
社会で活躍する卒業生
【人文学部】 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

求人票の記入用紙をこちらからダウンロードいただけます。

www.keiwa-c.ac.jp/career/company

● 求人申し込みについて
本学所定、貴社独自、もしくはハローワーク提出用の求人票をご送付 
ください。再募集される場合には、文書またはお電話にてご連絡を 
お願いいたします。

● 応募書類について
本学の指定書類は次の4点です。
1. 履歴書・自己紹介書（写真貼付） 2. 成績証明書
3. 卒業見込証明書 4. 健康診断書

● 学内での「企業説明会」について
学内で単独の「企業説明会」の開催をご希望される場合は、お電話
にてご連絡ください。日時を調整の上、あらためてご連絡いたします。

〒957-8585 新潟県新発田市富塚1270
TEL:0254-26-2564／FAX: 0254-26-3682

www.keiwa-c.ac.jp

キャリアサポート課

［ 就職・キャリア支援ガイドブック ］



普遍的で幅広い学びから、時代の変化に
流されない価値観を身につけます。

教室での学びをブログで紹介

教室での学び理論 社会活動の実践により、新しい価値を生
み出していく創造力を身につけます。

社会での実践をブログで紹介

社会での実践実践

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、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。

地 域 地域を支える力

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

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

地域

国際 奉仕

地域学

留学プログラム

ボランティア

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、多面的に物事を伝える力を身につけ、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。

国 際 地域と世界をつなげる力

大学で学んだ専門知識をベースに、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、他者の個性を認め、そ

の生活や成長を支えながら、共に生きていきます。

奉 仕 他者のために生きる力
社
会
に
つ
な
が
る

学
び
が

国際文化学科
異文化を学び、自分と世界のつながりを考える

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

共生社会学科
社会福祉、地域経営の視点から、「共に生きる社会づくり」を考える

共通語としての「英語を学び」、異文化を「英語で学ぶ」
英語文化コミュニケーション学科 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　※小学校教員免許は玉川大学通信教育部と併修

社会福祉士（国家試験受験資格）、社会福祉主事任用資格、ピアヘルパー 等

取得できる/取得を
目指す資格 等

歴史探究

多文化理解

国際社会

情報メディア

文学・文化

英語教育

キャリア英語

ソーシャルワーク

ソーシャルビジネス

コース

コース

コース

コース

コース

コース

コース

コース （社会福祉）

コース （地域経営）

歴史を学び、未来を考える

異文化への向き合い方を考える

私たちの社会と国際社会のつながりを考える

情報メディアと社会を学び、「発信力」を磨く

言葉のセンスを磨き、英語圏の世界観を学ぶ

実践的な学びを重ね、英語教員を目指す

ビジネスの現場で使える英語を学ぶ

社会福祉の知識と技術を深める

新しいまちづくりの考え方を学び実践する

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、学校、教育機関、NGO（国際協
力）、NPO（公益活動）など

NEW

NEW

幅広い学びから得た知識と教養、社会活動で身につけたコミュニケーション力と協調性を
生かし、お客さまの状況を伺いながら新しい価値観を提供し、職場のチームメンバーの考えを
尊重しながら目標に対してリーダーシップをとることのできる人材を育成しています。

カリキュラム
協調性と学び続ける力を持った人材の育成

実践するリベラルアーツ

将来の主な進路

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、日本語講師、NGO（国際協
力）、NPO（公益活動）など

 福祉施設（高齢者福祉施設・障害者支援施
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（公益活動）など

取得できる/取得を
目指す資格 等

取得できる/取得を
目指す資格 等
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「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、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。

「キャリア開発入門」「キャリア開発」

▲ 業界研究＆ポスターセッション

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

のスタッフが、学生一人ひとりの入学前からのさまざまな活動を専用カルテで把握し、それぞれの状況に

合わせた就職支援を行います。リアルタイムで収集した企業情報を的確に学生に伝え、コーディネートする

ことで、学生それぞれの個性を生かした企業等とのマッチングを図ります。

個別指導

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、その活動に教員、職員

が深く関わることで、自分の価値観を確立し、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

つつ、持っている力を引き出し、社会からのニーズ

とのマッチングをはかることで、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

・ 島津印刷 株式会社
・ 株式会社 エフエムラジオ新潟
・ 株式会社 新潟日報社
・ 株式会社 新潟放送
・ 株式会社 キューピット
・ 株式会社 新潟三越伊勢丹
・ 日産プリンス新潟販売 株式会社　

