドイツ語 中国語 日本語

国際文化学科 ●

英語文化コミュニケーション学科 ●

共生社会学科 ● ○ ○ ●

フランス語 イタリア語 コリア語

留学生
帰国生

留学生
帰国生

留学生
帰国生

　のうちから、いずれか1言語を必修外国語として履修します （日本語は留学生や帰国生などが履修可能）。＝必修外国語 ＝選択外国語 （必修で選択した以外）

「国際交流ファシリテーター」では、小・中・高校にて国際交流の理解

を深めるためのワークショップを行っています。国際社会への関心とコ

ミュニケーション力が必要な活動で、ワークショップの実践を通じてス

キルアップができます。私は、人前で発表をすることが怖くなくなり、子

どもたちと関わることが楽しくなりました。

「児童英語教育」では、子どもたちへの英語指導法を実践的に学ん

でいます。絵本やゲームなどを取り入れ、楽しみながら正しい英語が

身につくような指導案づくりをしています。活動を通じて、少しずつで

すが人前で発表する自信がつきました。また、責任を持って指導でき

るように、英語学習にも力が入るようになりました。

国際交流
ファシリテーター

児童英語教育

吉間拓海  国 際

共生社会学科3年
新潟県立豊栄高等学校出身

浅野睦実  国 際

英語文化コミュニケーション学科4年
私立東京学館新潟高等学校出身

ノースウェスタン大学への留学では、英語やアメリカ文化などを学

ぶ、敬和学園大学の学生のための特別なプログラムが用意されて

います。寮生活を含めたノースウェスタン大学の学生との学びと交

流を通して、日本とアメリカの共通点や相違点について考えることが

でき、自分自身の今後の課題や研究テーマが見つかりました。

「日本文化・日本語プログラム（JCLP）」では、アメリカから短期の

留学生が敬和学園大学に来てくれます。私たちは、日本語の授業

のサポートや生活支援などを通じて、留学生との交流を深めました。

英語でコミュニケーションをとったり、知らなかったアメリカ文化に触

れたりと、日本にいながら留学しているような経験ができました。

海外留学プログラム
（ノースウェスタン大学） JCLP留学生支援

清野樹里  国 際 駒沢  優  国 際

英語文化コミュニケーション学科2年
新潟市立万代高等学校出身

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟県立村上桜ヶ丘高等学校出身

変貌する国際社会を理解し、世界の人 と々手を携えていくことのできる
「グローバル市民」の育成をすすめています。異なる文化と出合い、世界を知り、
自分を知ることで、確かな価値観を身につけます。

アクティブラーニングで学ぶ

世界と異文化理解

●  外国語教員（ネイティブ・スピーカー） 知識や教養としてだけではない、実践的な学びを提供しています。

＜英語＞

大岩彩子 フィリップ・ウィン ヘイミッシュ・バーネットソン

＜フランス語＞

マルチーヌ・ツモト

＜ドイツ語＞

ローランド・エーベルト

＜イタリア語＞

マリオ・ペルベルシ

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟県立六日町高等学校出身

アジア・ユース・
フォーラム

アクティブラーニング

国を超えて
つながった仲間たち

「アジア・ユース・フォーラム」では、アジア各

国・地域から集まった同世代の若者たちと

お互いの国や文化について意見交換をしま

した。英語に自信はなかったのですが、思い

切って参加し、とにかく気持ちを前面に出して

コミュニケーションをとりました。国を超えて気

持ちが通じ合えた素敵な時間を持つことがで

き、自分に自信が持てました。

佐藤奏海  国 際

1  他国から来たメンバーと一緒に京都を散策　 2  英語を使ってのディスカッション　 3  敬和学園大学から選抜され
て参加した3人　 4  国を超えてつながった仲間たち

432

1

語学プログラムと異文化体験により、
「グローバルな感覚」を身につける

外国語を学ぶこと、外国語を使って物ごとを理解し、考えをまとめ、伝えることがすべての

専門教育のベースになります。生まれ育った環境とは異なる社会の習慣や考え方に触れ

ることで思考を柔軟にし、お互いの価値観を認め合うことで知性を磨きます。語学プログ

ラムは、より学習効果を高めるため、習熟度別のクラス編成としています。

＜中国語＞

姜
ジャン

 杰
ジェ

裕
ユウ

＜コリア語＞

黄
ファン

 仁
イン

祚
ジョ

数字で知る敬和 03 外国人教員の割合 ： 16.1％（2020年度）　言語だけでなく、文化なども含めた実践的な学びができます。 数字で知る敬和 04 外国人留学生の人数 ： 43人（2020年3月）　海外留学しなくても、異文化交流ができる環境です。22 23



1年次前期の「基礎演習」では、大学での学

びを深く理解するための基礎能力を養うと同

時に、人権や平和、リベラルアーツについて

の基礎知識を学びます。世界平和という観

点から、日本の置かれた現実を考え学びを深

めることで、グローバルな感覚を磨きます。

また希望者には、新潟・広島・沖縄での平和

の学びの機会を提供します。

※沖縄キリスト教学院大学での「国内留学

プログラム」で修得した単位は、本学の卒

業単位に組み入れられます。

アクティブラーニング アクティブラーニングアクティブラーニングアクティブラーニング

「チャペル・アッセンブリ・アワー」は、キリスト教の礼拝と学内外の講師

による講話で構成されています。他の授業とは異なり、お祈りや讃美

歌があり心が安らぎます。多方面で活躍する方々による講話は興味

深く、自分の将来を考えるきっかけになっています。自分の考えや思い

を実践することの大切さを学びました。

「学生HOPE」では、ボランティアを身近なものにするために、私たち

が実際にボランティアに参加し、その楽しさなどを他の学生たちに伝え

る活動をしています。ボランティアでは、たくさんの方との出会いと交流

があります。さまざまな価値観に触れることで、それまでの当たり前が崩

れ、自分を見つめ直すきっかけにもなります。

チャペル・
アッセンブリ・アワー 学生HOPE

登川雄太  奉 仕

国際文化学科3年
沖縄県立向陽高等学校出身

棚村恭乃  奉 仕

英語文化コミュニケーション学科3年
新潟県立新潟西高等学校出身

「サンタ・プロジェクト」とは、クリスマスを病院や施設で過ごす子どもた

ちに、書店に訪れる一般のお客さまから本をプレゼントしていただく活

動です。私は書店や病院、学生との調整を通じてマネジメント力が養

われたと同時に、子どもたち、お客さまをはじめ、関係者すべてが幸せ

になるという感動を味わうことができました。

「LGBT研究グループ」で、国籍や障がいを含むマイノリティ（社会的

少数派）について学ぶことで、これまで自分がいかに均一化された価

値観の中で過ごしてきたのかを知りました。同時に、自分の中にあっ

たさまざまなコンプレックスも自分の個性だと感じられ、気持ちが楽に

なりました。他者を無条件に受け入れることの大切さを知りました。

サンタ・
プロジェクト

LGBT
研究グループ

若槻朱美  奉 仕

共生社会学科4年
私立敬和学園高等学校出身

齊藤萌香  奉 仕

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

自分自身で問題を探し、その問題について考え、調べ、答えを発見する能力を身につけることこそが、
大学で学ぶことの大きな意義です。体系的な学びを通じて、誰かのために生きる、隣人に仕える精神
を実践すると同時に、「大学での学び」に必要なコミュニケーション力を身につけます。

奉仕
アクティブラーニングで学ぶ

奉仕とコミュニケーション

大学で学ぶためのコミュニケーション力を身につける
言語によるコミュニケーションは、学びにおけ

る基本であり、ビジネスにおいて最も必要な

能力の1つです。1年次の「基礎演習」では、

文章の読み方、書き方、議論展開の方法、口

答発表、レポートの書き方まで、専門科目を

学ぶための技術を磨きます。

幅広い教養を身につける
共通基礎科目に「宗教と思想」「人間行動と

歴史」「人間と社会」「情報とコンピュータ・サ

イエンス」「言語とコミュニケーション」「スポー

ツと健康」「思想と実践」の7つの科目群を用

意しています。

1年次の「入門科目」は、学科ごとに開講され、

教員が交代でそれぞれの専門分野について

講義することで、広い視野から真理を学び、考

える力を養います。

人権を学び、平和を考える

● コミュニケーションの
　 基礎能力

● 人権や平和について学ぶ科目

1

聴く

言葉を読み・聴き、
理解する。

2

考える

自分なりの意見を
持ち、論理立てる。

3

伝える

相手に伝わるよう
に言語化する。人に仕える

精神
奉仕活動

＋

キリスト教

敬和学園大学
チャペル・アッセンブリ・アワー

佐渡
ピース・キャンプ

広島女学院大学
8.6平和学習プログラム

沖縄キリスト教学院大学
国内留学プログラム

共生社会学科3年
新潟県立加茂高等学校出身

粟島
プロジェクト

アクティブラーニング

アマドコロのアイスを開発、
ここからが本当の活動

「粟島プロジェクト」は離島である粟島浦村

が抱える課題を、ソーシャルビジネスの視点

から解決を目指す活動です。島内にある大

学活動拠点を活用して村の歴史や文化を学

び、地域の方と交流する中から、課題の整理

をすすめます。私たちの代で、新たな特産品

の商品化にこぎつけました。これを起点に本

格的な課題解決に取り組んでいきたいです。

鎌田  舞  奉 仕

1  アマドコロのアイスを商品化（2019年10月）　 2  粟島でのアマドコロの収穫、根の部分を活用　 3  粟島の方々
との交流から課題を発見　 4  敬和祭で提供する粟島料理の試作

432

1

キリスト教をベースとした学びと実践により、
「人に仕える精神」を身につける

敬和学園大学は、キリスト教を教育の根幹に据えています。キリスト教を学ぶ科目を用意し、

欧米の思想文化への理解を深め、人間の生き方を学びます。同時に「人に仕える精神」を

実践するため、他者や地域への奉仕活動を行います。自分と同じように他者を愛し、他者の

ために尽くすこと、人間としての尊い生き方について考えます。

数字で知る敬和 05 教員1人あたりの学生数 ： 21.5人（2019年5月）　1人ひとりの学生に寄り添える体制が整っています。 数字で知る敬和 06 このガイドブックに登場する学生・卒業生数 ： 75人　これを読めば、敬和のことがだいたい分かります。

＜1年次＞ チャペル・アッセンブリ・アワー／哲学／ジェンダー論

＜2年次＞ 死生学／倫理思想史

＜3年次＞ 国際人権論／国際協力論／平和学／生命倫理学／現代哲学／共生の哲学
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共通専門科目 検定試験準備コース／留学生と学ぶ日本語表現
アクティブ・ラーニング実習／言語学／フランス語Ⅲ／
ドイツ語Ⅲ／中国語Ⅲ／

地域学研究

区分 1年次～ 2年次～ 3年次～ 4年次

宗教と思想 キリスト教学／哲学／文学

人間行動と歴史 心理学／文化人類学／日本史概説／歴史学／考古学

人間と社会 政治学／経済学／経営学／日本国憲法／社会学／ジェンダー論 人文地理学／自然地理学

情報とコンピュータ・サイエンス コンピュータリテラシー／情報技術資格対策（Word）／情報技術資格対策（Excel） 情報技術資格対策（ITパスポート）

言語とコミュニケーション KEEP A, KEEP B／フランス語Ⅰ／ドイツ語Ⅰ
中国語Ⅰ／日本語Ⅰ／日本語Ⅱ

フランス語Ⅱ／ドイツ語Ⅱ／中国語Ⅱ／
日本語Ⅲ／日本語Ⅳ

スポーツと健康 スポーツ健康科学／スポーツ実習 スポーツ実習

思考と実践 基礎演習／ボランティア論／ボランティア／地域学入門／インターン
シップ／チャペル・アッセンブリ・アワー／フィールド・ワーク／基礎数学

キャリア開発入門／チャペル・アッセンブリ・アワー キャリア開発／チャペル・アッセンブリ・アワー チャペル・アッセンブリ・アワー

学
科
専
門
科
目

共通基礎科目

カリキュラム教育課程

Intercultural Studies

国際文化学科

国
際
社
会

コ
ー
ス

国際文化入門／国際
関係史／入門演習

国際政治論／国際経済論／国際法／経済史／マーケティング論／地域統合論／
金融論／地域産業論／中小企業論／現代社会演習

現代社会演習／卒業論文／社会科・
地理歴史科指導法

国際人権論／国際機構論／国際協力論／平和学／環境経済学
／現代企業論／社会調査の基礎／現代社会演習／社会科・公民
科教科教育法／社会科・地理歴史科教科教育法／社会科・公民科
指導法