・ 株式会社 ハードオフコーポレーション
・ 株式会社 ハレハワイイ
・ 株式会社 第四銀行
・ 株式会社 新潟グランドホテル
・ 株式会社 ホテルオークラ新潟
・ ホテル朱鷺メッセ 株式会社 ホテル日航新潟
・ 株式会社 ホテル新潟

・ 国立大学法人 新潟大学
・ 社会福祉法人 シャーローム
・ 公益財団法人 新潟県国際交流協会
・ 新発田商工会議所
・ 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
・ 北越後農業協同組合

インターンシップ受入先企業一覧 （過去3年間の実績）

インターンシップ

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・プランニングを描く
「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

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

就職支援
学生一人ひとりの個性を生かした就職をサポート

キャリア支援プログラム
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進路決定をサポートします。

敬和学園大学では、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などがあり、幅広い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共に、自分に足りないものを認識します。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。

適性検査の実施
（客観的分析）

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。

※それぞれの比率は、受験者数に対する合格者数です。2017年度実績。

▲ ホテルでのインターンシップ

講座名

実用英語技能検定 （英検）
【単位認定科目】

2級合格率 

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  

ビジネス著作権検定
【単位認定科目】
初級合格率 

ITパスポート
【単位認定科目】
合格率 

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   Excel合格率 

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 

介護職員初任者研修
合格率 

日本漢字能力検定 就職支援SPI 講座
【単位認定科目】

基礎数学 講座
【単位認定科目】

25％
40％ 20％

86％ 65％
43％

50％

100％
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英語は手段。異文化を受け入れ仕事を進めています。大学の4年間は、私の人生を大きく変えてくれました。
VOICEVOICE