情
報

メ
デ
ィ
ア・

コ
ー
ス

国際文化入門／情報メ
ディア論／デジタルジャー
ナリズム論／入門演習

デジタルコンテンツ概論／コンテンツプロデュース論／時事問題研究／Web技術／
情報セキュリティ／メディア産業論／アニメ文化経済論／デジタルコンテンツ制作／
映像製作／コンテンツマネジメント／スマートフォンアプリ開発／アナウンス・ナレーショ
ン実習／コピーライティング研究／広報・広告コミュニケーション論／

情報メディア特論（国内研修）／海外メディア事情（海外研修）／
情報メディアPBL／視覚芸術論／マーケティング論／情報メディ
ア演習

情報メディア演習／卒業論文／社会
科・地理歴史科指導法

著作権法／情報法／メディア英語／情報メディア演習／社会科・
公民科教科教育法／社会科・地理歴史科教科教育法／社会科・公
民科指導法

多
文
化
理
解

コ
ー
ス

国際文化入門／入門演
習

日本文化論／アジア文化論／ヨーロッパ文化論／地域文化論／アジア民俗学／ド
イツ語文化圏研究／フランス語文化圏研究／イスラーム文化圏研究／現代文学・
文化論／文化交流論／異文化コミュニケーション論／言語コミュニケーション論／
比較宗教思想／地誌／文化論演習

文化論演習／卒業論文／社会科・地
理歴史科指導法

英語文化圏研究／現代哲学／生命倫理学／文化論演習／社
会科・公民科教科教育法／社会科・地理歴史科教科教育法／社
会科・公民科指導法

歴
史
探
究

コ
ー
ス

国際文化入門／科学史
／国際関係史／入門
演習

歴史学演習／卒業論文／社会科・地
理歴史科指導法

ヨーロッパ思想史／アメリカ社会と歴史／歴史学演習／社会科・
公民科教科教育法／社会科・地理歴史科教科教育法／社会科・
公民科指導法

日本近現代史／アジア史概説／アジア史／西洋史概説／西洋史／日本思想史
／キリスト教史／倫理思想史／音楽・音楽史／経済史／日本と世界の現代史／
近代日本史料論／アジア近現代史／歴史学演習

地域学／アクティブ・ラーニング演習／教育活動アク
ティブワーク／英語コミュニケーション・スキルズ／

観光と留学の英語／日本語表現／日本語能力試験対策クラス／
日本語教育学概論／日本語学／日本事情

English and 
Communication

英語文化
コミュニケーション
学科 英

語
教
育

コ
ー
ス

コミュニケーション入門／
英文法／入門演習

講読／文化交流論／英語学／英語の発音／英語文学／文学研究／言語コミュ
ニケーション論／異文化コミュニケーション論／コミュニケーションの心理学／英語
教育学概論／英語教材研究論／児童文学／児童英語教育概論／児童英語教育
実践／コミュニケーション演習

コミュニケーション演習／卒業論文／
英語科授業研究

メディア英語／英語文化圏研究／アメリカ社会と歴史／英語科
教科教育法／英語教採準備コース／児童英語指導実習論／コ
ミュニケーション演習

文
学
・
文
化

コ
ー
ス

コミュニケーション入門
／英文法／入門演習

講読／文化交流論／言語コミュニケーション論／異文化コミュニケーション論／グロー
バルコミュニケーション実践／人間形成学／英語文学／日本文化論／日本近現代史
／アジア史概説／アジア史／イスラーム文化圏研究／ヨーロッパ文化論／アメリカ現
代社会／現代文学・文化論／文学研究／児童文学／英語の発音／

プリゼンテーション・スキルズ／ヨーロッパ文化論／キリスト教史／
音楽・音楽史／映像制作／視覚芸術論／ドイツ語文化圏研究／
コミュニケーション演習

コミュニケーション演習／卒業論文メディア英語／英語文化圏研究／アメリカ社会と歴史／グローバ
ル・イシューズ／カレント・イシューズ／ジャパン・スタディーズ／国際
協力論／コミュニケーション演習

エクステンション科目 新約聖書の世界／キリスト教音楽／日本語入門／イタリア語入門／イタリア語初級／コリア語入門／コリア語初級　　 ／教養スペシャル・トピックス／留学 異文化研究／私たちの暮らしと行政／私たちの暮らしと労働法制／SPI対策／ビジネスマナー講座

Community and 
Social Welfare

共生社会学科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク・

コ
ー
ス

共生の哲学／相談援助の理論と方法／社会調査の基礎／社会
保障論／公的扶助論／保健医療サービス論／福祉行財政と福
祉計画／福祉経営論／権利擁護と成年後見制度／共生とケア
演習／相談援助演習／相談援助実習／海外福祉研修

まちづくり論／共生の哲学／相談援助の理論と方法／社会保障
論／権利擁護と成年後見制度／非営利組織論／社会調査の基
礎／保健医療サービス論／福祉行財政と福祉計画／福祉経営
論／国際人権論／国際協力論／平和学／環境経済学／現代企
業論／共生とケア演習／フィールド・トレーニング事前事後指導／
フィールド・トレーニング／海外福祉研修

相談援助の理論と方法／共生とケア
演習／相談援助演習／卒業論文

共生とケア演習／フィールド・トレーニン
グ／卒業論文

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス・

コ
ー
ス

社会福祉原論／社会起業論／相談援助の基盤と専門職／相談援助の理論と方
法／地域福祉論／高齢者福祉論／障害者福祉論／児童・家庭福祉論／死生学
／就労支援サービス・更生保護制度論／マーケティング論／地域産業論／共生と
ケア演習

社会福祉原論／相談援助の基盤と専門職／相談援助の理論と方法／倫理思想
史／死生学／地域福祉論／高齢者福祉論／障害者福祉論／児童・家庭福祉論
／医学概論／心理学理論と心理的支援／就労支援サービス・更生保護制度論／
共生とケア演習／相談援助演習

共生とケア入門／社会
福祉原論／キリスト教社
会福祉思想史／相談援
助の基盤と専門職／入
門演習

共生とケア入門／社会
福祉原論／キリスト教社
会福祉思想史／相談援
助の基盤と専門職／心
理学理論と心理的支援
／入門演習

キ
ャ
リ
ア

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン・コ
ー
ス

コミュニケーション入門
／英文法／通訳実践／
検定試験準備コース／
国際関係史／入門演習

講読／文化交流論／人間形成学／コミュニケーションの心理学／グローバルコ
ミュニケーション実践／通訳／翻訳／検定試験準備コース／ビジネス英語／英語
の発音／プリゼンテーション・スキルズ／アメリカ現代社会／国際経済論／地域文
化論／地域産業論／映像制作／マーケティング論／社会起業論／

コミュニケーション演習／卒業論文観光キャリア英語／メディア英語／グローバル・イシューズ／カレン
ト・イシューズ／コミュニケーション演習

コミュニケーション演習

授業科目の詳細は、
シラバス（授業計画）で
確認できます。

〉〉 カリキュラムは2021年度入学者向け（予定）のものです。今後変更する可能性があります。26 27



FUTURE
PATH
就職・キャリア支援

相手の立場を考えた行動が、信頼につながります

幅広い学びを生かして活躍する卒業生

MARUYAMA Erika丸山瑛理香さん
第一生命保険 株式会社
英語文化コミュニケーション学科　2016年3月卒業
新潟県立巻高等学校出身

企業や官公庁で働くお客さまを対象

に個人向け保険商品の提案を行っ

ています。私たちの扱っている商品

はカタチのないものですので、お客さ

ま一人ひとりのライフステージの変

化やニーズに合わせて商品のメリット

を分かりやすくお伝えすることが必要

です。また、時代や制度の変化に合

わせて常に最新の知識を持ちながら

臨まなくてはいけません。

そして何よりも大切なのは信頼関係

です。一人ひとり打ち解けるスピード

や会話のテンポが違いますので、相

手の立場を考えながらコミュニケー

ションを取ることが大切です。一方

で、商談場所はお客さまの勤務先で

あることが多いので、時間をかけ過ぎ

ないように気をつかっています。そん

な中でお客さまから信頼され、担当が

私だから加入したと言っていただける

ことはどんな言葉よりもうれしいです。

将来は、後輩の育成をしながら自身

のキャリアアップができるよう、これか

らも日々学び続けたいと思います。

教育、
学習支援業
14％

生活関連サービス、
娯楽業
7％

生活関連サービス、娯楽業11％

建設業
9％

情報通信業
7％

金融・保険業
5％

不動産業、
物品賃貸業
3％

サービス業3％

公務3％

運輸業、郵便業1％

複合サービス3％

宿泊業、飲食
サービス業
7％

金融・保険業
4％

宿泊業、
飲食サービス業
2％

公務2％

教育、学習支援業2％

医療、福祉3％

不動産業、物品賃貸業2％

就職に強い！地元に強い！

このうち約6割が
新潟県内企業に就職しています。

（就職者数80名、就職希望者数82名）

97.6%就職率

敬和学園大学は97パーセントを超える、高い

就職率（正規採用）と幅広い業種への就職

を実現しています。この実績は、新潟県内を

はじめ数多くの企業との強いつながりと、キャ

リアサポート課を中心としたスタッフのきめ細

やかな個別支援により支えられています。

※2020年3月31日現在

幅広い
業種に就職

卸売・小売業

26％

製造業16％

医療、福祉

11％
教育、学習支援業8％

生活関連サービス、
娯楽業

8％

情報通信業6％

複合サービス事業

5％

サービス業5％

公務4％ 金融・保険業3％

不動産業、物品賃貸業1％

電気・ガス・熱供給・水道業1％

建設業6％

就  職
一人ひとりの個性を生かす

就職実績

英語文化コミュニケーション学科

【卸売・小売業】NTNイーストテクノス、アクシアルリテイリング、イ
オンペット、イオンリテール、トヨタモビリティ東京、トヨタ部品新潟
共販、モトーレンニイガタ、ヨネックス、リコージャパン、PLANT、イエ
スト、エーツー、エヌワイビー、エネサンス新潟、オートパーク、きもの
ブレイン、クスリのアオキ、コーセー、コメリ、スポット、セリア、たちば
な、ノジマ、ハードオフコーポレーション、ビッグモーター、マルサン、
ヤマダヤ、ユナイテッドアローズ、リオン・ドールコーポレーション、
Racket Shop K、丸杉、新潟クボタ、東洋安全防災、新潟サンリ
ン、新潟ヨコハマタイヤ、新潟冷蔵

【製造業】上野、石倉製麺所、近藤商店、シンコール、島津ホー
ルディングス、セッツカートン、田上化工、東海興業、トップ工業、ス
テークス、ファーネス、大東産業、アムデックス、城北工業、富井工
業所、コイケ、エヌエスアドバンテック、東和造船、ホクエツ信越

【サービス業】新潟綜合警備保障、エイジェック、綜合タップ、マー
キュリー、水原自動車学校、東洋ワーク、糸魚川商工会議所、エフ
エージェイ

【情報通信業】SPGホールマン、テレサイト、ビット・エイ、エフエムし
ばた、マルゴシステム、RayArc、コネクシオ

【建設業】関川産業、巴山組、吉田工業、中日本信和、大河津建
設、中村土木建設、みなと設備

【生活関連サービス、娯楽業】ビップ、中国東方航空公司旅、シリ
ウスグループ、ダムズグループ、アクティス

【金融・保険業】第四銀行、中業普恵信息諮詢、明治安田生命
保険、セントラルパートナーズ

【宿泊業、飲食サービス業】佐藤商会、見城亭、寿々瀧
【教育、学習支援業】新潟県立大学、スプリックス、新東方教育科
学技術集団

【医療、福祉】日月会、デコ・ライフ、あがの市民病院
【複合サービス事業】新津さつき農業協同組合、山形おきたま農
業協同組合

【公務】防衛省陸上自衛隊、新発田市役所
【電気・ガス・熱供給・水道業】鎮江金能ボイラー
【運輸業、郵便業】新潟名鉄運輸
【不動産業、物品賃貸業】アクティオ

【卸売・小売業】源川医科器械、三ツ葉パーツ、アークランドサカモ
ト、ウオロク、アクシアルリテイリング、ウエルシア薬局、きものブレイ
ン、キャメル珈琲、モトーレンニイガタ、イエスト、星光堂薬局、宮島
石油販売、クスリのアオキ、カインズ

【製造業】バイオテックジャパン、大三ミート産業、近藤商店、西巻
印刷、プリントネット、トップ工業、ツガミ 、日立産機システム、日本シ
イエムケイ、日本精機、新潟ジャムコ

【教育、学習支援業】弥彦村教育委員会、開志国際高等学校、
新潟市中学校教諭、江蘇卓越日語専修学院、NSGホールディ
ングス、アミティー、新潟ピアノ工房、ティルウィンド、フーレイ 、
Playground English School

【建設業】ナンバ、武江組、セキスイハイム信越、宮作、オタケ、東
新工務、ハーバーハウス

【生活関連サービス、娯楽業】アークベル、ビップ、ワールドインテッ
ク、ケー・オー・ケー・ケー、ダムズグループ

【宿泊業、飲食サービス業】ANAクラウンプラザホテル新潟、ルー
トイングループ、佐藤商会、佳元、ブリティッシュ・ヒルズ
【情報通信業】プロメディア新潟、アイエスエフネット、ヒューマンパ
ワー、システム・キープ・ヤード

【金融・保険業】新潟縣信用組合、丸三証券、明治安田生命保
険

【不動産業、物品賃貸業】マスターマインド、地建総業
【複合サービス事業】柏崎農業協同組合、新津さつき農業協同
組合

【サービス業】ノア、十日町商工会議所
【公務】防衛省陸上自衛隊、新発田市役所
【運輸業、郵便業】佐渡汽船

国際文化学科

【医療、福祉】SOMPOケア、アースサポート、さくらメディカル、福
音寮、スワン・パートナーズ、メディカル・ケア・サービス、しただ、晴和
会、福祉心話会、さわやか倶楽部、ニチイ学館、はあとふるあたご、
いきいき福祉会、いじみの福祉会、シャーローム、とんぼ倶楽部、み
んなでいきる、愛宕福祉会、春陽福祉協会、上越市社会福祉協
議会、常陽会、新潟南福祉会、苗場福祉会

【卸売・小売業】アークランドサカモト、ウオロク、キューピット、アクシ
アルリテイリング、ホンダオート新発田、新潟中央ホンダ販売、宮
島石油販売、クスリのアオキ、PLANT、ピーシーシー、ツルハホー
ルディングス

【サービス業】新潟綜合警備保障、中越クリーンサービス、エイ
ジェック、東洋ワーク、ミュゼプラチナム、ALSOK愛知、青木環境
事業

【生活関連サービス、娯楽業】ワタナベグループ、花安、シリウスグ
ループ、ダムズグループ、新潟観光開発、エム・アイ・ディジャパン

【製造業】しばたパッカーズ、ハセガワ化成工業、アドバンス、内山
熔接工業

【公務】防衛省陸上自衛隊、粟島浦村役場、阿賀野市役所、東
京都特別区

【建設業】石高建設、T-tec
【情報通信業】システムテクニカルサービス、アウトソーシングテクノ
ロジー

【宿泊業、飲食サービス業】船栄、佐藤商会
【電気・ガス・熱供給・水道業】高野ガス
【運輸業、郵便業】新潟運輸
【複合サービス事業】新潟みらい農業協同組合

共生社会学科

学科ごとの就職先  （過去3年間の主な就職先）

卸売・小売業
34％

卸売・小売業
20％

製造業14％

製造業17％

サービス業10％

情報通信業7％

サービス業
13％

生活関連サービス、
娯楽業
10％

公務6％

製造業5％

建設業3％

情報通信業3％

宿泊業、飲食サービス業
3％

電気・ガス・熱供給・水道業1％

運輸業、郵便業1％

複合サービス事業1％

97.6
%

98.7
%

97.5
%

運輸業、郵便業1％

電気・ガス・熱供給・水道業
1％

複合サービス事業2％

医療、福祉
39％

卸売・小売業
15％

建設業6％
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子どもの夢を支え、あき
らめない教員を目指し
ています。

生徒のために本気で
行動できる教員を目指
しています。

すぐに結果が出ない生
活相談にも、忍耐強く
取り組んでいます。

利用者さまやご家族と
喜びを分かち合えるこ
とがやりがいです。

業績は大事ですが、そ
れ以上にみんなの成長
を大切にしています。

子どもの自立をサポート
し、内面に寄り添える
教員を目指しています。

子どもたちの卒 業ま
で、1日1日を大切に過
ごしています。

県民の皆さまの安心・
安全のために尽力して
います。

現場で大切にしている
のは、相手の立場に
立って考える姿勢です。

地域に仕える教会とし
て歩み続けます。

英語文化コミュニケーション学科
2014年3月卒業

英語文化コミュニケーション学科
2014年3月卒業

● 主な就職先 : 新潟県高等学校教諭、新潟県中
学校教諭、新潟県警察本部、新潟大学医歯学総
合病院 生命科学医療センター、上越市社会福祉
協議会、ながおか医療生活協同組合、新潟南福祉
会、いじみの福祉会、キングス・ガーデン新潟 など

他者の個性を認め、その生活や成長に

寄り添い、共に生きる卒業生たち。キリス

ト教をベースにした学びと実践で、自分

と同じように他者を愛し、他者のために

尽くす力が生きています。

他者のために生きる

水島徹郎さん
共生社会学科
2010年3月卒業

新発田市役所

相手の思いを受け入
れる姿勢を大切にして
います。

丁寧なヒアリングで、
安心な暮らしのお手伝
いをしています。

現場で震災を経験し、
この仕事の意義と必
要性を実感しました。

正確な処理と笑顔を
大切に、お客さまに対
応しています。

お客さまと長いお付き
合いができる営業マン
を目指しています。

さまざまなデザインで、
まちを楽しくする仕事を
しています。

総務で、人の気持ちを
くむ、縁の下の力持ち
として働いています。

佐藤直美さん
英語文化コミュニケーション学科
2011年3月卒業

株式会社 第四銀行
青山啓太さん
国際文化学科
2013年3月卒業

新潟トヨペット 株式会社

相手を理解すること、
それが信頼関係につ
ながります。

若槻和徳さん
国際文化学科
2014年3月卒業

岡三にいがた証券 株式会社

常にお客さまの期待を
越える提案ができるよ
うに心がけています。

小林和美さん
英語英米文学科
2005年3月卒業

株式会社 VIP

丸山美穂さん

セコム上信越 株式会社

伊藤大輔さん
国際文化学科
1998年3月卒業

島津印刷 株式会社

渡邊真央さん
国際文化学科
2010年3月卒業

国際文化学科
2006年3月卒業

英語は手段。大学で
の異文化の学びが仕
事に生きています。

佐久間理美さん

シンワ測定 株式会社

英語文化コミュニケーション学科
2013年3月卒業

株式会社 ハードオフコーポレーション

眞田美樹さん

株式会社 巴山組

英語文化コミュニケーション学科
2011年3月卒業

地域とそこで暮らす皆さまに寄り添い、 

共に行動し、地域の幸せな生活を支える

卒業生たち。他者の立場や状況を理解

して課題に取り組み、目標に向けて協力

し取り組む力が生きています。

地域を支える

● 主な就職先 : 新発田市役所、十日町商工会議
所、新潟縣信用組合、日本郵便、ハードオフコーポ
レーション、三幸製菓、新潟交通商事、佐渡汽船、
ウオロク、コメリ、新潟トヨタ自動車、アークベル、新
潟綜合警備保障、新潟みらい農業協同組合 など

販売店と本社のつな
ぎ役として、語り合うこ
とを大切にしています。

文化の違いを理解する
ことが、海外での営業
で力になっています。

海外での仕事に必要
なのは、文化の違いを
受け入れる力です。

李  海蘭さん
英語文化コミュニケーション学科
2012年3月卒業

菊水酒造 株式会社

コミュニケーションを大
切に大きな視点でまちづ
くりに貢献したいです。

清野拳斗さん

新潟商工会議所

英語文化コミュニケーション学科
2015年3月卒業

英語力を生かし、海外
の展示会や交渉など
の対応をしています。

小池  航さん
英語文化コミュニケーション学科
2013年3月卒業

株式会社 オールウェイズ

中国で日本語を教えてい
ます。在学中の留学経
験が生きています。

須貝郁美さん
英語文化コミュニケーション学科
2020年3月卒業

江蘇卓越日語専修学院

私の評価がホテルの評
価。継続して指名してもら
うことがやりがいです。

川崎  俊さん
英語英米文学科
2007年3月卒業

株式会社 新潟グランドホテル

日本が誇るアニメ文化
を国内外に発信してい
ます。

古川海斗さん
英語文化コミュニケーション学科
2015年3月卒業

株式会社 ドワンゴ

メディアを通じて伝える
ことの責任とやりがい
を感じています。

高井瑛子さん
英語文化コミュニケーション学科
2013年3月卒業

株式会社 新潟テレビ21

自分で考え行動するこ
とが成果につながるの
でやりがいがあります。

小出  司さん
英語文化コミュニケーション学科
2014年3月卒業

ECO TOWN USA

樋口直紀さん
英語文化コミュニケーション学科
2008年3月卒業

株式会社 新潟日報社

横田政秀さん
英語英米文学科
2004年3月卒業

Foreland Singapore Pte. Ltd.

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る卒業生た

ち。文化や歴史の違いを理解し、これま

での既成概念にとらわれず、多面的に物

ごとを伝える力が生きています。

地域と世界をつなげる

● 主な就職先 : 菊水酒造、ヨネックス、日本精機、
共栄エンジニアリング、バイオテックジャパン、東陽
理化学研究所、エイチ・アイ・エス、航空保安事業セ
ンター、ホテル新潟、ホテルオークラ新潟、NASPA
ニューオータニ、エフエムしばた など

卒業生
卒業生たちは、大学で学んだ価値観とそれぞれの個性を生かし、
さまざまな職業や活動を通じて、企業、地域、社会に貢献しています。

卒業生たちの社会
での活躍をブログ
で紹介しています。

さまざまな職業・活動で、社会に貢献

社会で活躍する卒業生

石野比羽子さん

新潟県立新潟高等学校 （英語）

内山貴啓さん
英語英米文学科
2007年3月卒業

刈羽村立刈羽中学校 （英語）

松木万里央さん
共生社会学科
2008年3月卒業

柏崎市社会福祉協議会

小笹冬貴さん

新潟県警察本部

渡辺有香さん

村上市立山北中学校 （英語）

三星寛徳さん
英語英米文学科
2004年3月卒業

長岡市立新組小学校

井上麻砂美さん
共生社会学科
2010年3月卒業

社会福祉法人 新潟太陽福祉会

山田祐生さん
共生社会学科
2013年3月卒業

新潟市消防局

木津尚起さん
共生社会学科
2010年3月卒業

特定非営利活動法人 あおぞら

近  伸之さん
国際文化学科
1995年3月卒業

豊栄キリスト教会

英語文化コミュニケーション学科
2014年3月卒業

※内容は取材時のものです。

地 域

国 際

奉 仕

〉〉 社会で活躍する卒業生の詳細は、別冊「就職・キャリア支援ガイドブック」をご覧ください。30 31



キャリアサポート課の経験豊富なスタッフとアドバイザー教員とが一体となり、
学生一人ひとりの個性を生かした就職をサポートします。就職・キャリア支援プログラム

● 就職・キャリア支援 英語国際 共生対象学科 ：

個別指導
少人数という環境を生かし、親身な個別指導を展

開しています。キャリアコンサルタントの資格を持

つ専門スタッフが、学生一人ひとりのさまざまな活

動を専用カルテで把握し、リアルタイムで収集して

いる採用情報に基づき、企業等とのマッチングを

図ります。

・ 島津印刷
・ 博進堂
・ ハレハワイイ
・ エフエムラジオ新潟
・ 新潟放送
・ アクシアルリテイリング
・ キューピット
・ 日産プリンス新潟販売　
・ ハードオフコーポレーション

・ 第四銀行
・ イタリア軒
・ 新潟グランドホテル
・ ホテルオークラ新潟
・ ホテル朱鷺メッセ
・ ホテル新潟
・ 花安 新発田斎場
・ 新潟大学
・ シャーローム

・ 北越後農業協同組合
・ 新発田商工会議所
・ 新潟県国際交流協会
・ 日本労働者協働組合連合会 センター事業団
・ 新発田市役所
・ 聖籠町役場
・ 胎内市役所
・ 長岡市役所
・ 新潟市役所