英語文化コミュニケーション学科
2013年3月卒業
私立開志学園高等学校出身

佐久間理美さん
Satomi Sakuma

シンワ測定株式会社
海外営業部　海外営業課

国際文化学科　2018年3月卒業
私立敬和学園高等学校出身

若山真生さん
Masaki Wakayama

株式会社エフエムしばた
放送事業部

COMMENTCOMMENT

シンワ測定株式会社
海外営業部  部長

株式会社エフエムしばた
放送事業部  係長

丸山和徳さま吉田貴幸さま

入社当時から礼儀正しく几帳面で、一目を置かれる

存在でした。営業サポートとして、商談から貿易実務

まで幅広い業務で関わってもらっていますが、何より

も助かっているのが、その業務改善の提案力です。

従来のやり方に疑問を持ち、少しでも効率的に進め

られるやり方を工夫して提案する力は、社内でもトッ

プクラスです。留学や大学での学びによって身につ

けた視野の広さが役に立っているのだろうと思いま

す。同じ課はもちろん、会社全体としても、そうした人

材は非常に大切な存在です。

少人数のコミュニティFMという商売柄、一人で担

当する範囲の広い職種です。本人も頼まれごとを拒

ばない性格なのでオーバーワークになりがちです。で

も、若山さんには逆にもっと仕事を人に回しながら、

少しでも多くの人とつながって欲しいと思っています。 

私が彼を通して敬和学園大学のよさを再発見した

ように、彼の個性を通せば、新発田という地域のよさ

を、もっとたくさんの人に発信できるはずだからです。

彼の個性、まさにパーソナリティを通して、関わる人

と地域の魅力を発信していくことを期待しています。

測定器など精密機械器具の製造・販売を行う

企業の海外営業部という部門で、貿易の実務を

行っています。例えば営業スタッフの商談サポー

トとして在庫確認することから、受注した後の製

品の輸出の段取り、お客さまへの請求手続き、入

金確認といった、一連の業務が完遂するまで海

外のお客さまと連絡を取りながら進めることです。

海外とのコミュニケーションは英語を使いますが、

貿易実務は専門用語が多く出てきます。英単語

を覚えるだけでなく、貿易においての意味も深く

理解しないといけません。入社からずっと、自作で

新発田市のコミュニティFM局で放送事業部に

所属しています。スポンサー探しの営業回りか

ら、放送で使うインタビュー素材の編集まで、幅

広く業務を行っています。最近ようやくパーソナ

リティへの第一歩を踏み出すことができ、番組ア

シスタントとして天気予報や交通情報、ニュース

などを読むようになりました。私はアナウンス・ス

クールに通ったことがなく、しゃべりのスキルはま

だまだなので練習の毎日です。ラジオを聞いた知

人から連絡をもらったり、リスナーからの反応があ

ることは大きな励みになっています。トレーニング

専用の単語帳を作って勉強を続けています。学

生時代にビジネス英語を指導してくださった先生

に言われた「あくまで英語は手段」ということを実

感しています。海外のお客さまとは電話やメール

でのやりとりばかりで顔を合わせることはほとん

どないのですが、まれに展示会などでお会いした

際に「あなたね！ いつもありがとう」と言われる瞬

間は、コミュニケーションができていたことを実感

できるうれしい瞬間です。英語の勉強は続けなが

ら、後輩の育成、業務改善など、さらに仕事の幅

を広げていきたいです。

のためにも意識して人と話す時間をつくらないと

いけないので忙しい業務の中でのやりくりが大

変です。元々は人前で話すことが非常に苦手で

したが、学生時代にゼミの活動でインターネット

番組のMCをやったことをキッカケに、克服するど

ころか今では人前で話すことが好きと言えるまで

になりました。まさか人前で話すことを仕事にする

なんて…、大学の4年間は私の人生を大きく変え

てくれました。新発田のよさを発信できるパーソナ

リティとして一日でも早く活躍できるようがんばり

ます。

国 際地 域

海外にはビジネスのペースが違う国もありま

す。効率を重視しすぎてうまくいかない時は、

ペースを落としてコミュニケーションを密に取

りながらひとつずつ進めます。大学時代のイ

ギリス留学の経験や、学内にいる多くの留学

生との交流を通じて、異文化を受け入れるこ

とに慣れていたので、自然と相手に合わせる

ことができるようになったのかもしれません。

ゼミでは地域を題材にした動画制作を行いま

した。長時間の映像を、短くカットしたり順番

を入れ替える編集の経験は、まさに今のイン

タビュー編集作業に生かされています。しかし

簡潔な編集の一方で、熱を込めて話している

部分はカットし過ぎず、気持ちや人間性は伝

えるべき、という編集方針は当時身をもって

学び、今も大切にしていることです。

● 社会で生きる敬和の学び ●● 社会で生きる敬和の学び ●

卒業生
卒業生たちは、それぞれの価値観と個性を生かし、
さまざまな職業や活動を通し、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
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ホテルを代表して企業と打ち合わせをし、イベントなどの提案を行っています。お客さまのご希