● インターンシップ受入先企業等一覧 （過去3年間）

共に、自分の課題にも向き合います。さらに、

事前・事後指導を通じて、社会人として必要

な知識や経験を整理し、将来の目標実現に

向けた道筋をつけます。

インターンシップ（就業体験）
2年次・3年次の夏期休暇中に約2週間のイ

ンターンシップを実施しています。実習先は官

公庁や民間企業、NPOなど幅広く、多様な就

業体験ができます。 大学で学んだことが現場

でどのように生かせるのかを体験的に学ぶと

資格取得・就職支援講座
将来への目標実現をサポートするため、資格取得等を支援する就職支援講座を開催しています。

プログラム名 内容

実用英語技能検定 （英検）
【単位認定科目】

授業科目「検定試験準備コース」を履修し、準1級合格を目指します。
所定の基準を満たすことで、本学の特待生制度の対象となります。

TOEIC
（国際コミュニケーション英語能力テスト）
【単位認定科目】

600点以上
得点率
  35％  

授業科目「検定試験準備コース」を履修し、550点以上の成績を目指します。
所定の基準を満たすことで、本学の特待生制度の対象となります。

ビジネス著作権検定
【単位認定科目】

授業科目「情報法」を履修し、コンテンツ創作者とコンテンツ利用者に不可欠な著作権に関す
る知識を取得します。初級合格を目指します。

ITパスポート
【単位認定科目】

授業科目「情報技術資格対策（ITパスポート）」を履修し、社会人として共通に備えておくべき
基礎的な情報技術の知識を取得します。試験合格者には4単位を付与します。

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト （Word・Excel）

【単位認定科目】

Word合格率
  87％  

Excel合格率
 73％  

授業科目「情報技術資格対策E、F」を履修し、マイクロソフトのオフィスソフト、Word、Excel 
等の利用能力を身につけます。試験合格者には各2単位を付与します。

ビジネスマナー講座 （秘書検定対策）
【単位認定科目】

2級合格率
 66％  

（第118回試験）

授業科目「ビジネスマナー講座」を履修し、社会人としてのマナーや礼儀作法を修得します。
秘書検定2級の取得を推奨しています。

介護職員初任者研修 新潟市社会福祉協議会と連携し、介護の基礎から応用までを学び、地域社会に貢献できる介
護職員を育成します。

日本漢字能力検定 履歴書、自己PR文、筆記試験などで必要となる文章能力を磨きます。
検定は、大学内で実施します。

就職支援SPI 講座
【単位認定科目】

企業の筆記試験の主流となっている「SPI総合検査」の対策講座です。問題演習を繰り返し、
解き方のポイントを理解していきます。最近は、公務員試験にも導入されています。

基礎数学 講座
【単位認定科目】 人文系の大学ですが、社会人として必要となる、数学の基礎的な力をブラッシュアップします。

「キャリア開発入門」「キャリア開発」
「キャリア開発入門」「キャリア開発」は、2年次後期から授業科目（単位認定）として開講しています。学生たちが将来の目標を持ち、その実現のため

にどのように行動していくかの計画（キャリア・プラン）を自分自身で描きます。正しい職業観を培うことで、納得度の高い進路決定につなげます。

●  キャリア・プランニングの教育フロー

1年次 2年次 3年次 4年次

キャリア・ガイダンス キャリア・ガイダンスキャリア・ガイダンス

インターンシップ インターンシップ

各年次の
達成度

キャリアを
知る・考える・
実践する

大学での学びに慣れる
「キャリア・ガイダンス」
進路について考え、大学での目標を
設定する。アドバイザーによる指導
開始。

1年次の振り返りと、年度目標設定
「キャリア開発入門」
講義・グループワークを通して自己分
析を試みる。

具体的なキャリア・プランを描く
「キャリア開発1・2」
社会経済の流れの中に自分を位置
づける。後期からはキャリア・プランを
実践に移す。

満足度の高い進路選択
希望進路に向けて明確な動機づけと
事前準備を徹底。アドバイザーとキャ
リアサポート課による個別指導。

オンラインによるキャリア支援（情報提供）／アドバイザーによる個別指導

【個別指導】
アドバイザー
キャリアサポート課

適性検査の実施
（客観的分析）

「キャリア開発入門」
自己分析を試みる

「キャリア開発1」
業界研究と自己分析

「キャリア開発2」
キャリア・プランの実践

就職活動開始 合同企業説明会 会社説明会 採用試験
敬和学園大学では、学生一人ひとりが自由に考

え行動できる環境を整えることで、自分自身の価

値観を確立し、他者を尊重する感性を養う教育を

すすめています。

キャリア支援では、学生それぞれの個性を尊重し、

持っている力を引き出すことで、社会からのニーズ

とのマッチングを図ります。これにより、学生一人

ひとりの充実した人生の実現と社会への貢献を

すすめています。

充実した人生を
送るために

適性検査の実施
（客観的分析）

▲ ハードオフコーポレーションでのインターンシップ
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POINT_2
「教室での教え方」を
実践的に学ぶ
4年次に3週間の教育実習を行います。また、希

望者は3年次からインターンシップとして毎週1

回、教育の現場を体験できます。

教員として必要な知識を身につけるだけでなく、
インターンシップや教育体験活動、教育実習を通じて、教える技術を実践的に学びます。教職課程（小学校・中学校・高等学校）

英語対象学科 ：
● 就職・キャリア支援

POINT_1
小学校二種免許※、中学校・
高等学校一種免許を取得

小学校教諭二種免許、中学校教諭一種免

許（英語、社会）、高等学校教諭一種免許

（英語、地理歴史、公民）が取得できます。

●  教職課程の教育フロー

1年次 2年次 3年次 4年次

教職科目スタート インターンシップ教育体験活動 介護等体験教育実習

個別面談

発達と学習の教育心理学 教育制度論

総合的な学習の指導法 カリキュラム論

道徳教育指導論

教育原理

特別活動論

教育の方法・技術

生徒・進路指導論

教職実践演習

教職入門 教育実習事前事後指導

教員採用検査　準備介護等体験 教員採用検査

POINT_3
多くの卒業生が
教壇に立っています
新潟県内をはじめとする小学校・中学校・高

等学校で、125名の卒業生が教員として採用

され、教壇に立っています。

※「中学校教諭一種免許状（英語）」「高等学校教諭一種免許状（英語）」の取得に合わせ、玉川大学通信教育部と併修することで「小学校教諭二種免許状」を取得できます。
   「小学校教員養成特別プログラム」履修は、本学で一定の成績基準を満たすことが条件。各学年定員10名程度。別途授業料（約35.3万円）がかかります。

国際

英語の楽しさを教えるだけでなく、
生徒一人ひとりに寄り添うことを大切に

KOBAYASHI Yuki小林裕稀さん
長岡市立栖吉中学校 教諭
英語文化コミュニケーション学科　2017年3月卒業
新潟県立巻総合高等学校出身

高校時代に英語の楽しさを教えてくれた先

生に憧れて、教員を目指しました。在学中

は、小学校での「教育体験活動」に参加

し、子どもたちと関わることの大切さを知り

ました。当初は英語の楽しさを教えることば

かりに目が向いていましたが、担任を経験

し、生徒を一人の人間としてどう育てていく

のかに意識が向くようになりました。今は、

一人ひとりに寄り添うことを大切にしながら

指導にあたっています。学校には、いろいろ

なタイプの生徒がいますが、それぞれの個

性に偏見を持つことなく自然に接すること

ができるのは、敬和学園大学で多様性を

認めることを学んだおかげだと感謝してい

ます。

●  学校教員として活躍する卒業生

※内容は取材時のものです。

︿ 新潟県 ﹀ 新潟高等学校、新潟南高等学校、万代高等学校、日本文理高等学校、中越高等学校、長岡英智高等学校、本丸中学校、新津第
二中学校、早通中学校、三条第二中学校、山北中学校、吉田小学校ほか　︿ 東京都 ﹀︿ 大阪府 ﹀︿ 愛知県 ﹀︿ 北海道 ﹀など多数

主な勤務校

教壇に立ち、活躍する卒業生　 125名 

アクティブラーニング アクティブラーニング

｢教職インターンシップ｣は、新発田市内の小学校に出向き、クラス担

任の先生のお手伝いや授業中の巡回、休み時間に児童と遊ぶなど、

教育現場を実際に感じられる活動です。先生方がどのように子どもた

ちと接しているのか、授業だけでない教員の仕事など、大学の授業で

は分からない教育現場の現状を把握できるよい機会です。

教職課程では「介護等体験」という活動があり、3年次に福祉施設

で5日間、4年次に特別支援学校等で2日間、介護の体験をします。

支援が必要な利用者さまとの関わりを通じて、相手を理解し、その人

に合わせて対応することの大切さを学びました。4年次の教育実習で

は、この学びを生かして一人ひとりの生徒に向き合いたいです。

教職インターンシップ
（教育体験活動）

介護等体験、
教育実習

小林広季 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

国際文化学科3年
新潟県立新潟東高等学校出身

教職科目

教職課程  3つのポイント

＜1年次＞ 教職入門

＜2年次＞ 教育原理／教育制度論／発達と学習の教育心理学／特別活動論／

 総合的な学習の指導法／教育活動アクティブワーク

＜3年次＞ 特別支援教育概論／カリキュラム論／道徳教育指導論／教育の方法・技術／

 生徒・進路指導論／教育相談／教育実習事前事後指導

＜4年次＞ 教育実習／教職実践演習
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アクティブラーニング アクティブラーニング

共生対象学科 ：

社会福祉士として必要な福祉理論と実践経験に加え、
敬和学園大学で身につけた他者のために尽くす人間性が現場で生かされます。

社会福祉士合格率

34.6%

（過去3年間実績）

社会福祉士国家試験受験資格課程
● 就職・キャリア支援

1年次 2年次 3年次 4年次

●  社会福祉士国家試験受験資格課程の教育フロー

●  同時に取得できる資格

福祉関連科目の
履修【福祉マインドを学ぶ】 【実習を通して学ぶ】 国家試験

受験対策

事前実習（見学） 相談援助実習1事前実習（体験） 相談援助実習2 国家試験対策講座

国家試験受験

POINT_1
リベラルアーツにより、
豊かな人間性を育みます
リベラルアーツの幅広い学びにより、自由な

精神と豊かな人間性をもって、他者のために

尽くす人間性を育成します。

POINT_2
福祉理論とその実践の
統合を図ります
授業を通じて社会福祉の理論を学び、相談援

助演習により、その実践方法を身につけ、相談

援助実習により、それらの統合を図ります。

POINT_3
学生・教員が一体と
なった国家試験対策
社会福祉士国家試験に対応した資料室の設

置や対策講座・合宿を行い、学生と教員とが一

体となって対策に取り組みます。

社会福祉士の役割の1つである
地域貢献を目指して

KONDO Masahito近藤真人さん
社会福祉法人 とんぼ倶楽部 企画室長
共生社会学科　2008年3月卒業／私立敬和学園高等学校出身
資格：社会福祉士、ボランティアコーディネーション力3級

私の仕事は、企画室長という立場上、現場で

の利用者さまへの各種サービスはもちろん、

スタッフのマネジメントや広報活動など、多岐

に渡ります。大学の実習で学んだ援助技術

やマナー、授業で会得したさまざまな理論は、

福祉の分野のみならず経営の実践にも通じ

ています。この仕事のやりがいは、なんといっ

ても利用者さまに喜んでもらうこと。家に閉じ

こもりがちだった高齢者の方が元気になった

り明るくなったりする姿を見ると、ご本人やご

家族だけでなく、我々スタッフみんながうれし

い気持ちを共有できます。今後もより多くの

人に愛される施設づくりを目指して、社会福

祉士としての使命の一つでもある地域貢献を

しっかり実現していきたいと考えています。

●  社会福祉士として活躍する卒業生

新潟市社会福祉協議会、柏崎市社会福祉協議会、上越市社会福祉協議会、長岡福祉協会、ながおか医療生活協同組合、恩賜財団新潟県済
生会、とんぼ倶楽部、新潟太陽福祉会、いじみの福祉会、愛宕福祉会、中条メディカルサービス、アースサポート ほか

主な就職先

社会福祉士として活躍する卒業生　 36名 

「相談援助演習」では、視覚教材を用いてソーシャルワーカーの援

助技術を学び、また学生同士でグループを組み、事例を用いた実演

をすることで、利用者さまやそのご家族それぞれの立場について考え

ます。互いに話を聞く姿勢や相手が話しやすい環境づくりなどの日

常生活でのコミュニケーションにも役立つ技術が学べます。

「社会福祉士国家試験対策講座」では、試験の動向を知り、自分

の弱点を確認することで、総合的で効率のよい学習ができました。

大学で高齢・児童・障がい・地域など、福祉の幅広い分野をまんべん

なく学び、その上で高齢者福祉に興味を持ちました。実習やインター

ンシップなども含めた継続的な学びが就職につながっています。

相談援助演習、
相談援助実習

社会福祉士国家
試験対策講座

大谷明日香
共生社会学科4年
新潟県立新津高等学校出身

丸山優奏
共生社会学科　2020年3月卒業
私立新潟清心女子高等学校出身

社会福祉士国家試験受験資格課程科目

社会福祉士国家試験受験資格課程  3つのポイント

＜2年次＞ 就労支援サービス・更生保護制度論／相談援助実習指導
＜3年次＞ 相談援助実習／国家試験対策講座
＜4年次＞ 特別実習

・社会福祉主事任用資格
・児童指導員任用資格
・児童厚生2級指導員

※内容は取材時のものです。

社会福祉施設
内定
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アクティブラーニング アクティブラーニング

公務員試験対策講座および実践的な面接指導に加え、
地域の課題とその解決手法を学ぶことで、住民の幸せな生活を支える力を身につけます。

● 就職・キャリア支援

公務員試験対策指導
英語国際 共生対象学科 ：

新発田市役所、聖籠町役場、新潟市役所、長岡市役所、上越市役所、五泉市役所、十日町市役所、東京都特別区、警視庁、新潟県警察本部、
新潟市消防局ほか

主な就職先

公務員として活躍する卒業生　 75名 

新潟市役所での「公務員インターンシップ」に参加しました。政令

指定都市の地方公務員として働くとはどういうことなのかを、知識

面だけでなく、実際にさまざまな課の仕事に関わらせていただくこと

で学びが深まりました。公務員の仕事を深く知ることで仕事への興

味が高まり、採用試験に向けてモチベーションもあがりました。

「公務員試験対策講座」を受講し、新発田市職員に採用されまし

た。講座では、1次試験に取り入れられているSPI総合検査につい

て少人数で集中的に演習することで、実践力が身につきました。ま

た、2次試験の面接に向けて、実際に公務員として働く先輩方から

ご指導いただき、自信を持って本番に臨むことができました。

公務員
インターンシップ

公務員試験対策講座

大野慶太郎
英語文化コミュニケーション学科4年
私立北越高等学校出身

飯間みずき
国際文化学科　2020年3月卒業
新潟県立新発田高等学校出身

●  公務員試験対策の教育フロー

1年次 2年次 3年次 4年次

公務員試験対策講座・勉強会 面接指導

公務員試験役所・役場等 インターンシップ

POINT_2
多様な形式に対応した
面接指導
筆記試験合格者を対象に、集団討論、個人

面接、集団面接の練習を集中的に行い、公

務員試験合格を最後までサポートします。

POINT_1
実践的な
筆記試験対策
筆記試験対策として、教養科目「判断推理」

「数的推理」「SPI総合検査」を中心とした講

座を開催しています。

POINT_3
地域経営プログラムで
入職後の実践力をつける
官公庁や企業のトップからの講義とフィールド

ワークにより、現実の問題や課題を理論と照

らし合わせて解決する手法を学びます。

「できない」とは言わない、
必ずヒントをくれる人がいるから

MIYAZAKI Yuka宮﨑由香さん
新発田市役所　職員
国際文化学科　1995年3月卒業
新潟県立新発田高等学校出身

市民まちづくり支援課にて、自治会やNPO

からの困りごとや悩み相談に乗ったり、地

域おこし協力隊などの支援業務を行ってい

ます。窓口ではすぐに解決できない案件も

多く、非常に難しいところですが、どんな時

でも決して「できない」とは言わないよう心

がけています。なぜなら、必ず地域のどこか

に知識や経験をお持ちで力になってくださ

る方がいるはずだからです。そこで「地域

づくり支援センター」を立ち上げ、コーディ

ネーターとして、産学官民さまざまな団体・

人同士をつなげて課題解決の糸口をつく

ることに力を注いでいます。敬和学園大学

の一期生としてゼロから立ち上げる経験が

役に立っていると思います。

●  公務員として活躍する卒業生

※内容は取材時のものです。

＜1年次＞情報メディア論／地域学入門／インターンシップ／フィールド・ワーク　＜2年次＞情報管理基礎論／地域学／アクティブ・ラーニン

グ演習／メディア・コミュニケーション論／現代メディア論／地域文化論／マーケティング論／金融論／地域産業論／中小企業論／地域福祉

論／社会起業論　＜3年次＞アクティブ・ラーニング実習／非営利組織論／社会調査の基礎　＜4年次＞地域学研究

●  地域経営プログラムの教育フロー

地域学入門

・フォトウォーク

・酒育セミナー ・長期インターンシップ

地域学2地域学1

アクティブラーニング演習 アクティブラーニング実習 地域学研究

1年次 2年次 3年次 4年次

地域経営プログラム

公務員試験対策指導  3つのポイント

「地域経営プログラム」では、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。

新発田
市役所
採用
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のびのびとした学生生活が成長を促します年間スケジュール

・入学式 （写真）

・新入生オリエンテーション
・お花見ランチ

4月

いよいよキャンパスライフのスタート！
大学での学びや過ごし方など、学科別
に詳しく説明します。

5～6月

・入学記念植樹式
・創立記念日
・スポーツ大会 （写真）

バスケットボールや卓球、ソフトボール
等、先生も参加して開催されます。み
んなでいい汗を。

7月

・前期末試験
前期の授業が終了したところで、試験が
行われます。準備は集中してしっかりと。

8～9月

・集中講義
・夏期海外留学

・新発田まつり （写真）

10月

・敬和祭 （写真）

  

・ふれあいバラエティ

11月 12月

2月になると、いよいよ学年で最
後の試験があります。計画的に
準備しましょう。

・もちつき大会
・後期末試験

1～2月

・春期海外留学

・卒論発表会

・TOEIC
（国際コミュニケーション英語能力テスト）

3月 春休み冬休み夏休み

・学内合同企業説明会
・卒業式 （写真）

前期試験が終わったら、
夏休みは目の前！

みんなで民謡
流しに参加

・1・2年生保護者懇談会
  （写真） 燭火礼拝にキャロリング、クリス

マスパーティーと、1か月を通し
てクリスマスを祝います。

・クリスマス行事 （写真）

・卒業記念パーティー

卒業式では学長が
一人ひとりと握手します

敬和学園大学のさまざまなイベントやリアルな学生生活を、ソーシャルメディアを通して発信しています。

敬和学園大学 / KeiwaCollege
アカウントID：@KeiwaCollege
twitter.com/keiwacollege

Twitter

敬和学園大学 / KeiwaCollege
ユーザネーム：keiwacollege
www.facebook.com/
keiwacollege

Facebook Instagram

敬和学園大学 / KeiwaCollege
アカウントID：keiwacollege
instagram.com/keiwacollege

敬和学園大学 / KeiwaCollege
LINE ID：@keiwacollege
https://page.line.me/keiwacollege

LINE＠ Youtube

敬和学園大学 / KeiwaCollege
アカウントID：keiwacollege
www.youtube.com/
user/Keiwacollege

www.keiwa-c.ac.jp/campus_blog

キャンパスブログ

CAMPUS
LIFE
キャンパスライフ

国際感覚を磨くことを目的とした、海
外提携校への留学プログラムがあり
ます。

・TOEIC
（国際コミュニケーション英語能力テスト）

・3年生保護者懇談会

ゼミやサークルの展示や
発表。屋台もあるよ！
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15:00

3:0021:00

9:00

18:00 6:00

12:00

24:00

睡眠

趣味・
準備
など

支度・家事
朝食・通学

授業

5:30
起床

勉強

夕食など

家事など

通学

大学生活を
エンジョイしている

3人をご紹介。

自宅派・一人暮らし派・学生寮派の先輩たち。のびのびと成長する先輩の姿から、あなたの学生生活をイメージしてください。

通学は電車です。大学最寄りの佐々木駅からは学バス
があるので安心です。

授業の空き時間を利用して図書館で課題をやってい
ます。

アルバイトのない日は積極的に家のお手伝い。夕飯の支
度を手伝いながらお料理を教えてもらっています。

旅館とコンビニを掛け持ちでアルバイトしています。社会
経験にもなるし、やりがいがあります。

少し歩けばすぐに友達に会えます。同じ聖書サークル「俺
たちのバイブル」の仲間と楽しくおしゃべり。

＜ タイムスケジュール ＞

9:00

● 波多野さんの一日

勉強も生活も困ったことがあればいつでも事務室へ。
何でも気軽に相談できます。

徒歩10分のアパートで一人暮らしをしています。授業の
空き時間に、さっと帰れる環境です。

＜ タイムスケジュール ＞

24:00

21:00

15:00 9:00

6:0018:00

12:00

7:30
起床

● 北野さんの一日

Sample_1 : 自宅派

気軽にお話しできる友人や教職員の皆さんがいます

波多野里菜   HATANO Rina

共生社会学科2年／新潟県立新津高等学校出身

多様な視点から価値観を学ぶことが必要だ

と思い、リベラルアーツの方針に引かれて敬

和学園大学に入学を決めました。サークル

は、聖書についてみんなで語る「俺たちのバ

イブル」に所属していて、「サンタ・プロジェク

ト」という子どもたちに本をプレゼントする活

動にも参加できました。大きすぎない大学な

ので、友人たちとも、先生や職員の皆さんとも

気軽にお話ができ、安心して大学生活を送る

ことができています。

Sample_2 : 一人暮らし派

勉強とアルバイトをきちんと両立しています

北野智也   KITANO Tomoya

国際文化学科2年／私立敬和学園高等学校出身

両親共に敬和学園大学の卒業生なので、

大学やまわりの環境についてよく理解してく

れていて、勉強や生活についてアドバイスを

くれます。深夜のアルバイトをしていますが、

勉強がおろそかにならないように両立し、特

待生を維持することができました。バスケット

ボールサークルに所属していて、いい仲間と

出会うことができました。授業は先生との距

離が近くておもしろく、今は将来のために情

報メディアの科目を多めに履修しています。

通学

JR佐々木駅、新発田駅から、スクールバスを運行。学生駐車場も充実

睡眠

授業

勉強

サークル

夕食
その他

先輩たちの暮らしを拝見！ My KEIWA LIFE

JR新潟駅から大学最寄りの佐々木駅まで

25分、佐々木駅から授業時間に合わせてス

クールバスを運行しています。新発田駅から

大学まで、スクールバスが新発田市内を往

復しています。また200台収容可能な学生

駐車場を用意。新潟市から車で30分、新新

バイパス新発田I.C降りてすぐの立地です。

学バス時刻表

アパート・周辺情報

大学から徒歩圏内にアパートが集中。商業施設も充実

大学から歩いて15分圏内に学生向けアパート

が集中しています。大学近くのアパートでの生

活で勉強やサークルに集中できると同時に、学

生同士の情報交換も行えます。また、大学周辺

は生活に便利なお店や施設も充実しています。

（→P50-51）
※不動産契約は、入居者と業者との直接の契約です。
　後日問題が起こらないよう、契約条件などを十分に確認
　してください。

3:00

近所のスーパー「チャレンジャー」で買い出し。なるべく
自炊するようにしています。

たまに外食もします。最近のお気に入りは「あかれん
が」のハンバーグ定食。ごはんの盛りもよくて最高！

アパートではインターネットが使い放題。勉強にも趣味に
もパソコンが大活躍です。

朝食・
通学

支度

敬和 TIPS 01 みんなの通学手段は？ → 1位：電車・バス、2位：マイカー、3位：自転車・徒歩 敬和 TIPS 02 住んでいるところは？ → 1位：新発田市、2位：新潟市中央区、3位：新潟市東区42 43



イクネスしばた
新発田市立中央図書館
● 

15:00

3:0021:00

9:00

18:00 6:00

12:00

24:00

睡眠

朝食・通学

起床
授業

帰宅・夕食

7:00
  〜
8 :00
起床

勉強
趣味

公務員対策
勉強会

寮生同士や地域の
方々との交流の中で、

成長します。

敬和学園大学学生寮は、新発田駅前から徒歩2分という利便性の高い場所に立地しています。
セキュリティが高く、プライバシーに配慮した生活空間で、安心して学生生活を送れます。

同じ大学の仲間とのシェアハウス型共同生活、学生自治による寮運営により、自主性と協調性が身につきます。

商店街にも近い新発田駅前、立地は抜群です。生活に必要なものはだいたい揃っています。授業に合わせて、スクールバスを運行しています。

諏訪神社
● 

← 新潟 村上→

場 所
賃 料 ほ か
食 事
入 寮 定 員
居 室
共 用 設 備
フロア案内
建 物 設 備

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

夕食（1食250円）／朝食（1食200円）  ※いずれも平日のみ提供

40名

7.4㎡（1人あたりの面積、4畳半の広さ）、家具備えつけ

コミュニティールーム、調理場、洗濯機（男女各階にそれぞれ設置）、自転車置き場

3階（男子学生専用18名）・寮監室・共有スペース、4階（女子学生専用22名）・共有スペース

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、

バス･トイレは２人で共用

●  DATA 見学会
受付中

学生寮・周辺情報

学生寮は、新発田駅前複合施設「イクネスし

ばた」に隣接しています。新発田市の協力によ

り、イクネスしばた内の中央図書館やこどもセン

ターにてワークショップやイベントを開催し、学生

の成長を促しています。中央図書館は、20時ま

で開館しており、寮生たちは大学での学びを深

めるための学習スペースとしても活用していま

す。

学生寮に隣接した新発田市立中央図書館で学びを深める

学生寮派Sample_3 :