望に沿えるよう、ホテルの現場や厨房のメンバーとの間に入りながら調整をすすめています。

大変な仕事ですが、いつも攻めの姿勢で新しい提案をさせていただき、お客さまに満足してい

ただけた時にはすべてが報われた気持ちになります。私の評価がホテルへの評価につなが

るため責任がありますが、それだけに継続して指名をいただけることが何よりもうれしいです。

国 際

新しい提案をすることに、この仕事の醍醐味があります。

英語英米文学科 2007年3月卒業／新潟県立長岡工業高等学校出身

川崎 俊さん Shun Kawasaki

新潟グランドホテル
営業部 営業課 係長

敬和学園大学では、ネイティブの教員による授業が刺激的でした。卒業前に先生方に

連れて行ってもらったイギリス研修では、現地の方 と々の交流を通じ、イギリスの文化や

歴史を肌で感じることができました。海外からのお客さまの文化の違いを受け入れられる

素地は大学時代に培われたと思っています。

● 社会で生きる敬和の学び ●

現在は、責任ある立場で、接客接遇を中心に仕事をしています。結婚式のプランニングにお

いて、お客さまのご希望を大切にするのはもちろんのこと、それ以上の提案をご用意するこ

とが、今、ウェディング業界には求められています。実現が難しいアイデアも、知恵をしぼって

解決案をご提案しようと常に心がけています。新郎新婦のお二人に「担当してくれてありが

とう」とお言葉をかけていただいたときなどは、本当にうれしく感じます。

個人のお客さまを中心に株式や資産運用の提案をしています。どんなによい商品を提

案することよりも、まず先に自分を信頼してもらうことを大切にしています。年代や目的

の異なるお客さま一人ひとりと心でつながれるよう、商品以外の話題も積極的に吸収

するようにしています。これからも自分を信頼してくれたお客さまに喜んでいただけるよう

好奇心を持って知識の向上、感性の更新に努めていきたいと思います。

営業部グローバルディヴィジョンという部署で、海外営業の業務に就いています。敬和

学園大学在学中は、米国、韓国、中国、日本の文化を比較しながら勉強しました。現在

これらの地域で営業中ですが、商品知識だけでなく文化の違いを理解することが、商談

を実りある楽しいものにしています。あらためて、敬和学園大学での学びは大切だった

と実感しています。

地 域 国 際

いつもご希望以上のプランニングを心がけています。

相手を理解すること、それが信頼関係につながります。 文化の違いを理解することが、営業成果につながっています。

英語英米文学科 2005年3月卒業／新潟県立柏崎商業高等学校出身

国際文化学科　2014年3月 卒業／私立敬和学園高等学校出身 英語文化コミュニケーション学科2012年3月 卒業／瀋陽市財会学校出身

小林和美さん Kazumi Kobayashi

若槻和徳さん Kazunori Wakatsuki 李 海蘭さん Hailan Li

株式会社VIP

岡三にいがた証券株式会社 菊水酒造株式会社

ヒルサイドヴィラ シエル ヴェルト　フロント課  課長

新潟支店  営業第二部  営業課 営業部  グローバルディヴィジョン  アシスタントマネージャー

卒業生

お客さまとのコミュニケーションという点では、大学でたくさんの人たちとの共に学び合っ

た経験が生きていると実感しています。茶道部で、気遣いや礼儀作法などが自然と身に

ついていたことも、新入社員の時のマナー研修で感じました。

● 社会で生きる敬和の学び ●

学生一人ひとりの個性を尊重し、自主性を促してくれた敬和学園大学での生活は、自分

が他人への理解を深めるきっかけをくれました。また、先輩後輩との交流の機会を多く持

てたことは、現在の仕事において年代を越えたお客さまとの会話をする上で大いに役に

立っています。

● 社会で生きる敬和の学び ●

先生と職員の皆さんが留学生の名前を覚えてくれ、大きな温かい家族のような雰囲気を

持っていたことは、私たち留学生には大変心強かったです。また学長から言われた「人に

してもらいたいことを、人にしてあげなさい」という言葉は感動的でした。私たちが受けて

いる教育は、この精神に基づいていると気づかされました。

● 社会で生きる敬和の学び ●

卒業生たちの社会
での活躍をブログ
で紹介しています。

地 域
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医療、福祉 2% 運輸業、郵便業 1%
不動産業、物品賃貸業 1%情報通信業 2%

建設業
6%
サービス業
7%

英語文化コミュニケーション学科

【卸売・小売業】 リコージャパン、ウオロク、清水商事、スズキ自販
新潟、新潟酒販、アクシアルリテイリング、源川医科器械、宮島石
油販売、クスリのアオキ、ハードオフコーポレーション、カインズ、カト
ウ食材、七里商店、PLANT、ワールドストアパートナーズ、コストコ
ホールセール・ジャパン、ウエルシア薬局

【製造業】 しばたパッカーズ、日本精機、第一印刷所、東陽理化学
研究所、トップ工業、藤屋段ボール、三条特殊鋳工所、ツノダ、テッ
ク長沢、山之内製作所、ルック、西巻印刷、日立産機システム、大
三ミート産業、近藤商店

【生活関連サービス、娯楽業】 ビップ、アークベル、日本海カント
リー、エイチ・アイ・エス、ニラク、ダムズグループ第一実業、エム・ア
イ・ディジャパン、アスティア、リブウェル新潟松崎

【教育、学習支援業】 新潟産業大学附属高等学校、NSGグルー
プ、アミティー、敬和学園高等学校、タップカンパニー、ファミリー、
新潟ピアノ工房、開志国際高等学校

【宿泊業、飲食サービス業】 小嶋屋総本店、ホテル新潟、ルート
イングループ、すかいらーく、オーイズミダイニング、佳元、ブリティッ
シュ・ヒルズ

【金融・保険業】 丸三証券、岡三にいがた証券、第一生命保険、
セントラルパートナーズ、日本生命保険相互会社、明治安田生命
保険相互会社

【サービス業】 杉崎リース工業、新潟フジカラー、ライクスタッフィン
グ、関東コーワ、ASP警備、やまたき

【建設業】 新和組、セキスイハイム信越、オタケ、東新工務、宮作
【情報通信業】 さくらインターネット、ヒューマンパワー
【運輸業、郵便業】 福島観光自動車、ベーカリーキッチン
【医療、福祉】 新潟勤労者医療協会、中越福祉会
【不動産業、物品賃貸業】 地建総業