設備の整った学生寮が、入学の決め手でした

與口瑞歩   YOGUCHI Mizuho

国際文化学科4年／新潟県立柏崎常盤高等学校出身

地元にとどまるか、新発田市にある敬和学園

大学に入学するか迷っていたのですが、この

寮が安心だったことが、大学選びの決め手と

なりました。食事の不安もないし、家電もいろ

いろ揃っているし、設備も新しくとても快適で

す。大学では公務員を目指して学んでいます。

帰宅後も勉強しますが、個室があるのは集中

できてありがたいです。敬和にはいろいろな人

がいて、また、どんな人も受け入れてくれる雰

囲気があるのでとても過ごしやすいです。

● 與口さんの一日

連絡事項は、掲示板でお知らせされます。寮で定期的
に開催されるイベントが楽しいです。

通学手段はスクールバス。学生寮のある新発田駅前
から授業に合わせて送迎してくれます。

寮は2人部屋ですが、個人のスペースも確保されてい
るので集中して勉強できます。寮の中は、Wi-Fi完備！

寮を出るとすぐにコンビニや図書館があります。ちょっ
とした買い物にとても便利です。

広 と々した共有キッチン。当番制（左下写真）によって
キレイに保たれています。

＜ タイムスケジュール ＞

リベラルアーツの学びを深める

学生自治による寮生活学生寮

イクネスしばた・中央図書館と隣接、勉強する

環境が整っています。

駅前商店街には、おいしい飲食店もたくさん。

食事には困りません。

寮から新発田駅までは徒歩2分と近くて便利で

す。授業に合わせてスクールバスが出ます。

1ユニットを2人で利用します。プライバシーに配慮

した個室には、家具類が備えつけられています。

各居室にバス・トイレ・洗面室つき。

ルームメイトとシェアします。

いつでも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。

各フロアにコミュニティスペースがあり、広い

キッチンをシェアして自由に使えます。

寮の入口はカードキーでセキュリティ面も安心。

POINT_1　シェアハウス型の共同生活

POINT_2　新発田駅前の便利な生活

寮の中は
Wi-Fi完備！

敬和 TIPS 03 出身地は？ → 1位：新潟市、2位：新発田市、3位：長岡市、村上市 敬和 TIPS 04 学生寮と大学間のバスは1日何便ある？ → 11便、お買い物などで途中下車することもできます。

学生寮  2つのポイント
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俺たちのバイブル

CLUB & CIRCLE クラブ・サークル紹介

軟式野球部 バドミントンサークルバスケットボールサークル バレーボール部 Keiwa Animal Rescue手話サークル

アカペラサークル

TRPGサークルクイズ研究会  KQC

混声合唱サークル

なぎなた部

自転車部 LONG RIDERS

国際ダンスサークル

卓球サークル

ブラスバンド部Free Stylers

野外活動サークル自動車整備部

Art style of KEIWA

サークル活動に
打ち込む学生たちの
様子をブログで紹介学生生活を鮮やかに彩るのが、クラブ・サークル活動。スポーツで汗を流し、

好きな趣味に打ち込む。そうした活動を通じて生涯の友人を得ることができます。

全国トップを目指す　バドミントン部

松浦進二 バドミントン部監督

これまでの実戦経験を生かして、インカレ優勝や全日本代表メン
バーを目指す選手を育成します。一緒に全国トップを目指しましょう。

【主な戦績】〈全日本総合バドミントン選手権〉1983年、1985年～1993
年 ダブルス優勝（10回）／1986年、1988年、1990年 シングルス優勝

〈バルセロナオリンピック〉1992年、ダブルス5位入賞

バドミントン部
ブログ

@keiwa_bad

藤原達矢 バドミントン部コーチ、本学バドミントン部OB

インカレ優勝を目標に、厳しい環境で練習に取り組んでいきます。
新潟県外からの選手も多く、チーム一丸となって全国トップを目指
します。
【主な戦績】〈バドミントン日本リーグ〉2013年 優勝（2部）、2014年 6位（1部）

アニメ研究部

アニメ作品の研究、そして制作知識を深
めています。がたふぇすやガタケットなど
にも参加しています。

大堀  湧 国際文化学科2年
新潟県立新井高等学校出身

敬和キャンパスレポ（ラジオ番組）

学生視点で敬和を伝える「敬和キャンパ
スレポ」、エフエムしばた（76.9MHｚ）で
毎週金曜日21:30より放送中です！

師尾祥大 国際文化学科3年
私立敬和学園高等学校出身

共生ボランティアネット

地域イベントのお手伝いや環境保全、
災害復興支援など、さまざまなボランティ
アに取り組んでいます。

有本らな 国際文化学科3年
新潟県立村上中等教育学校出身

日本一を目標にチーム一丸となって練習に取
り組んでいます。結果を残し敬和学園大学
の名を日本中に轟かせます。

強化スポーツのバドミントンでは、オリンピックや全日本
選手権大会で活躍してきた監督・コーチが毎日の練習
で直接指導を行っています。

中山裕貴 国際文化学科2年
私立埼玉栄高等学校出身

インカレ
ダブルス
準優勝

アーチェリー部

70mを射てるナイター完備のアーチェ
リー場で、屋内練習場もあり、冬も快適に
練習できます。初心者も大歓迎です。

洋楽とK-POPをメインに、楽しくダンスを
踊るサークルです。地域のイベントなどに
も参加しています。

星野楓花 坂野  葵英語文化コミュニケーション学科2年
新潟県立六日町高等学校出身

国際文化学科4年
新潟県立佐渡中等教育学校出身

全日本学生
王座決定戦

出場

硬式テニスサークル

ランニングサークル

軽音楽部

防音設備の部室で練習しています。先輩
も後輩も仲のよいサークルです！一緒に
バンドを組んで演奏しましょう！

田邉十和子 国際文化学科4年
新潟県立新潟中央高等学校出身

茶道部 陶芸部フットサルサークル

敬和 TIPS 05 どんなところに海外留学している？ → 1位：アメリカ、2位：カナダ、3位：ニュージーランド（2019年度） 敬和 TIPS 06 キリスト教に入らないといけない？ → NO, キリスト教を学ぶ授業やサークルはあります。

強化スポーツ

PICK UP
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語学学習のための教室。リスニング・ス
ピーキング用機材を設置。パソコンやイン
ターネットを使った学習ができます。

LL 教室

座席数は126席、蔵書は9万冊以上。視
聴覚教材を閲覧できるＡＶブースやパソコ
ンコーナーも用意しています。

図書館

2階建て体育館の1階はアリーナとステー
ジがあり、アリーナはバスケットボールの
公式試合が行える広さがあります。

体育館（パーム館）
県内でも数少ない70mの距離を射てる、
ナイター設備完備の本格的なアーチェ
リー場です。屋内練習場もあります。

アーチェリー場

ベンチプレスやエアロバイクなどのマシン
を全部で20台ほど用意。好きな時間に
いつでも利用できます。

トレーニングルーム

学生たちがグループ学習や自習するため
の空間として、自由にレイアウトできるテー
ブルや情報機器を整えています。    

ラーニングコモンズ
インターネットで調べものをしたり、課題に
取り組んだり。いつでも自由にパソコンが
使えます。

コンピューター実習室
パンやおにぎり、スナック類から、敬和オリ
ジナルの文房具まで揃っています。学生
たちのオアシス的スポットです。

売店

1991年開学式の日に植樹。「ニュートン
のようにひらめきを学びにつなげて欲し
い」という願いが込められています。

ニュートンのりんごの木

学生たちが歓談し、互いに学び合える憩
いのスペース。売店やキャッシュコーナー
も併設しています。

ピロティ
栄養バランスが取れて低価格の日替わり
定食や麺類など、学生たちの健康を支え
ています。お弁当も販売してます。

学食（オレンジホール）

たたみ32畳分のスペースがあり、各種武
道の練習を行えます。最近ではなぎなた
部の練習に活用されています。

武道場

人工芝3面のコートが用意されています。 
雨上がりにもすぐ使うことができます。

テニスコート

体育の授業やサークルなどで使用する
ほか、野球やサッカーなど、他大学との交
流試合にも使われます。

グラウンド

佐藤奏海
英語文化

コミュニケーション学科
4年

ヘイル利音ロイド
英語文化

コミュニケーション学科
4年

私たちがキャンパスを案内します

学生たちの学びとキャンパスライフを支える、充実した施設と設備。
授業で使用する以外にも、自由に使うことができます。

CAMPUS MAP  キャンパスマップ

PICK UP

※オープンキャンパス（P.56）では
　学食の人気メニューをご提供します。学食メニューはこちら

人気メニューBEST5

学生たちの
元気の源である学食
学生や教職員の元気の源とも言える学食。栄

養バランスが取れて低価格の日替わり定食や

麺類など、学生たちの健康を支えています。ま

た、日替わり定食に50円プラスした「ささえ愛定

食」の収益は、被災地支援に使われています。

休み時間の休憩や学生たちの情報交換の場と

しても活用されています。

学食

学習支援施設

学びを深める
学習支援施設
学生の皆さんの充実した学びや活動をサポート

する施設・設備を用意しています。

グループ学習や自学自習するための設備を整え

たラーニングコモンズをはじめ、最新の情報機

器・映像制作機材を揃えたコンピューター実習

室・情報メディアセンター、リスニング・スピーキン

グ用の機材を整えたLL教室、社会福祉士国家

試験受験のための資料や自習環境を整えた社

会福祉士資料室などがあります。

学習支援施設

・ ラーニングコモンズ

・ コンピューター実習室

・ 情報メディアセンター

・ LL教室

・ 社会福祉士資料室

チーズハンバーグ定食 ¥4701位

おろし竜田揚げ定食 ¥4702位

とんかつ定食 ¥4703位

ミートソースパスタ ¥4204位

しょうが焼き定食 ¥4705位

図書館

学びに合わせた
蔵書が充実
敬和学園大学のカリキュラムや研究テーマに

合わせ、蔵書を収集しています。

教職課程（英語・社会・地歴・公民）、社会福祉

士課程が設置されているため、教育や社会福

祉関連の図書・雑誌が充実しています。館内に

パソコンコーナーもあり、レポート作成や情報検

索などに活用されています。またキリスト教関連

資料の収集や世界各国語に翻訳された聖書

の展示があることも特徴の一つです。地域の皆

さまにも開放しており、広く利用されています。 ※図書サークル「ライブリオ」のメンバーが選びました。

学生おすすめの本BEST5

『星の王子さま』
　＜サン＝テグジュペリ 著＞
　大人になる前に読んでみませんか？

1位

『愛するということ』
　＜エーリッヒ・フロム 著＞
　恋愛や愛全般について書かれた本です。

2位

『忘れられた巨人』
　＜カズオ・イシグロ 著＞
　ファンタジーの奥に隠れている主題を探してみませんか？

3位

『世界文学を読みほどく』
　＜池澤夏樹 著＞
　小説をどのように読むかの参考になります。

4位

『あなたの人生の物語』
　＜テッド・チャン 著＞
　議論のしがいのあるSF短編集です。

5位

キャンパス内は
Wi-Fi完備！

ひろびろ無料の
駐車スペース！

敬和 TIPS 07 学生用の無料駐車場がある？ → YES, 200台駐車可能です。申請することで無料で利用できます。 敬和 TIPS 08 図書館にはどのくらいの蔵書がある？ → 和書75,809冊、洋書21,887冊、雑誌209種（2020年2月）48 49



美人になれる温泉として有名な月岡温泉。授業の後に
足湯でほっこり。（大学から車で約30分ほど）

月岡温泉10

季節感あふれるフルーツを使ったケーキが人気の洋菓子店。
ジェラートもおすすめ。

大竹屋パトラン6

おすすめは3種類のみそをブレンドしたみそちゃーしゅーめん。
花びらのように並んだチャーシューが食欲を誘います。

らーめん家 和玄7

大学からほど近くにあるボウリング場。ゼミの後、先生
と一緒に遊びに来ることも。

JOY TOWN4

巨峰をはじめ30種類以上のブドウをこだわって栽培して
います。地域学でもお世話になっています。

高橋巨峰園3

お手ごろ価格でおいしいハンバーグ定食が食べられま
す。おすすめは、チーズののったスイスハンバーグ定食。

あかれんが5

薪ストーブのあるおしゃれなカフェ。さくらんぼなど聖籠町
特産のフルーツを使ったデザートがおすすめ！

ぽかぽカフェ1

佐藤甘菜
英語文化コミュニ

ケーション学科 4年
英語文化コミュニ

ケーション学科 4年

中川莉奈
英語文化コミュニ

ケーション学科 4年

西川由莉

私たちが新発田の街を案内します
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とりたま工房

大竹屋パトラン

らーめん家
和玄

大判焼くまくら

シンガポール食堂

←
新

津
方

面

↑
村
上
方
面

←新潟方面

カトリック
新発田教会

新発田城の桜
キレイ～

月岡温泉にも
近い！！

遊ぶのにも、
暮らすのにも、

新発田市サイコー！

うわさの新発田名物料理「オッチャホイ」が食べられま
す。ぜひご賞味あれ！

シンガポール食堂9

スクールバス
佐々木駅⇔大学

約 10 分

スクールバス
大学⇔新発田駅

約 15 分

自動車で
新潟⇔新発田

約 30 分

新潟市から車で30分、城下町として栄えた新発田市と果樹の里として有名な聖籠町にまたがり、敬和学園大学は立地しています。
生活に便利なたくさんのお店や施設と、アクセスよくレジャーを楽しめる海や山が同居する、キャンパスライフを送るのに絶好の環境です。

SHIBATA & SEIRO MAP 新発田市・聖籠町マップ

10 月岡温泉

ニューフタバ
E

A

C

D

B

新発田市の人気スイーツ

ニューフタバの
パフケーキ

とりたま工房の
シュークリーム

大竹屋パトランの
スフレサンド

スギサキの
アイスもなか

大判焼くまくらの
金魚台輪焼き

※オープンキャンパス（P.56）では、
　新発田の人気スイーツをご提供します。

A

B

C

D

E

城下町新発田を感じるにはここ新発田城。春は桜がき
れいなお花見スポットとしても有名。

新発田城8

JR 佐々木駅

N

S

EW

授業後は
パトランさんの
ケーキで女子会

高橋巨峰園

二宮家バラ園

3

2

ぽかぽ
カフェ

1

弁天潟を背景に美しく整備された日本庭園とバラ園を5
～6月の期間限定で見学できます。

二宮家バラ園2

あかれんが5

敬和 TIPS 09 TwitterやFacebookを使った授業がある？ → YES, 授業だけでなく、先生とのコミュニケーションにも使われています。 敬和 TIPS 10 ボランティアが単位になる？ → YES, 国内ボランティア8単位、海外ボランティア3単位まで認められます。 5150



アドバイザー制度

専任教員がアドバイザーとなり、入学から卒業まで、学生一人ひとりを

ケアする制度です。アドバイザーは、学習面全般についての相談や、

生活面での悩み、就職などに関してサポートします。ゼミや講義とは別

に、マンツーマンでの履修指導や、毎週90分設けているオフィス・ア

ワーなど、学生と教員が頻繁に顔をあわせる機会を用意しています。

一人ひとりの顔が見えるサポート体制

学生カルテによる学生指導

学生個々のカルテ（学生生活記録）を作成し、履修科目や成績、アドバ

イザーとの面接内容などを記録し、アドバイスに生かしています。授業

の出席状況や生活の変化などを定期的に確認していくことで、大学生

活を円滑に継続していくためのケアが実現されています。この記録は、

就職活動を行う際の振り返りの一助となります。

きめの細かい継続した指導を実現

学生支援センター

専任のソーシャルワーカーと臨床心理士の資格を持つカウンセラー

が、さまざまなこころの悩みの相談を受け、学生生活をサポートします。

また、障がいのある学生が、他の学生と同じように授業等に参加でき

るよう、必要な支援を共に考えていきます。必要に応じて、学内外の関

係部署と連携した支援を行います。ご家族からの相談にも応じます。

秘密厳守で相談に応じます 敬和学園大学は少人数なので、先生や職員の

皆さんが私たち学生一人ひとりのことをよく見て

くれています。先生方は、学生の個性や特性を

しっかりと把握してくれているので、自分に合っ

たコースやさまざまな活動を勧めてくれます。職

員の皆さんは、授業や学生生活の相談だけでな

く、プライベートなことまで対応してくれるのがう

れしいです。自分の知らないところまで自分のこ

とを知ってくれている、そういった安心感がありま

す。その時々の状況に合わせて頼れる人がそば

にいるところが敬和学園大学の魅力です。

自分の知らないところまで見てもらえる安心感

青柳沙耶
共生社会学科3年／新潟県立佐渡中等教育学校出身

学生インタビュー

教務係
履修登録や、成績の管理など、学業に関す

ることをサポートします。「皆さんの学習環境

を整え、スムーズに学べるようにサポートしま

す。笑顔で丁寧な対応がモットーです」

キャリアサポート係
キャリア育成と就職内定に向け、資格取得

や就職活動全般をサポート。企業研究や面

接練習などを一緒に行います。「皆さんの幸せ

（内定）のために、しっかりサポートします」

学生係
奨学金の手続き、サークル活動、敬和祭、

留学など学業以外の生活に関することをサ

ポートします。「学生の皆さんが社会人として

自立できるようなサポートを心がけています」

図書館
約97,000冊の蔵書があります。本の閲覧や

貸し出しだけでなく、自習室としての利用も可

能。「インターネットの情報だけでなく、本から正

確な情報を得る勉強法を身につけてください」

施設係
教室の机や椅子などの備品の保全、樹木の

管理、スクールバスの運行などを担当。「朝

夕、学生の皆さんと元気にあいさつを交わす

のが、仕事のやりがいにつながっています」

学 び 学 生 生 活 就 職・進 路

大学に入学する前から、卒業した後まで、
私たち専任スタッフが皆さん一人ひとりを生涯にわたってサポートします。

学生支援
一人ひとりに寄り添う

学生サポート体制

学生一人ひとりを
大切にサポート

します

敬和 TIPS 11 英検／TOEIC／GTECの成績で授業料が免除される？ → YES, 詳しくはP54 敬和 TIPS 12 大学内でできるアルバイトがある？ → YES, 図書館やコンピューター実習室などで募集しています。52 53



特待生／奨学金制度 対象 給付・貸与額 採用人数 応募（給付）条件

資格 ㊕新入生資格特待生 受験者
（2年間）

一種：690,000円（授業料全額免除）
二種：470,000円（授業料一部免除）

該当者 一種： 受験年度の12月末日までに、実用英語検定準1級以上
に合格またはTOEIC785点以上またはGTEC1080点
以上を達成した者。

二種： 受験年度の12月末日までに、実用英語検定2級以上
に合格またはTOEIC550点以上またはGTEC840点
以上を達成した者。

※各年次末に成績基準（GPA3.0※1）を満たせば継続できる。
※編入、シニア入試は除く。帰国生、社会人入試は別基準。

㊕在学生資格特待生 全学年
（卒業まで※2）

一種：690,000円（授業料全額免除）
二種：470,000円（授業料一部免除）

該当者 一種： 実用英語検定1級以上に合格またはTOEIC945点
以上またはGTEC1280点以上を達成した者に次年度
から適用する。

二種： 実用英語検定準1級以上に合格またはTOEIC785点
以上またはGTEC1080点以上を達成した者に次年度
から適用する。

※各年次末に成績基準（GPA3.0※1）を満たせば継続できる。
※編入、シニア入試は除く。帰国生、社会人入試は別基準。

敬和学園大学
資格取得奨励奨学金

全学年 20,000円以内 資格取得者 難易度の高い資格（秘書技能検定準1級等）を取得、
または試験に合格、もしくは高得点を取得した者。

学業 ㊕学業特待生 受験者
（卒業まで※2）

一種：690,000円（授業料全額免除）
二種：470,000円（授業料一部免除）

18名 学業特待生選抜において、85%以上の得点を挙げた成績上
位者から一種特待生を、70%以上の得点を挙げた成績上位
者から二種特待生を採用する。
※ 各年次末に成績基準（一種：GPA3.2、二種：GPA3.0※1）を満たせば

継続できる。

敬和学園大学
学業優秀奨学金

全学年
（1年間）

成績最優秀者　授業料半額給付
第2位　200,000円（給付）
第3位　100,000円（給付）
前期・後期2回に分けて給付。

27名 各学科の各学年1位から3位の成績を収めた者。
※ただし特待生および最短修業年限を超えて在学する者は除く。

敬和学園大学
学業支援奨学金

全学年
（1年間）

635,000円（授業料半額と施設設備費全額）
前期・後期2回に分けて給付。

毎年3名以内 学業成績が優秀であるにもかかわらず、
経済的理由により修学が困難な者。

推薦 ㊕推薦特待生 受験者
（卒業まで※2）

一種：690,000円（授業料全額免除）
二種：470,000円（授業料一部免除）
三種：345,000円（授業料半額免除）

若干名 特待生推薦（公募）受験者から選抜された者。
※ 各年次末に成績基準（一種：GPA3.2、二・三種：GPA3.0※1）を満

たせば継続できる。

「資格特待生」「学業特待生」「推薦特待生」など、学業や資格取得に成果を挙げた学生への特待生制度が充実。
また、「敬和学園大学奨学金」「緊急援助資金」などにより、経済的に困窮した学生への支援も行っています。

最大授業料全額免除！
学生たちのさまざまな能力を評価する特
待生制度を用意し、学生生活をサポート
します。

特待生制度

学業特待生として入学しました。敬和学園大

学には、親身になって指導してくれる先生や同

じ目標を持った仲間がいるので、高いモチベー

ションでやりたいことに打ち込めます。同じ大学

に信じられる仲間がいるからこそ、どんな状況で

も自分自身で生きていく力を身につけることが

できるのだと思います。敬和学園大学には、そう

やって自分を高めていくための環境があります。

今はいくつかの資格取得に向けて努力していま

す。この環境を生かし、勉強も就職も中途半端

にせず、極めていきたいです。

特待生だからこそ、学びを極めていきたいです

伊藤祐吏   ITO Yuri

国際文化学科2年／新潟県立佐渡高等学校出身

学生インタビュー

区分 入学手続時 初年度後期（10月） 年額（2年次以降）

入学金 230,000円 　  — 　  —

授業料 345,000円 345,000円 690,000円

施設設備費 145,000円 145,000円 290,000円

合計 720,000円 490,000円 980,000円

学生納付金

特待生／奨学金制度

スポーツ ㊕スポーツ推薦特待生 受験者
（卒業まで※2）

（1）980,000円
　（授業料全額と施設設備費全額免除）

（2）835,000円 
　（授業料全額と施設設備費半額免除）

（3）690,000円（授業料全額免除）
（4）470,000円（授業料一部免除）
（5）345,000円（授業料半額免除）
（6）監督が推薦した号の減免額

若干名 （1）全国トップレベルの技術を有すると認められる者。
（2）全国準トップレベルの技術を有すると認められる者。
（3）全国準 ト々ップレベルの技術を有すると認められる者。
（4）都道府県トップレベルの技術を有すると認められる者。
（5）都道府県準トップレベルの技術を有すると認められる者。
（6）特に監督が能力を認める者。

敬和学園大学
スポーツ奨励奨学金

全学年
（1年間）

（1）980,000円
　（授業料全額と施設設備費全額給付）

（2）690,000円（授業料全額給付）
（3）345,000円（授業料半額給付）

若干名 （1）全国トップレベルの技術を有すると認められる者。
（2）全国準トップレベルの技術を有すると認められる者。
（3）都道府県トップレベルの技術を有すると認められる者。

その他 敬和学園大学奨学金 全学年 600,000円（無利息貸与） 毎年4名以内 経済的に困窮し、学業を継続することが困難な者
（ただし、外国人留学生は除く）。

敬和学園大学
緊急援助資金

全学年 600,000円以内（無利息貸与） 若干名 入学後において保護者の死亡・失職等により
家計が急変し、学業を継続することが困難な者、
もしくはそれに準ずる者（ただし外国人留学生は除く）。

敬和学園大学
ケーリ・ニューエル奨学金

全学年 50,000円（給付） 2名 正規学生で、キリスト教主義大学の学生として
人物学業ともに優れ、他の学生の模範であると
認められる者。

敬和学園大学
海外長期留学奨学金

全学年 留学先の授業料に準じた額。
ただし当該学期毎に本学に納付すべき
授業料半額（172,500円）を上限とし
給付する。

該当者 海外長期留学プログラムに関わる必要な単位を
修得した者（ただし、特待生は除く）。

※このほかに、学生教育研究災害傷害保険保険料、学研災付帯賠償責任保険保険料、新入生オリエンテーション参加費、後援会費
　が必要となります。

※1 GPAについての詳細は、広報入試課（　 0120-26-3637）にお問い合わせください。
※2 修業年限内（最大4年間）

※いずれの特待生も、各年次末に一定のGPA成績基準を満たすことで、継続できます。GPAについての詳細は、広報入試課（　 0120-26-3637）にお問い合わせください。 