【卸売・小売業】 カネコ商会、アークランドサカモト、ウオロク、コメ
リ、紺商、シマキュウ、清水商事、トヨタ部品新潟共販、新潟クボ
タ、新潟冷蔵、アクシアルリテイリング、マルイ、山下家具店、リオ
ン・ドールコーポレーション、大谷商会、イエスト、クスリのアオキ、日
野屋玩具店、メガネスーパー、ヨドバシカメラ、ヨネックス、ユニー、
マルサン、ヤマダヤ、カタギリ、新潟エヌテーエヌ、PLANT、ドン・キ
ホーテ、イオンリテール、たかだ、ノジマ、エネサンス新潟、安城貿
易、ネクステージ、猪井、ユナイテッドアローズ、エーツー、花美濃、
コナン販売

【製造業】 上野、島津ホールディングス、シンコール、タカヨシ、みや
け食品、末広製菓、サンカ、更科製作所、明道メタル、大東産業、
近藤商店、江蘇省江陽市利隆防織品

【サービス業】 セコム上信越、綜合タップ、UTエイム、水原
自動車学校、MBM、糸魚川商工会議所、エフ・エス・ケー、
ICHIBANBOSHI   

【情報通信業】 つばさエンタテインメント、歪馬影社、エフエムしば
た、RaｙArc、アイ・ティー・エックス、ram

【 宿泊業、飲食サービス業 】 ホテルオークラ新潟、三宝、
SPSGIFT、見城亭、王道家

【運輸業、郵便業】 中越運送、ヤマト運輸、サカイ引越センター、日
本郵便、新潟名鉄運輸

【建設業】 澁井鋼材、崚建設、オタケ、大河津建設
【教育、学習支援業】 敬和学園大学、真友社、BWR運転訓練セ
ンター、スプリックス

【金融・保険業】 岡三にいがた証券、第一生命保険、中業普恵信息
諮詢

【公務】新発田市役所、新潟県、江蘇省徐州交通局
【学術研究、専門・技術サービス】 ケーユーホールディングス、サイネッ
クス

【生活関連サービス、娯楽業】 ニラク、シリウスグループ
【電気・ガス・熱供給・水道業】 ベック
【不動産業、物品賃貸業】 威海万通物業服務
【医療、福祉】 慈豊会
【複合サービス事業】 にいがた岩船農業協同組合

国際文化学科

【医療・福祉】 ながおか医療生活協同組合、愛宕福祉会、ニチイ
学館、上越あたご福祉会、アースサポート、新潟南福祉会、しただ、
苗場福祉会、吉田福祉会、いじみの福祉会、仁成福祉協会、二
王子会、キングス・ガーデン新潟、中条メディカルサービス、さくらメ
ディカル、メディカル・ケア・サービス、真心福祉会、上越市社会福
祉協議会、ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟、ケンブリッ
ジ、ケアサービス、ワールドステイ、さわやか倶楽部、ロングライフ

【卸売・小売業】 ハーモニック、アークランドサカモト、カネコ 
商会、新潟日野自動車、アクシアルリテイリング、ヨドバシカメラ、
ハードオフコーポレーション、シーズ・プランニング、ホンダオート新発
田、新花、蔵王産業、ピーシーシー

【サービス業】 にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎、新発
田ビルサービス、新潟綜合警備保障、エイジェック、日本労働者協
同組合連合会、東洋ワーク、星防災設備、新日本警備保障、オン・
ザ・プラネット

【製造業】 加島屋、サンメック、ウィザップ、みやけ食品、新潟メタリ
コン工業、宮村製麩所、サトウフーズ

【生活関連サービス、娯楽業】 TBCグループ、ニラク、シリウスグ
ループ、ワタナベグループ、花安

【建設業】 杉崎基礎、ムラタ興業、トミオ、石高建設
【宿泊業、飲食サービス業】 カッパ・クリエイト、佐藤商会、しおさい
フーズ

【公務】 防衛省陸上自衛隊、新潟県警察本部、粟島浦村役場
【情報通信業】 システムテクニカルサービス
【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