学費
サポート

がんばる学生を応援する

特待生・奨学金制度

2020年度
新入生

資格特待生
一種 28名

受験年度の12月末日までに、＜実用英語検

定＞準1級以上、または＜TOEIC＞785点以

上、または＜GTEC＞1080点以上を達成し

た者に、授業料全額（690,000円）を2年間

免除、また、＜実用英語検定＞2級以上、また

は＜TOEIC＞550点以上、または

＜GTEC＞840点以上を達成した者に、国立

大学並みに授業料一部（470,000円）2年間

減免します。

● 資格特待生 ＜資格を評価＞

※編入、シニア入試は除く。帰国生、社会人入試は別基準。

特待生推薦（公募）受験者を対象に、小

論文、面接、調査書で選抜し、その評価に

より、授業料全額（690 ,000円）を4年間

免除、または国立大学並みに授業料一部

（470,000円）を4年間減免、または授業料

半額（345,000円）を4年間減免します。

2020年度
推薦特待生

一種 2名

二種 5名

● 推薦特待生 ＜使命感を評価＞

学業特待生選抜において、85％以上の得点を

挙げた成績上位者に、授業料全額（690,000

円）を4年間免除、70％以上の得点を挙げた

成績上位者に、国立大学並みに授業料一部

（470,000円）を4年間減免します。

・国立大学よりも安い学費。

・ 受験チャンスは5回。学力試験型（1期）（2

期）、共通テスト利用型（1期）（2期）（3期）

です。

・入学手続きは、国立大学合格発表後。

2020年度
学業特待生

二種 8名

● 学業特待生 ＜学業を評価＞

学費比較（1年間）

授業料
690,000円

施設設備費
290,000円

一般学生

690,000円
全額減免

一種特待生

470,000円
減免

授業料
220,000円

施設設備費
290,000円

二種特待生 国立大学

授業料
535,800円

（例）施設設備費
290,000円

※ 学外奨学金として、「日本学生支援機構貸与型奨学金（第一種・第二種）」、「日本学生支援機構給
　付型奨学金」などがあります。
※ 入学金と授業料の減免を受けられる「高等教育修学支援新制度」の対象校です。
※ 卒業後に分割返済できる金融機関（オリコ、セディナ）と提携したローンの紹介を行っています。
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オープンキャンパスに行こう！
学びとキャンパスライフを体験できる多彩なプログラムを用意しています。

参加申込みはWEBから
右記QRコードから、申し込みフォームにつながります。
お名前、高校名・学年、住所をお知らせください。
ご家族もご一緒に参加できます。

「リベラルアーツ」を体験しよう！

英検対策講座を受講し、その後の
試験で合格して特待生になれまし
た。両親は安心してくれました。在
学中に海外留学をしたいです。

平原朋佳
英語文化
コミュニケーション
学科1年
新潟県立
高田北城高等学校出身

オープンキャンパスで、先輩学生と
先生たちの仲がよくてビックリしまし
た。この環境を生かして、自分の将
来を見つけたいです。

相澤拓実
国際文化
学科1年
新潟県立
新潟東高等学校出身

大学のことはいろいろ調べていたの
ですが、受験前最後の確認のため
に個別見学をしました。やさしい説
明で安心して受験に臨めました。

櫻井瑚々
英語文化
コミュニケーション
学科1年
新潟県立
八海高等学校出身

入学前スクーリングでの先輩学生
の活動発表がすばらしかったです。
大学のブログで見た先輩たちの姿
は本当なんだ！って感動しました。

小林依緒里
英語文化
コミュニケーション
学科1年
新潟県立
五泉高等学校出身

● ウィークデー・
　オープンキャンパス

 6つの授業で体験！

リベラルアーツ アクティブラーニング
3つの学生発表で体験！

●英検対策講座 土 土5  16 9  19 目指せ！
資格特待生 11  3 火 祝

普段の大学生活
を体験

●進学相談会 10  25 日土10  24 敬和祭と
同時開催

2021年度入学者選抜
さまざまな能力を多面的・総合的に評価する多種多様な入学者選抜を提供しています。

● 募集人員
学部・学科 選抜区分 　合計

推薦 
特待生
推薦

スポーツ
推薦 総合 学業

特待生 A日程 B日程 C日程 共通テスト
利用

人文
学部

国際文化学科 24名 若干名 若干名 10名   8名 10名 10名   6名 　12名   80名

英語文化コミュニケーション学科 18名 若干名 若干名 7名   6名   8名   8名   4名  　9名   60名

共生社会学科 12名 若干名 若干名 5名   4名   5名   5名   3名   　6名   40名

合計 54名 若干名 若干名 22名 18名 23名 23名 13名 　27名 180名

● 選抜日程

一人ひとりのご都合に合わせて対応

個別相談・大学見学申し込み受付中！
敬和学園大学では、一人ひとりのご都合に合わせて「個別相談・大学見学」を

受け付けています。皆さまが日ごろ抱いている夢の実現や疑問の解決を、専門

の入試スタッフが一緒に考え、相談に応じます。

〈  見学時間・申し込み 〉

平日9:00から17:00まで、ご都合のよ
い日時をお知らせください。また、この
時間以外、土日祝日の見学を希望さ
れる場合には、別途ご相談ください。

入学者選抜の
詳細はWEBから

お申し込みは
WEBから

6  20 土8  8土土 7  11

村上駅 8：30

● 交番

←新発田 山形→
村上駅

P

中条駅 9：10

←新発田 村上→
中条駅

● 

JR中条駅
本所

新発田駅 9：40

←豊栄 村上→
新発田駅

新発田 ●
ニューホテル
プラザ 西口

●

新潟県立
新発田病院

柏崎駅 8：20 高田駅 7：20

長岡駅東口 8：10

←宮内 北長岡→
長岡駅

●

ホテル
ニューオータニ

五泉駅 8：40

五泉駅

   自転車
● 駐輪場

新津駅西口 9：10

●
交
番

↑
新
潟

加
茂
↓

新
津
駅

佐々木駅  9：38

佐々木駅 西新発田駅
←豊栄 新発田→

新潟駅南口 9：20

万代口

新潟駅
●CoCoLo
南館

●プラーカ2プラーカ3●

プ
ラ
ー
カ
１

●
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● 無料送迎バス

燕三条駅燕口 9：00

燕三条駅
←新潟

三条燕I.C

長岡→

3学科から2つの授業を選べる！
リベラルアーツの幅広い学びを体験。
同じ時間帯に「保護者向け説明会」を
開催します。

ランチ

授業体験

2種類のランチから選べる！
友達・先輩・先生と楽しくランチ。キャンパ
スライフの楽しみの一つ、学食ランチ。
地元のおいしいスイーツも提供します。

学食ランチ

先輩の案内でキャンパスをまわる！
アクティブラーニングやサークル活動を
見学。そのほか、個別相談コーナーや
面接指導などで、皆さんの疑問や課題
を解決します。

キャンパスツアー

※途中入退場自由

入学前スクーリング ※合格者を対象とした入学前スクーリングを
　2月に開催します。

学生インタビュー

選抜区分 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 試験会場 選考方法 入学検定料
学校
推薦型

推薦 1期（専願制） 11月2日（月）～
11月12日（木） 11月21日（土） 12月4日（金） 12月18日（金）

本学

小論文、面接、調査書 30,000円
特待生推薦 1期（公募制） 小論文、面接、調査書  ※1

推薦 2期（専願制） 3月1日（月）～
3月10日（水） 3月17日（水） 3月22日（月） 3月26日（金）

小論文、面接、調査書
特待生推薦 2期（公募制） 小論文、面接、調査書  ※1

総合型 1期 9月7日（月）～
9月14日（月）

10月4日（日） 11月6日（金） 11月20日（金）

本学

課題文（口頭試問形
式）、面談（2回）、調査
書

30,000円
10月18日（日）

2期 11月13日（金）～
11月30日（月）

12月12日（土） 1月8日（金） 1月22日（金）
12月28日（月）

3期 1月5日（火）～
1月18日（月）

1月27日（水） 2月12日（金） 2月26日（金）
2月3日（水）

4期 3月1日（月）～
3月10日（水）

3月17日（水） 3月22日（月） 3月26日（金）

学業
特待生

学力試験型　１期 1月5日（火）～
1月25日（月）

2月6日（土） 2月12日（金） 3月8日（月） 本学 新潟 
長岡 

＜学力試験＞
1期：英語、国語、地理
歴史  ※2

2期：英語、国語、地理
歴史、公民  ※3

＜学力試験＞
30,000円

学力試験型　2期 2月1日（月）～
3月1日（月）

３月8日（月） ３月12日（金） ３月２6日（金） 本学

共通テスト利用型　1期 1月5日（火）～
1月25日（月）

令和3年度
大学入学
共通テスト

2月12日（金） 3月8日（月） ＜共通テスト利用＞
英語、国語、地理歴史
公民  ※4

＜共通テスト
利用＞
15,000円
※ すでに他の入試で入学
　 手続きをしている者 は、
　 検定料免除

共通テスト利用型　2期 1月26日（火）～
2月12日（金）

2月26日（金） 3月22日（月）

共通テスト利用型　3期 2月15日（月）～
3月11日（木）

3月22日（月） 3月26日（金）

一般 A日程 1月5日（火）～
1月25日（月）

2月6日（土） 2月12日（金） 2月26日（金） 本学  新潟
長岡

英語、国語、地理歴史
から選択 ※2

＜英語文化コミュニケーション＞
英語を含む2科目
＜国際文化・共生社会＞
国語を含む2科目

30,000円
※ 不合格者の
　 再受験時は、
　 検定料免除

B日程 1月26日（火）～
2月15日（月）

2月22日（月） 2月26日（金） 3月12日（金） 英語、国語

C日程 2月16日（火）～
3月1日（月）

3月8日（月） 3月12日（金） 3月26日（金）

本学

英語、国語、地理歴史
公民から選択 ※3

＜英語文化コミュニケーション＞
英語を含む2科目
＜国際文化・共生社会＞
国語を含む2科目

共通テスト利用　1期 1月5日（火）～
1月25日（月）

令和3年度
大学入学
共通テスト

2月12日（金） 2月26日（金） ＜英語文化コミュニケーション＞
英語を含む2科目
＜国際文化・共生社会＞
国語を含む2科目
※ 理科の「基礎を付した科目」は
　 2科目を合計して1科目とする

15,000円

共通テスト利用　2期 1月26日（火）～
2月12日（金）

2月26日（金） 3月12日（金）

共通テスト利用　3期 2月15日（月）～
3月11日（木）

3月22日（月） 3月26日（金）

※1 特待生推薦選抜では、出願資格として全体の評定平均値3.0以上が必要です。
※2 世界史B、日本史Bから選択
※3 世界史B、日本史B、政治・経済から選択

10:10-15:00

※送迎バスは事前申込制です。お申し込みは開催日前の水曜日17：00までに行ってください。乗車希望者がいない場合は運行しません。

※帰りのバスは敬和学園大学15：10出発

× プログラム

AM

プログラム

PM

※4 世界史A、日本史A、地理A以外から1科目
※5 スポーツ推薦・外国人留学生・編入学・帰国生・社会人・シニア選抜については、広報入試課に

お問い合せください。

オープンキャンパス

大学生活
体験 選抜制度

● スケジュール
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知りたいと思う好奇心、世界を夢見る冒険心、力になりたいと願う奉仕心。

どんな小さな気持ちでも、心の中にあるならば、それはあなたの可能性です。

この敬和学園大学のキャンパスで、幅広い教養と豊かな人間性を育めば、

あなたの可能性は、人生を生き抜く力になるでしょう。

可能性は力になる。

〒957-8585 新潟県新発田市富塚1270
　 0120-26-3637／FAX：0254-26-3996
nyushi@keiwa-c.ac.jp　www.keiwa-c.ac.jp

電車を利用する場合
・JR「佐々木駅」下車。大学の無料バスで約10分
・JR「新発田駅」下車。大学の無料バスで約15分

自動車を利用する場合
・新新バイパス（国道7号線）「新発田インターチェンジ」降りて右折
（高速道路「日東道・聖籠新発田インターチェンジ」から新発田方向）

路線バスを利用する場合
・新潟交通「敬和学園大学前」下車、徒歩5分

● 敬和学園大学までのアクセス
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