幅広い就職先  （過去3年間の主な就職先）

地域別学生数 ※2020年3月卒業予定者総計123名（男71名/女52名）

● 新潟県内（104名）
　佐渡 2
　下越 82
　中越 15
　上越 5

● 新潟県外（12名）
　山形県 1  福島県 2
　埼玉県 1  東京都 2
　神奈川県 1  山梨県 2
　長野県 1  静岡県 1
　京都府 1

● 海外（7名）
　中国  6
　タイ 1

消防局員として24時間勤務の３交代制で当番に当たっています。私の担当は、消防

車の運転と、現場で給水ポンプを繋ぐ送水活動です。また、消防だけでなく救急の対応

に当たることもあります。まさに人の命がかかっている現場であり小さなミスが許されな

い仕事です。そのために消化活動など火事について多くの知識が必要となってきます

ので、日々の勉強が欠かせません。やりがいのあるこの仕事に誇りを持っています。

児童指導員として、利用者さまのケアに従事しています。この仕事を選んだのは、大学

の実習やボランティアで福祉施設の現場を経験したことがきっかけでした。この仕事

は、利用者さまとの信頼関係を築くために非常に長い時間がかかります。でもその長い

時間の取り組みの成果として、人と人との間に絆が生まれ一緒に喜びを分かち合えるよ

うになります。このことが私にとっての大きなやり甲斐です。

奉 仕

人の命を守るため、日々学び続けています。

利用者さまと喜びを分かち合うことが、やり甲斐です。

共生社会学科 2013年3月 卒業／新潟県立新潟東高等学校出身

共生社会学科 2010年3月卒業／新潟県立西新発田高等学校出身

山田祐生さん Yuki Yamada

井上麻砂美さん Asami Inoue

新潟市消防局

社会福祉法人新潟太陽福祉会

中央消防署　沼垂出張所

障害者支援施設　太陽の村　児童指導員

卒業生

大学では福祉を学びました。社会の仕組みはもちろん、相手の目線に立って考えること

の重要さを学びました。この仕事は、極度の緊張状態や不安な状態にいる方とコミュニ

ケーションを取らなくてはいけない仕事です。状況判断をしながらも、相手の不安を和ら

げる言葉選びをする際には、大学で学んだ視点が大いに生きています。

● 社会で生きる敬和の学び ●

私は人前で話をすることが苦手な性格だったのですが、大学に入り、ゼミの仲間と

学び合い、意見交換することがキッカケで少しずつ変わってきました。職場でも実際

に利用者さまと触れ合うことで、だんだんと性格が明るくなり、今では人と楽しくコミュ

ニーションができるようになったと実感しています。

● 社会で生きる敬和の学び ●

データ
就職に強い！地元に強い！

就職実績

長岡市 3 
柏崎市 1
燕市 2
魚沼市 1

新潟市 60 
阿賀野市 3 
村上市 5 
関川町 1

三条市 3 
加茂市 3 
見附市 1
刈羽村 1

新発田市 8 
胎内市 3 
聖籠町 2

中越 （15名）

下越（82名）

上越市 4
糸魚川市 1

上越（5名）

佐渡市  2

佐渡 （2名）

奉 仕

生活関連サービス、娯楽業
12%

金融・保険業

金融・保険業

10%

3%

教育、
学習支援業
9%

宿泊業、飲食
サービス業
8%

医療、福祉 1%
複合サービス
事業 1%
不動産業、
物品賃貸業

1%

電気・ガス・熱供給・水道業 1%

学術研究、専門・技術サービス 2%
農業 1%

公務 3%
教育、学習支援業 3%
生活関連サービス、
娯楽業
3%

建設業
3%
宿泊業、飲食
サービス業
5%

卸売・小売業

卸売・小売業

製造業

43%

26%

12%

製造業
16%

サービス業
7%情報通信業6%

運輸業、郵便業5%

公務 4% 情報通信業 1%
複合サービス事業 1%宿泊業、飲食

サービス業
4%
建設業
4%

生活関連サービス、
娯楽業
12%

サービス業
12%

製造業
8%

卸売・
小売業
15%

医療、福祉
39%

敬和学園大学は97％を超える、高い就職率（正規採用）を誇っていま
す。約7割が新潟県内企業に就職しています。この実績は、新潟県内
をはじめとする数多くの企業さまとの強いつながりに支えられています。

就
職
率97.7%

２０１８年３月卒業生実績

卒業生たちの社会
での活躍をブログ
で紹介しています。
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